
 
 

  平成１７年４月２８日１３時   北陸地方整備局 
 河川部 河川管理課 
 港湾空港部 海洋環境・海岸課 

 

資 料 配 付 
 

 

  河川、ダム、砂防設備、海岸保全施設に係る 
ゴールデンウィーク前の安全利用点検結果について 

 

  今回、ゴールデンウィーク前に実施いたしました安全利用点検の結果、別紙のと 
おり１２３箇所の施設等から 
 
・転落の危険性が有る 
・注意看板の文字が見えにくい 
 
などの箇所があり、応急の措置としてバリケード等により侵入防止措置 を 
取りました。 
 つきましては、危険防止対策が取られるまでの間、当該箇所の利用及びその周辺

への立ち入りを禁止させて頂きます。 
 なお、積雪によりゴールデンウィーク前の点検を実施できなかった箇所について
は、後日、北陸地方整備局ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに点検結果を公表いたします。  

～ 危険箇所の場所や状況など具体的な事項については ～ 
北陸地方整備局ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（http://www.hrr.mlit.go.jp/river/infocheck/）

をご覧いただくか、点検担当事務所へお問い合わせ下さい。 
 また、今回の点検で危険性が確認されなかった箇所、区域及びその周辺について

も、現地の状況は、天候その他により日々変わりますので、川等の利用に際しては、

利用者自らが安全を確認の上、ご利用いただきますようお願いするとともに、危険

箇所の発見等お気づきの点がありましたら、下記問い合わせ先、若しくは点検担当

事務所に連絡願います。 

 

 
 

  同時発表記者クラブ 
  新潟県政記者クラブ 
 富山県政記者クラブ 
  石川県政記者クラブ 
 福島県政記者クラブ 
  長野市政記者クラブ 
  岐阜県政記者クラブ 
  山形県政記者クラブ 
  福井県政記者クラブ 

  問い合わせ先 
 国土交通省北陸地方整備局 
            電話 025-266-1171（代表）

 河川部 河川管理課長   矢田（内線3751) 
  【河川・海岸】管理課長補佐 木村（内線3755) 
 【 ダ ム 】管理課長補佐 酒井（内線3753) 
 【 砂 防 】建設専門官  鈴木（内線3616) 
 港湾空港部 海洋環境・海岸課長 春木（内線60-170) 
  【海岸】海洋環境・海岸課長補佐 松井（内線60-172)
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別 紙

記者発表資料 平成１７年４月２８日

北 陸 地 方 整 備 局

河川、ダム、砂防設備、海岸保全施設に係る

ゴールデンウィーク前の安全利用点検結果について

管内各河川等施設の安全利用点検の結果を下記のとおり報告します。

点検の結果、発見された危険箇所は、応急の措置としてバリケード等の防護設置及び危険防

止看板等により侵入防止措置を取りました。

つきましては、危険防止対策がとられるまでの間、当該箇所の利用及びその周辺の立入を禁

止します。

また、今回の点検で危険性が確認されなかった箇所、区域及びその周辺についても現地の状

況は、天候その他により日々変わりますので、川等の利用の際には、利用者自らが安全を確認

の上、ご利用いただきますようお願いするとともに、危険箇所の発見等お気づきの点がありま

したら、北陸地方整備局( )、若しくは点検担当事務所にご連絡願います。025-266-1171(代表)
なお、危険箇所の場所や状況など具体的な事項については、北陸地方整備局ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

（ ）をご覧頂くか、点検担当事務所へお問い合わせ下さhttp://www.hrr.mlit.go.jp/river/infocheck/
い。

（河川愛護モニターや占用者等と合同で点検を実施しました）

記

ゴールデンウィーク前点検箇所一覧表

【河川】

河川名（県名） 点検数 応急措置 点検担当事務所名（ ）TEL
荒川（新潟県） ４区域 ３区域 ( )羽越河川国道事務所 工務第一課 0254-62-3211
阿賀野川（新潟県） １２区域 ６区域 阿賀野川河川事務所 管理課( ）0250-22-2211
信濃川下流 新潟県 ６区域 ６区域 信濃川下流河川事務所 管理課( ）（ ） 025-266-7131
信濃川（新潟県） １０区域 ５区域 信濃川河川事務所 管理課( ）0258-32-3020
関川（新潟県） １０区域 １区域 高田河川国道事務所

姫川（新潟県） ２区域 ２区域 河川管理課( )0255-23-3136
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河川名（県名） 点検数 応急措置 点検担当事務所名（ ）TEL
黒部川（富山県） ３１区域 ４区域 黒部河川事務所 河川管理課( )0765-52-1122
常願寺川（富山県） １２区域 ５区域

神通川（富山県） ２９区域 ５区域 富山河川国道事務所

庄川（富山県） ３０区域 １０区域 河川管理課( )076-424-1701
小矢部川（富山県） １９区域 ８区域

手取川（石川県） １０区域 ５区域 金沢河川国道事務所

梯川（石川県） ７区域 ３区域 河川管理課( ）076-264-8800
阿賀川（福島県） ９区域 ６区域 阿賀川河川事務所 管理課( ）0242-26-6441
千曲川（長野県） ５８区域 ２６区域 千曲川河川事務所 管理課( )026-227-9261

河川計 ２４９区域 ９５区域

【管理ダム】

ダム名（県名） 点検数 応急措置 点検担当事務所名（ ）TEL
（ ）大石ダム（新潟県） １３箇所 ２箇所 羽越河川国道事務所 大石ダム管理支所 0254-64-2251

三国川ダム 新潟県 ３箇所 ３箇所 三国川ダム管理所( ）（ ） 025-774-3015
宇奈月ダム 富山県 １４箇所 １箇所 黒部河川事務所 ダム課( )（ ） 0765-62-9071

金沢河川国道事務所 手取川ダム管理支所( ）手取川ダム 石川県 １３箇所 ３箇所（ ） 07619-6-7310
阿賀川河川事務所 大川ダム管理支所( ）大川ダム（福島県） １９箇所 ２箇所 0242-92-2839

大町ダム（長野県） １２箇所 １箇所 大町ダム管理所（ ）0261-22-4511
ダム計 ７４箇所 １２箇所

【砂防設備】

河川名（県名） 点検数 応急措置 点検担当事務所名（ ）TEL
魚野川（新潟県） ２箇所 １箇所 湯沢砂防事務所 工務課( ）0257-84-2263
常願寺川（富山県） ２箇所 １箇所 立山砂防事務所 工務課( ）076-482-1111

金沢河川国道事務所 工務第一課( ）手取川（石川県） ３箇所 ０箇所 076-264-8800
荒川（山形県） 積雪の為、後日点検 飯豊山系砂防事務所 工務課 ( )0238-62-2566
姫川（ ） ４箇所 １箇所 松本砂防事務所 工務課( )長野県・新潟県 0263-33-1115
神通川（岐阜県） ５箇所 ４箇所 神通川水系砂防事務所 工務課( )0578-2-4650

阿賀野川河川事務所 工務第二課( )阿賀野川（新潟県） ２箇所 ２箇所 0250-22-2211
砂防計 １８箇所 ９箇所

【海岸保全施設（直轄工事区間 】）

海岸名（県名） 点検数 応急措置 点検担当事務所名（ ）TEL
新潟海岸(新潟県) ２箇所 ０箇所 信濃川下流河川事務所 海岸課( ）025-266-7137

新潟港湾・空港整備事務所 海岸課( ）新潟西海岸(新潟県) ３箇所 ０箇所 025-222-6145
下新川海岸(富山県) １２箇所 ４箇所 黒部河川事務所 工務課( ）0765-52-1122
石川海岸(石川県) ９箇所 ３箇所 金沢河川国道事務所 海岸課( ）076-264-8800

海岸計 ２６箇所 ７箇所


