
河川における安全利用点検の実施結果について

河川名 名称 点検結果 対処

紀の川 左岸 8.8k 左岸 9.0k-68~9.2k-11和歌山市出島田井ノ瀬15～5-1 紀の川第２緑地 なし

紀の川 右岸 3.5k 右岸 3.8k 和歌山市福島上新出708-5
～福島向868-1

市民スポ－ツ広場 なし

紀の川 右岸 13.0k-90 右岸 13.0k+92 和歌山市川辺字新田401 川辺広場 なし

紀の川 右岸 5.2k-21 右岸 5.2k+79 和歌山市船所字新田207-2 船所広場 なし

紀の川 左岸 13.4k-66.5 左岸 13.4k+133.5 和歌山市大垣内627-2 満屋広場 なし

紀の川 左岸 5.4k-53 左岸 6.0k+119 和歌山市有本615～547 紀の川第４緑地
民地との境界フェンス
支柱の腐食

７月末ま
でに対策
実施

紀の川 中州 9.0k+100 中州 9.4k+60 和歌山市小豆島 紀の川第７緑地 なし

紀の川 左岸 3.0k-77 左岸 3.4k+179 和歌山市杉ノ馬場～同市西布経丁 紀の川第５緑地 なし

紀の川 右岸 4.0k+100 右岸 5.0k 和歌山市粟66-3～同市船所159 紀の川第８緑地 なし

紀の川 右岸 0.8k+190 右岸 1.8k+20 和歌山市湊1671～1575-2 紀の川第１緑地 なし

紀の川 左岸 2.8k+35 左岸 2.8k+135.6 和歌山市西蔵前 河西児童公園
滑り台の手摺一部腐
食

早急に対
策を実施

紀の川 左岸 4.4k-17 左岸 5.0k+80 和歌山市有本760-1～
同市中之島936

紀の川第３緑地 なし

紀の川 右岸 15.6k+186 右岸 16.4k+87 岩出町西野字大川原394～428 大宮緑地総合運動公園
なし（河川隣接箇所は
十分注意）

紀の川 右岸 19.6k-140 右岸 19.6k+140 岩出町岡田1091 岡田スポ－ツ広場
用具類の配置を利用
者と検討すること

紀の川 右岸 21.8k-85 右岸 2 2 . 0 k- 40 打田町花野 紀の川総合グランド
貴志川 右岸 3.8k-90.05 右岸 5.2k+140 貴志川町井ノ口453 貴志川河川敷公園（右岸） なし
貴志川 左岸 3.6k-90 左岸 5.2k+160 貴志川町神戸766 貴志川河川敷公園（左岸） なし

貴志川 左岸 0.2k 貴志川町丸栖字井の奥 町民運動場

貴志川 左岸 0.2k+57 左岸 0.4k 貴志川町丸栖 丸栖北広場 なし

河川はもともと危険性を内包しつつ一般の方々に利用いただくものですので、利用に当たっては、利用する人自らの責任
において安全確保を行っていただくことが必要ですが、河川管理者としても可能な限り利用する人が安心して河川に接
し、親しめることが重要と判断し、調査・点検を実施することにしました。従来より、定期的に河川の巡視を行い、河川の状
況を把握しているところですが、今回、紀の川と貴志川で当面利用者が比較的多い公園、緑地、運動場において安心して
河川を利用していただくという観点からの点検を今年のゴールデンウィークまでに行いました。その結果をお知らせいたし
ます。
　また夏休みの時期にも同様の点検を行い、その結果をお知らせいたします。

位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置



河川名 名称 点検結果 対処

紀の川 左岸 21.0k+22.3 左岸 21.0k+84.3
桃山町段字下嶋656～637-1
同町段字北島412-1

桃山町民グランド
グランド北側・東側に
人工的水路あり

看板によ
る表示済

紀の川 左岸 21.8k+50 左岸 21.0k+134.3 桃山町段字北島 町民ゲートボール場
ゲートボール西側に水
路あり

看板によ
る表示済

紀の川 右岸 23.4k+90 打田町西大井３３８ チビッコ広場 なし

紀の川 左岸 31.0k+50m 那賀町総合運動場 陥没箇所２箇所有り
早急に対
策実施

紀の川 右岸 31.2k＋１０ 那賀町総合運動場 なし

紀の川 左岸 26.2k+22 左岸 27.4k+90 粉河町杉原下中嶋171～
同町風市字上嶋45

粉河河南緑地

紀の川 右岸 27.4k-16.5 右岸 27.6k+48 粉河町粉河字中川711-1～688-2 粉河町桜づつみ公園

粉河町民運動場

河南運動場

紀の川 左岸 6.4k+80 左岸 7.4k+180 和歌山市有本字上新田797～
同市松島字中新田558

ゴルフ場 なし

紀の川 右岸 39.4k+34 右岸 39.6+50 かつらぎ町丁ノ町2527 県立紀の川高校運動場 なし

紀の川 左岸 50.2k+94 左岸 50.8k+140 橋本市向副字海田島113 向副緑地
グランド法面に２箇所
雨水による土砂流出箇
所有り

早急に対
策実施

紀の川 右岸 46.2k-67 右岸 46. 4 k+ 36.9 橋本市神野々1193～1224-1 神野々緑地
グランド下流部に雨水
による土砂流出箇所１
箇所有り

早急に対
策実施

紀の川 左岸 49.8k-１００ 橋本市賢堂８０番地先 紀の川ゲ－トボ－ル場
雨水の流出により地面
が削り取られている箇
所が７箇所あり

補修時期
検討中

紀の川 左岸 47.0k+80 左岸 48.4k 橋本市東家１丁目１－１ 南馬場緑地広場 １箇所陥没箇所有り
早急に対
策実施

紀の川 左岸 51.0k+10ｍ 橋本市 上田コミュニティ広場 なし

紀の川 右岸 35.2+32 右岸 35.4k+95 かつらぎ町笠田東 憩の広場 なし

紀の川 左岸 51.0k+10~51.2 右岸 48.8k-55~49.0k+橋本市向福212-1、同市市脇5丁目3-8 コミュニティ－広場 なし

紀の川 右岸 39.4k～40.0k+100 かつらぎ町大字丁ノ町２５３０番地 運動場 なし

紀の川 右岸 44.0k 右岸 44.0k+150 高野口町向島 紀の川高野口第一緑地 なし

紀の川 右岸 45.4k+112～46ｋ 高野口町 若者広場 なし

紀の川 左岸 59.6k＋１００ 左岸 60.０ k+4 五條市野原町字西ヤブ1-19 野原テニス広場
安全柵に一部破損が
見られる

早急に対
策実施

紀の川 右岸 60.0k+100 五條市五條1丁目14 公園（並びに駐車場） なし

位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置

休憩所の屋根のボルト
の緩み。グランドの溝
の鉄板の腐食、蓋が小
さい。


