


対象区域

地先

利 根 川 仁田元川 日光市足尾町地先 仁田元砂防堰堤 異常なし

（渡良瀬川）

  

松木川 日光市足尾町松木地先 松木川一号砂防堰堤 異常なし

安蘇沢 日光市足尾町安蘇沢地先 安蘇沢砂防堰堤 異常なし

  

久蔵川 日光市足尾町久蔵地先 久蔵川一号砂防堰堤 異常なし

日光市足尾町久蔵地先 久蔵川二号砂防堰堤 異常なし

  

渡良瀬川 日光市足尾町間々地先 足尾砂防堰堤 注意喚起看板の 連絡先の更新

連絡先が古い

  

大畑沢 日光市足尾町愛宕下地先 大畑沢緑の砂防ゾーン 遊歩道に枝の張り出し 遊歩道の枝払い

  

深沢 日光市足尾町深沢地先 深沢五号砂防堰堤 異常なし

神子内川 日光市足尾町神子内地先 神子内川上流床固群 異常なし

  

日光市足尾町神子内地先 神子内川流路工 異常なし

  

内篭川 日光市足尾町向原地先 内篭川一号砂防堰堤 異常なし

  

日光市足尾町向原地先 内篭川二号砂防堰堤 異常なし

渡良瀬川 日光市足尾町通洞地先 通洞床固群 階段手すり隙間の チェーン設置

チェーン外れ

  

小滝川 日光市足尾町石沢地先 小滝川四号砂防堰堤 異常なし

  

日光市足尾町銀山平地先 銀山平砂防堰堤 異常なし

  

餅ヶ瀬川 日光市足尾町餅ヶ瀬地先 餅ヶ瀬川九号砂防堰堤 異常なし

  

日光市足尾町餅ヶ瀬地先 餅ヶ瀬川八号砂防堰堤 異常なし

  

日光市足尾町餅ヶ瀬地先 餅ヶ瀬川六号砂防堰堤 異常なし

  

日光市足尾町餅ヶ瀬地先 餅ヶ瀬川三号砂防堰堤 異常なし

  

日光市足尾町餅ヶ瀬地先 餅ヶ瀬川二号砂防堰堤 異常なし

日光市足尾町餅ヶ瀬地先 餅ヶ瀬川一号砂防堰堤 異常なし

砂防設備の安全利用点検結果一覧表 （１／２）

河川名水系名 点検対象施設名 実施した応急措置点検結果



対象区域

地先

利 根 川 黒坂石川 みどり市東町沢入地先 黒坂石川護岸 階段下に転石あり 転石撤去

（渡良瀬川）

押手川 みどり市東町沢入地先 押手川床固群 一部開口部あり 開口部に注意喚起テープを設置

袖丸沢 みどり市東町小中地先 袖丸砂防堰堤 一部開口部あり 開口部に注意喚起テープを設置

設置

 

みどり市東町小中地先 袖丸沢二号砂防堰堤 転落防止柵の一部破損 破損箇所に注意喚起テープを設置

設置

小中川 みどり市東町小中地先 小中川砂防堰堤 一部開口部あり 開口部に注意喚起テープを設置

一部フェンス高不足あり 注意喚起テープを設置

現況は危険なため近づかないで

ください

近日中に別途工事にて対応する

予定です

みどり市東町小中地先 小中川下流砂防堰堤 転落防止柵の一部破損 破損箇所に注意喚起テープを設置

一部フェンス高不足あり 注意喚起テープを設置

現況は危険なため近づかないで

ください

近日中に別途工事にて対応する

予定です

みどり市東町小中地先 小中川床固群 一部フェンス高不足あり 注意喚起テープを設置

現況は危険なため近づかないで

ください

近日中に別途工事にて対応する

予定です

小黒川 桐生市黒保根町上田沢地先 小黒川三号砂防堰堤 立入禁止措置の不足 注意喚起テープにより進入路閉鎖

桐生市黒保根町上田沢地先 湧丸砂防堰堤 一部開口部あり 開口部に注意喚起テープを設置

桐生市黒保根町水沼地先 関守床固群 異常なし

みどり市東町荻原地先

鳥居川 桐生市黒保根町下田沢地先 鳥居川上流一号砂防堰堤 異常なし

桐生市黒保根町下田沢地先 鳥居川床固群 異常なし

川口川 桐生市黒保根町宿廻地先 川口川下流砂防堰堤 一部開口部あり 開口部に注意喚起テープを設置

桐生市黒保根町宿廻地先 川口川下流流木対策堰堤 異常なし

深沢川 桐生市黒保根町宿廻地先 樽下床固 異常なし

桐生市黒保根町宿廻地先 樽下下流床固 異常なし

渡良瀬川 みどり市大間々町上神梅地先 上神梅護岸 異常なし

みどり市大間々町上神梅地先 神梅護岸 異常なし

みどり市大間々町塩原地先 神梅床固群 異常なし

砂防設備の安全利用点検結果一覧表 （２／２）

水系名 河川名 点検対象施設名 点検結果 実施した応急措置









様式－３  

整備局名 関東地方整備局 事務所名 渡良瀬川河川事務所

水系名 利根川（渡良瀬川） 河川名 黒坂石川

施設名 黒坂石川護岸 区域番号

対策前

河床へ降りる階段下に転石有り 点検日：H２６．４．１６

対策後

転石撤去 点検日：H２６．４．１６

安全利用点検結果（対策箇所写真）



様式－３  

整備局名 関東地方整備局 事務所名 渡良瀬川河川事務所

水系名 利根川（渡良瀬川） 河川名 押手川

施設名 押手川床固群 区域番号

対策前

点検日：H２６．４．１６

対策後

点検日：H２６．４．１６

安全利用点検結果（対策箇所写真）



様式－３  

整備局名 関東地方整備局 事務所名 渡良瀬川河川事務所

水系名 利根川（渡良瀬川） 河川名 袖丸沢

施設名 袖丸砂防堰堤 区域番号

対策前

点検日：H２６．４．２１

対策後

点検日：H２６．４．２１

安全利用点検結果（対策箇所写真）



様式－３  

整備局名 関東地方整備局 事務所名 渡良瀬川河川事務所

水系名 利根川（渡良瀬川） 河川名 袖丸沢

施設名 袖丸沢二号砂防堰堤 区域番号

安全利用点検状況

点検日：H２６．４．２１

応急復旧状況

転落防止柵の破損箇所の応急復旧 点検日：H２６．４．２１

安全利用点検結果（対策箇所写真）



様式－３  

整備局名 関東地方整備局 事務所名 渡良瀬川河川事務所

水系名 利根川（渡良瀬川） 河川名 小中川

施設名 小中川砂防堰堤 区域番号

対策前

点検日：H２６．４．２１

対策後

転落防止柵の破損箇所の応急復旧 点検日：H２６．４．２１

安全利用点検結果（対策箇所写真）



様式－３  

整備局名 関東地方整備局 事務所名 渡良瀬川河川事務所

水系名 利根川（渡良瀬川） 河川名 小中川

施設名 小中川下流砂防堰堤 区域番号

対策前

点検日：H２６．４．２１

対策後

転落防止柵の破損箇所の応急復旧 点検日：H２６．４．２１

安全利用点検結果（対策箇所写真）



様式－３  

整備局名 関東地方整備局 事務所名 渡良瀬川河川事務所

水系名 利根川（渡良瀬川） 河川名 小黒川

施設名 小黒川三号砂防堰堤 区域番号

対策前

点検日：H２６．４．２１

対策後

転落防止柵の破損箇所の応急復旧 点検日：H２６．４．２１

安全利用点検結果（対策箇所写真）



様式－３  

整備局名 関東地方整備局 事務所名 渡良瀬川河川事務所

水系名 利根川（渡良瀬川） 河川名 小黒川

施設名 湧丸砂防堰堤 区域番号

対策前

点検日：H２６．４．２１

対策後

転落防止柵の破損箇所の応急復旧 点検日：H２６．４．２１

安全利用点検結果（対策箇所写真）



様式－３  

整備局名 関東地方整備局 事務所名 渡良瀬川河川事務所

水系名 利根川（渡良瀬川） 河川名 川口川

施設名 川口川下流砂防堰堤 区域番号

安全利用点検状況

立入禁止看板の設置状況 点検日：H２６．４．２１

応急復旧状況

開口部をﾄﾗﾛｰﾌﾟ及び注意喚起ﾃｰﾌﾟで閉鎖 点検日：H２６．４．２１

安全利用点検結果（対策箇所写真）
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