
鹿児島県薩摩川内市西開聞町地先
川内川水系川内川

所在地

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

～周辺情報～

　人工芝のすべり台、薩摩街道渡唐口（ととんくち）

～イベント情報～

　８月　川内レガッタ、川内川花火大会

　９月　川内大綱引

所在地・問い合わせ先

鹿児島県薩摩川内市西開聞町地先
アクセス 国道３号から久見崎方面へ徒歩約１０分

（緯度、経度：31度48分45秒、130度17分55秒）

問い合せ 国土交通省 九州地方整備局
川内川河川事務所 調査課
0996-22-3271

川内レガッタ（８月）
施設パースなど

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など 地図

整備事業概要

水辺のふれあい空間

向田
む こ う だ

施設紹介

夏の夜空を彩る「川内川花火大会」や老若男女
問わず力いっぱい川を漕ぎ進む「川内レガッ
タ」などの多様なイベント拠点とするだけでな
く、「薩摩街道渡唐口（ととんくち）」を見れ
ば、川と街の深い歴史を感じることができま
す。

おすすめポイント
・川内駅から車で約５分
・川内川交流センター
※周辺にトイレ、有料駐車場あり。

薩摩川内高江ＩＣ

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

川内レガッタ

3

九州新幹線川内駅

川内大綱引

267

薩摩街道

渡唐口（ととんくち）左岸

昇降施設

昇降階段

階段 公園整備 緩傾斜堤防

（芝生滑り台）

国整備：昇降施設、昇降階段、階段、緩傾斜堤防

自治体整備：公園整備、芝生滑り台

位置 川内川10k500～11k800付近

区分 水辺整備

整備内容 昇降階段、昇降施設、階段工

全体事業費 7.4億円

事業期間 平成22年度～平成24年度
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整備箇所 整備箇所

河川敷 堤防

R3.10 R5.1.31

河川敷 国道3号

R4.8.16 H26.9

親水性が乏しく、市街地近傍の好立地にも
関わらず、利活用がしにくい状況でした。

川内レガッタや川内川花火大会をはじめと
した多様なイベント会場等として親しまれ
ています。

川内川花火大会
例年川内川河川敷で行われ、１万発以上の
迫力満点の花火には驚嘆するばかりです。

整備前写真 整備後写真

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

人工芝のすべり台
整備された人工芝のすべり台に、こども達
は大にぎわいです。

薩摩川内リバーフロントマルシェ
「同じ川の飯を食べよう」を合い言葉に川
内川河川敷で開催されるマルシェです。

川内大綱引
日本一の大きさ・重さを誇るジャンボ綱
を、熱い男たちが一斉に引き合う様に圧倒
されます。
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鹿児島県薩摩川内市大小路町地先
川内川水系川内川

～イベント情報～

所在地

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など 地図

　３月　木市（１１月）
　４月　鯉のぼりフェスティバル
　８月　川内川花火大会、川内レガッタ　　　　
１０月　薩摩川内はんやまつり

所在地・問い合わせ先

鹿児島県薩摩川内市大小路町地先
アクセス 国道３号から上流（川上）方向へすぐ

（緯度、経度：31度49分04秒、130度18分42秒）
問い合せ 国土交通省 九州地方整備局

川内川河川事務所 調査課
0996-22-3271

整備事業概要

街の憩い空間

薩摩川内
さ つ ま せ ん だ い

市街
し が い

部
ぶ

施設紹介

この付近の水辺は、薩摩川内市街部に位置し、交通
の要所である国道３号や九州新幹線「川内駅」から
もすぐ近くでアクセス抜群のエリアです。
　付近では、「川内レガッタ」や「鯉のぼりフェス
ティバル」「木市」など、年間を通じて数多くのイ
ベントで盛り上がっています。

おすすめポイント
九州新幹線川内駅から車で１０分！！
　※周辺にトイレ、有料駐車場あり。

川内川花火大会
施設パースなど

・川内レガッタ

・川内川花火大会

・人工芝の滑り台

3

薩摩川内高江ＩＣ

九州新幹線川内駅

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成

川内大綱引

薩摩川内はんやまつり

267

薩摩街道

渡唐口（ととんくち）

・木市

・鯉のぼり

フェスティバル

・川内川リバー

フロントマルシェ

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

国整備：散策路、高水敷整正、坂路、階段、階段護岸
自治体整備：トイレ、街灯

位置 川内川11k000～13k000付近

区分 水辺整備

整備内容
高水敷整正、坂路、階段護岸工、
管理用通路

全体事業費 6.2億円

事業期間 平成29年度～令和8年度
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整備箇所

整備箇所

R4.3
H27.8.20

R4.9.3

薩摩川内リバーフロントマルシェ
「同じ川の飯を食べよう」を合い言葉に川
内川河川敷で開催されるマルシェです。

河川敷
川内川河口マラソン・ウォーキング大会（3月）
雄大な川内川のほとりを、楽しくゆったりと走っ
たり歩いたり、気軽に参加できる大会です。

河川敷

河川敷 木市（３月下旬頃、１０月下旬頃）
春・秋の２回開催。木や花の苗の販売のほ
か、各種イベントが盛りだくさん。

河川敷
防災フェスタ
子どもから大人まで防災について触れ、
学ぶことができるイベントです。

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

整備前写真 整備後写真

防災フェスタなどのイベントとして利
用され、多くの地域イベントが開催さ
れるようになりました。

高水敷は、鯉のぼりフェスティバルな
ど、イベント場所として活用されてい
ます。

新幹線橋梁

天大橋

令和4年9月3日撮影

太平橋

新幹線橋梁
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鹿児島県薩摩川内市天辰町地先
川内川水系川内川

所在地

～周辺情報～

　川内川あらしもみえる 川内市街部展望スポット

　寺山いこいの広場・せんだい宇宙館

～イベント情報～

　 8月　川内レガッタ、川内川花火大会

鹿児島県薩摩川内市天辰町地先

所在地・問い合わせ先

  11月   薩摩川内はんやまつり

  10月　薩摩川内リバーフロントマルシェ

　晩秋～初夏　川内川あらし

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など 地図

アクセス 国道3号から県道394号さつま町方向に車で５分

（緯度、経度：31度49分45秒、130度19分14秒）

問い合せ 国土交通省 九州地方整備局
川内川河川事務所 調査課
0996-22-3271

夕陽が映える水辺

整備事業概要 施設パースなど

天辰
あ ま た つ

施設紹介

　薩摩川内市街部からは徒歩圏内、さつま町方面か
らも車でアクセス便利な好立地に、新しい水辺が完
成します。広々とした河川敷で、川内川を眺めなが
らスポーツやイベントが楽しめます。近隣では、薩
摩川内市による新しいまちづくりも進められてお
り、新しい道路、新しい公園も続々完成です。

おすすめポイント
～車でも、水面からもアクセス便利！～
・天辰寺前古墳公園、天辰三堂公園※トイレ、駐車場有
・向田地区、薩摩川内市街部地区（かわまち）
・川内駅より車で約５分
　※周辺にトイレ、駐車場有
　

堤防からみえる夕焼け（10月）

川内レガッタ

川内川花火大会 3

九州新幹線川内駅

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成

天辰三堂公園

267

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

せんだい宇宙館

寺山いこいの広場

向田地区（かわまち）

薩摩川内市街部地区

（かわまち）

薩摩川内はんやまつり

天辰寺前古墳公園

至 さつま町

令和元年10月30日撮影

500m

・木市

・鯉のぼり

フェスティバル

・薩摩川内リバー

フロントマルシェ

394

一部、工事中です
（ご来場の際は、お気を付け下さい）

位置 川内川13k000～14k200付近

区分 水辺整備

整備内容
高水敷整正、管理用通路、坂路工、
階段工、階段護岸工

全体事業費 8.4億円（予定）

事業期間 令和5年度～令和13年度（予定）
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整備箇所

R2.10.5

周辺

スポット

R3.11.19

R3.11.3

周辺 周辺

みどころ スポット

R3.2.8 R3.11.19

整備前写真 整備後写真（イメージパース）

整備後、スポーツやイベント等に使い
たい、と地元住民から利活用の要望が
上がっています。

イメージ
川幅を広げる工事（引堤事業）を実施
中です。周辺一帯も整備が行われいま
す。

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

川内川あらし
川内川流域の内陸部で発生した霧が嵐のよ
うな強風となって河口へと流れます。

寺山いこいの広場からの眺め
公園から見下ろす眺望は絶景で、川内川あ
らしのビュースポットになっています。

周辺 天辰三堂公園
駐車場、トイレも整備されており、赤ちゃ
ん駅に指定されています。

平佐西地区歴史さんぽ
地元団体主催による歴史ある名所を巡る
ウォーキングイベントで100人を超える参
加があります。

艇庫

新幹線橋梁

天大橋

川内川

平成27年8月20日撮影
令和2年10月5日撮影
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鹿児島県さつま町宮之城屋地地先
川内川水系川内川

～イベント情報～

所在地

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

曽木の滝、神子滝と川内川三轟のひとつに数えらる「轟の瀬」

整備事業概要 施設パースなど

所在地・問い合わせ先

鹿児島県さつま町宮之城屋地地先
アクセス 九州自動車道「横川IC」からさつま町方向へ約40分

（緯度、経度：31度54分22秒、130度27分36秒）

１１月　さつまフェスタ、持久走大会

問い合せ 国土交通省 九州地方整備局
川内川河川事務所 調査課
0996-22-3271

せせらぎに寄り添う水辺

宮之城
み や の じ ょ う

屋地
や ち

・虎居
と ら い

施設紹介

さつま町の中央をゆっくりと流れる川内川。付近に
は、歌人「与謝野晶子」が訪れ歌を残した「轟の
瀬」をはじめ、平成１８年７月洪水対策のひとつと
して、施工された「推込分水路」などの治水事業を
間近に見ることが出来ます。また、近隣「北薩広域
公園」も魅力のひとつです。

おすすめポイント
～川内川でエネルギー充填！！～
・北薩広域公園から車で約６分
　※周辺に無料駐車場あり。

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など 地図

　１月　新春泳ぎ初め

　８月　さつま町夏まつり、せんで川まつり、魚つかみ取り大会

　９月　虎居でディアスロンにTRY

267

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成

504
宮之城

ちくりん館

［治水事業］

推込（しごめ）分水路

328

北薩広域

公園

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

・新春泳ぎ初め

・さつま町夏まつり

・さかなつかみ取り大会

・虎居でディアスロンにTRY

高水敷整正管理用通路

階段護岸

国整備：管理用通路、高水敷整正、階段護岸

自治体整備：案内看板類

位置 川内川37k800～38k200付近

区分 水辺整備

整備内容
高水敷整正、管理用通路、坂路工
、階段護岸工

全体事業費 3.3億円

事業期間 平成29年度～令和4年度
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整備箇所 整備箇

H26.11.7 R3.7.20

河川敷

R1.7.28

整備前写真 整備後写真

石や岩による凹凸など、水辺へのアクセ
ス、安全な利活用ができない状況でした。

河川敷、護岸を整備することで、より安全
に水辺に近づくことが可能に！

さつま町夏まつり（８月第１週）
宮之城屋地・虎居地区の国道328号を中心
に開催される夏の一大イベントです。

宮之城
屋地・虎居

みやんじょdeちょいのみ（７月）
水害からの復興とさつま町の元気･魅力発信の為、町の青年団
体「Teamさつま」が河川敷で行う屋台イベントです。

川内川
河川敷

川内川魚つかみどり
魚のつかみどりにより川の生き物、川内川
に親しみをもってもらうイベントになって
います。

新春泳ぎ初め（１月１日）
昭和29年元日、当時の宮之城高校水泳部
員が泳いで以来64回（H29.1）を数え
る、正月の風物詩です。

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

川内川
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鹿児島県さつま町時吉地先
川内川水系川内川

～イベント情報～

所在地

　5月　奥薩摩ホタル舟（神子地区）

　8月　さつま町夏まつり、せんで川まつり

　8月　水辺の楽校さつま龍舟祭

所在地・問い合わせ先

鹿児島県さつま町時吉地先
アクセス 宮之城ちくりん館から徒歩10分

（緯度、経度：31度55分11秒、130度27分53秒）

問い合せ 国土交通省 九州地方整備局
川内川河川事務所 調査課
0996-22-3271

地図周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

事業概要 施設パースなど

水辺を歩いて、ホタルに会いに行こう

時吉
と き よ し

施設紹介

　自然豊かで、川のせせらぎが心地よい、ホタルも
集まる静かな場所です。周辺には多くの人でにぎわ
うちくりん館（物産館）や水辺の楽校、温泉施設な
どもあり、みどころいっぱいです。
　車を止めて、水辺をゆっくり散策しながら、ホタ
ルの光や川の音、豊かな自然に触れてみませんか。

おすすめポイント
～歩いて巡ろう！～
・町の美味しいものが盛り沢山「ちくりん館」徒歩約10
分
・姿形がそれぞれ異なる「田の神さあ」
・心も体も癒してくれる温泉施設
・子供の遊び場、大人の休息場の「水辺の楽校」
　※周辺にトイレ、駐車場あり。ホタルが生息する河畔林が続く

宮之城温泉

504

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成

水辺の楽校

267

奥薩摩ホタル舟

（神子地区）

・さつま町なつまつり、せんで川まつり

魚つかみ取り大会

・虎居でディアスにTRY

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

水辺の楽校

さつま龍舟祭

328

みやんじょ温泉竹ホタル

とどろ大橋

宮之城ちくりん館

ホタルの群生地

さつま町湯田地区

（かわまち）

宮之城屋地・虎居地区

（かわまち）

イベント広場

至 鶴田ダム

500m

さつま町ホタル地区

（かわまち）

令和2年10月14日撮影

田の神

整 備 予 定

位置 川内川38k600～39k800付近

区分 水辺整備

整備内容 管理用通路、階段護岸工、樹木伐採

全体事業費 0.7億円(予定）

事業期間 令和6年度～令和12年度（予定）
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周辺 周辺

施設 イベント

R3.3.10 -

周辺 周辺

施設

R2.12.4 R3.3.10

宮之城水辺の楽校
遊具やトイレ、駐車場もあり、子供の遊び
場、大人の休息場となっています。

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

今でも多くの人がホタル観賞に訪れますが、
安全に鑑賞できない状況にあります。

イベント広場
ホタル群生地近くの広場では、様々なイベ
ントが行われています。

鶴田ダムカレー
ちくりん館では、川内川を眺めながら、ダ
ムカレーを食べることができます。

川内川のせせらぎを感じながら、ホタ
ル観賞を安全に行える整備を進めま
す。

整備後写真（イメージパース）

田の神さあ（タノカンサァ）
田を守り稲作の豊穣をもたらす神。時吉地
区でも出会うことができます。

整備前写真

イメージ

とどろ大橋

宮之城水辺の楽校

宮之城ちくりん館

イベント広場
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鹿児島県さつま町神子地先
川内川水系川内川

～イベント情報～

所在地

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

ホタルに抱かれる水辺

さつま町ホタル地区

施設紹介

さつま町内の川内川では、随所でホタルの乱
舞を見ることができます。周辺には、温泉や
河川公園などもあり、自然と人のふれあいを
満喫することができるスポットが満載です。

おすすめポイント
～情緒あふれる川遊びを満喫！！～
・健康ふれあいセンター あびーる館より車で約５
分
・水辺の楽校（鶴田地区）車で約15分
・二渡水辺公園（二渡ホタル船発着場）車で約20
分
・観音滝公園　車で約15分ほたる舟から観るホタルの乱舞は一見の価値あり！

整備事業概要 施設パースなど

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など 地図

所在地・問い合わせ先

鹿児島県さつま町神子地先

　５月　ホタル舟運航　
　７月　観音滝公園天の川渡り
　８月　さつま龍舟祭　
１２月　みやんじょ温泉竹ホタル

（緯度、経度：31度57分07秒、130度30分09秒）

九州自動車道「横川IC」からさつま町方向へ約40分アクセス

問い合せ 国土交通省 九州地方整備局
川内川河川事務所 調査課
0996-22-3271

川
内
川

至鶴田ダム

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

さつま龍舟祭

健康ふれあいセンター

あびーる館

水辺の楽校

ホタル大橋
267

観音滝公園

二渡ホタル舟

328

504

宮之城温泉

国整備：散策路、階段護岸

自治体整備：案内看板類

位置 川内川31k000～47k000付近

区分 水辺整備

整備内容 管理用通路工、階段護岸工

全体事業費 0.8億円

事業期間 令和1年度～令和3年度

75



整備箇所 整備箇所

R3.7.20

周辺 周辺

スポット イベント

ー ー

周辺 周辺

イベント スポット

ー ー

整備前写真 整備後写真

奥薩摩ホタル舟
毎年、県外から多くの方が訪れ、予約が殺
到しています。

宮之城温泉
周辺には、宮之城温泉街の宿泊施設があり
ます。

観音滝公園の河川プール
７月、県内でも珍しい観音滝公園の河川
プールがオープンします。

さつま龍舟祭（８月）
母なる川内川で思い切り遊ぼうと企画・実
施されています。

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

利用の際の安全性が高まることによ
り、ホタル観賞等の利便性が向上しま
した。

ホタル舟の舟着き場として利用されて
いましたが、安全に水辺にアクセスし
にくい状況でした。

さつま町HPより

さつま町HPより
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鹿児島県さつま町湯田地先
川内川水系川内川

～イベント情報～

所在地

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

所在地・問い合わせ先

整備事業概要

地図

鹿児島県さつま町湯田地先
アクセス 九州自動車道「横川IC」からさつま町方向へ約40分

（緯度、経度：31度56分42秒、130度28分00秒）

問い合せ 国土交通省 九州地方整備局
川内川河川事務所 調査課
0996-22-3271

温泉の湧き出る水辺

さつま町湯田
ゆ だ

収集中（写真）

施設紹介

湯田地区にある宮之城温泉は、川内川中流の河畔に開け
る温泉街で、開湯は江戸期文政年間にまで遡り、古くは
湯田温泉と言われました。温泉街前の川内川河川敷から
も温泉が湧き出ており、昭和47年の川内川の氾濫で埋没
した大衆浴場跡ではないかと言われています。地域のボ
ランティアが連携し、湧き出る温泉を活用する取り組み
が行われています。

おすすめポイント
～川内川の温泉で地域興し！！～
・川内川高水敷に湧き出る温泉！
・宮之城温泉　徒歩約1分
　※無料駐車場あり。

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

施設パースなど

１２月　みやんじょ温泉竹ホタル

ホタル大橋

宮之城温泉

至鶴田ダム

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作

267

龍舟祭

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

健康ふれあいセンター

あびーる館

水辺の楽校

国整備：散策路、階段護岸、高水敷整正、階段

自治体整備：案内看板類

位置 川内川43k000付近

区分 水辺整備

整備内容
高水敷整正、管理用通路、階段工、
階段護岸工

全体事業費 0.9億円

事業期間 令和1年度～令和7年度
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整備箇所 整備箇所

H28.2.23 R3.6.16

宮之城温泉
宮之城温泉は川内川沿川に位置し、情緒
たっぷりの旅館が建ち並んでいます。

宮之城
温泉街

さつま町 温泉マップ
さつま町内には随所に温泉があり、温泉
マップを片手に温泉巡りを楽しめます。

宮之城
温泉街

階段護岸
みやんじょ温泉竹ホタル（１２月頃）
宮之城温泉のある湯田地区で、約7千本の
竹灯籠が幻想的な夜を演出します。

 湯田地区

源泉が湧き出す高水敷は、草地になってお
り、水辺への安全なアクセスが困難な状況
でした

管理用通路、階段護岸の整備により、より
安全に水辺に近づくことが可能に！

階段護岸の整備により園児も容易に川
に近づけるようになっており、親しみ
をもってもらことに繋がっています。

整備前写真 整備後写真

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

川内川

新湯田橋

鹿児島県観光サイトより

さつま町町勢2013より

宮之城温泉

さつま町HPより
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鹿児島県さつま町鶴田地先・伊佐市大口宮人地先
川内川水系川内川

～イベント情報～

所在地

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

１１月　曽木
そぎ

の滝公園もみじ祭り

　　　　　　　　　ウォーキング大会

所在地・問い合わせ先

鹿児島県さつま町鶴田地先、伊佐市大口宮人地先

地図

ダム湖の水位が下がる夏限定！！
「曽木発電所遺構」が観れるのは、

アクセス 九州自動車道「栗野IC」から伊佐市方向へ約30分

（緯度、経度：32度00分26秒、130度33分50秒）

問い合せ 国土交通省 九州地方整備局
川内川河川事務所 調査課
0996-22-3271

～遊覧船でタイムスリップ！！～
・鶴田ダム　　　　・大鶴湖
・鶴田ダム公園　　・曽木発電所遺構
　※周辺にトイレ、無料駐車場あり。

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

施設パースなど

１１月　奥薩摩「鶴田ダム」

整備事業概要

ダム湖遊覧

鶴田
つ る た

ダム湖面
こ め ん

施設紹介

鶴田ダムは九州最大の規模を誇る重力式コンクリートダ
ムで、その広大なダム湖は大鶴湖と呼ばれ、ダム湖百選
の一つに選ばれています。大鶴湖の上流には、鶴田ダム
完成に伴い水没した鹿児島県唯一の明治期煉瓦建造物と
いわれる曽木発電所遺構があり、ダムが洪水調節のため
の水位を下げる夏場だけ、その荘厳な姿を目にすること
ができます。

おすすめポイント

・鶴田ダム公園

・鶴田ダムウォーキング大会

・鶴田ダム見学

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成

曽木発電所遺構
鶴田ダム管理所

ダム湖遊覧

曽木の滝

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

整 備 予 定

国整備：散策路、階段護岸、坂路

自治体整備：案内看板類

位置 鶴田ダム湖周辺

区分 水辺整備

整備内容 管理用通路、坂路工、階段護岸工

全体事業費 1.5億円

事業期間 令和5年度～令和12年度（予定）
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整備前写真 整備後写真（イメージパース）
周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

鶴田ダム及び大鶴湖の水位が下がる夏の時期にレンガ造りの美しい姿をみせる「曽木発電
所遺構」は地域の観光資源として期待されていますが、湖面からの安全なアクセスが困難
な状況です。

鶴田ダム
湖畔

鶴田ダム見学
ダムへの理解や関心を深めてもらおうと、随時
ダム内部や操作室等への案内を行っています。

鶴田ダム
内部

奥薩摩「鶴田ﾀﾞﾑ」ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会（11月）
曽木の滝公園多目的広場から鶴田第一ダムまでには
吊り橋もあり、景色や自然を満喫できます。

鶴田ダム
湖畔

鶴田ダムの桜
春になると鶴田ダム湖畔の鶴田ダム公園は
桜色に彩られ、訪問者の目を楽しめます。

鶴田ダム
湖畔

鶴田ダム
湖畔

ダム湖遊覧
曽木の滝公園のもみじ祭りの時期に遊覧船
が運航され、湖面から曽木発電所遺構を間
近に見ることができ、人気です。

さつま町HPより
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鹿児島県伊佐市大口宮人地先
川内川水系川内川

～イベント情報～

紅葉ライトアップ

所在地

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

東洋のナイアガラ

曽木
そ ぎ

の滝
た き

周辺
し ゅ う へ ん

施設紹介

曽木の滝は『東洋のナイアガラ』とも呼ば
れ、豊臣秀吉もその雄大な景観を楽しんだと
も言われる名瀑です。曽木の滝公園として整
備され、川内川の一大観光スポットとして人
気です。

おすすめポイント
～自然の雄大さを身近に体験！！～
・曽木の滝公園　徒歩約10分
・曽木の滝発電所遺構
※周辺にトイレ、無料駐車場あり。

東洋のナイアガラ！「曽木の滝」

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

施設パースなど

１１月　曽木の滝公園もみじ祭り

問い合せ 国土交通省 九州地方整備局
川内川河川事務所 調査課
0996-22-3271

地図

所在地・問い合わせ先

鹿児島県伊佐市大口宮人地先
アクセス 九州自動車道「栗野IC」から伊佐市方向へ約30分

（緯度、経度：32度00分28秒、130度34分35秒）

整備事業概要

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作

267

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

鶴田ダム

曽木の滝分水路

曽木の滝

国整備：散策路、階段護岸、坂路

自治体整備：案内看板類

位置 曽木の滝周辺

区分 水辺整備

整備内容
坂路工、階段護岸工、管理用通路、
進入防止柵

全体事業費 2.9億円

事業期間 平成30年度～令和9年度
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整備前写真 整備後写真

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

曽木の滝（秋）
曽木の滝の周辺が赤や黄色に美しく彩ら
れ、多くの人の目を楽しませます。

もみじ祭り
秋の紅葉の時期に開催され、様々なイベン
トや紅葉を眺めながら一日を過ごせます。

曽木の
滝周辺

紅葉ライトアップ
もみじ祭りに合わせて滝や紅葉のライトアップ
が行われ、幻想的な雰囲気を醸し出します。

曽木の
滝周辺

曽木の
滝周辺

曽木の滝
分水路

陸上からの安全なアクセス（船の乗り
降り）が困難な状態です。

曽木の
滝周辺

曽木の滝分水路
川内川の洪水被害を減らすため、曽木の滝の横に新たに洪水を流す分水路が完成しました。周辺景勝
地の景観との調和や平常時の利活用、地域活性化につながる観光資源化を目指して整備が行なわれ、
大きな注目を集めています。令和４年度には曽木の滝ウォーキング大会も行われ、認知度も向上していま
す

曽木の滝分水路整備中 曽木の滝分水路整備後

R4.10.30
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鹿児島県伊佐市菱刈川北地先
川内川水系川内川

所在地

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

整備事業概要

鹿児島県伊佐市菱刈川北地先

0996-22-3271

国道２６８号から湯之尾温泉街方面へ車で約５分

　H32　国民体育大会(カヌー)開催予定地

　ひしかり交流館、曽木の滝・曽木の滝分水路(車で30分)

～イベント情報～

　５月　いさドラゴンカップ(ドラゴンボートレース)

　夏期　曽木の滝分水路などインフラツアー開催

地図

所在地・問い合わせ先

アクセス

（緯度、経度：31度59分02秒、130度39分41秒）

国土交通省 九州地方整備局
川内川河川事務所 調査課

水辺の湯ったり空間

湯之尾
ゆ の お

施設紹介

湯之尾温泉郷に隣接する当該箇所は、日常的
な散策はもちろん、カヌーの「県民体育大
会」や「いさドラゴンカップ（５月）」のほ
か、「高水敷を利用したパークゴルフ」開催
など、年間を通じて、地域の方々はもちろ
ん、多くの観光客に親しまれています。

おすすめポイント
～流れを愉しむ～
・水のせせらぎを聞きながら「パークゴルフ」
・カッパと一緒「湯之尾滝ガラッパ公園」(車で5分)
・郷土料理を食す「湯之尾温泉郷」
※周辺にトイレ、駐車場あり。

問い合せ

いさドラゴンカップ（５月）

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

施設パースなど

～周辺情報～

268

曽木の滝

曽木の滝分水路

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成

湯之尾滝

ガラッパ公園

湯之尾温泉郷

ひしかり交流館

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

国整備：塵芥荷揚場、管理用通路、階段、階段護岸、高水敷整

自治体整備：案内看板類

高水敷整正

階段護岸

管理用通路

位置 川内川78k000～80k000付近

区分 水辺整備

整備内容
塵芥荷揚場、階段工、階段護岸工、
管理用通路、高水敷整正

全体事業費 4.0億円（予定）

事業期間 平成23年度～令和9年度
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R4.7.29

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

カヌー大会やドラゴンボートレース、
パークゴルフ場など、多くの方々に親
しまれています。

整備箇所

花火大会
約7000発の花火が伊佐の夏の夜空を彩り
ます。夜店も軒を連ね多くの見物客で賑わ
います。

整備前写真 整備後写真

湯之尾温泉郷
江戸時代から続く温泉街で、立ち並ぶ旅館
では郷土料理を堪能できます。

湯之尾
温泉郷

河川敷

川内川 河川敷パークゴルフ
平日も休日もパークゴルフ利用者で水
辺は賑わいをみせています。

カヌー競技
R5年には国民体育大会カヌースプリント
の競技会場となっており、更なる盛り上が
りが期待されています。

雑木が生い茂り、川内川を利用するの
が困難な状況でした。

整備箇所
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鹿児島県湧水町恒次地先
川内川水系川内川

～イベント情報～

所在地

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

カヌースラローム・ワイルドウォーター会場に決定！

川内川の豪快な流れを体感！

轟
とど ろき

施設紹介

湧水町轟地区は、カヌースラローム大会やイルミ
ネーションが開催されるなど、多くの人の河川の利
用があります。さらに、2020年のかごしま国体の
カヌースラローム・ワイルドウォーター会場に決定
しており、カヌースラローム・ワイルドウォーター
を活用した地域振興が期待されます。

おすすめポイント
～清水が湧き、星が降るふる里！！～
・二渡イルミネーション「星のさんぽ道」
・丸池湧水　　　　　　・水辺の楽校（吉松地区）
・湧水町吉松物産館
   ※周辺に無料駐車場あり。

豪快な流れを活かし、「2020年かごしま国体」の

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

施設パースなど

　８月　伊佐市夏まつり
　９月　名水丸池 感謝の夕べ

整備事業概要

問い合せ 国土交通省 九州地方整備局
川内川河川事務所 調査課
0996-22-3271

地図

１２月　二渡イルミネーション
　　　　　　　　　　　『星のさんぽ道』

所在地・問い合わせ先

鹿児島県湧水町恒次地先
アクセス 九州自動車道「栗野IC」から伊佐市方向へ約10分

（緯度、経度：31度57分42秒、130度41分30秒）

栗野ＩＣ

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成
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丸池湧水

栗野駅

国整備：散策路、階段護岸、階段

自治体整備：案内看板類

位置 川内川83k200～83k600付近

区分 水辺整備

整備内容
高水敷整正、管理用通路、階段工、
階段護岸工

全体事業費 1.3億円

事業期間 平成29年度～平成30年度
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R5.10.29

整備前写真 整備後写真

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

轟地区
陸上からの安全なアクセス（カヌー等
の乗り降り）が困難な状態です。

轟地区

栗野・吉松
地区

階段護岸や管理用通路等の整備によ
り、陸上からの安全にアクセス（カ
ヌーの乗り降り等）できます。

轟地区 阿波渓谷(あばけいこく）
両岸に切り立った山が迫る阿波渓谷は、初
夏の新緑と秋の紅葉が見物です。

阿波
渓谷

丸池湧水
湧水町には多くの湧水があり、特に丸池は『日本名水
百選』に選ばれ清らかな佇まいを見せています。

丸池
湧水

夏まつり
みこしパレードやステージショー、花火大
会など夏の風物詩を満喫できます。

カヌー大会
川内川の轟地区は荒々しい岩や急流があ
り、九州でも数少ないカヌースラローム
コースとなっています。令和5年の国体開
催に向けジャパンカップなどの大会が開催
されています。

カヌー艇庫
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鹿児島県姶良郡湧水町川添地先
川内川水系川内川

～イベント情報～

所在地
アクセス 九州自動車道「栗野IC」からえびの市方向へ車で約7分

（緯度、経度：31度57分46秒、130度44分26秒）

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

紅葉で彩られた景色が美しい阿波渓谷

事業概要 施設パースなど

手つかずの自然が織りなす渓谷景観

阿波
あ ば

渓谷
け い こ く

施設紹介

　両岸に広がる木々や川の水面、漂う空気によっ
て、四季折々の美しい風景を楽しむことができま
す。湧水町とえびの市を結ぶサイクリングルート沿
いに位置しており、サイクリングを楽しむ人たちの
魅力スポットの一つとなっています。

おすすめポイント
～豊かな水とその恵み、野菜や果物がおすすめ～
・栗野物産館、吉松物産館ふれあい市場
・丸池湧水（日本名水百選）車で約10分
・竹中池（疏水百選）
　※周辺に駐車場あり

地図

国土交通省 九州地方整備局
川内川河川事務所 調査課
0996-22-3271

  7月　湧水町夏祭り

  9月　名水丸池感謝の夕べ

不定期：栗野散策ウォーク（JR主催ｳｫｰｷﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ）

所在地・問い合わせ先

鹿児島県姶良郡湧水町川添地先

11月　湧水町高原フェスタ

問い合せ

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成
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阿波井堰

栗野駅

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

栗野IC 霧島山麓丸池湧水

至 えびの市

松尾城跡

サイクリングロード

300m旧国鉄山野線跡

阿波渓谷

栗野物産館

整 備 予 定

位置 川内川90k800付近

区分 水辺整備

整備内容 階段工､階段護岸工

全体事業費 1.4億円(予定）

事業期間 令和6年度～令和12年度（予定）
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周辺 周辺

R2.2.5

周辺 周辺

スポット イベント

H27.10.22 ー

丸池湧水（日本名水百選）
日量約6万トンが湧き出ており、町の生活
用水に利用されています。

栗野散策ウォーク（周辺イベント）
湧水町をめぐるウォーキングイベント
（JR主催）が行われています。

栗野町サイクリングロード
旧国鉄山野線跡。昔を偲ばせる線路の名残
りや桜並木などの風景が見どころです。

自転車を活用したまちづくり
湧水町やえびの市とも連携してサイクル
ツーリズムを推進していきます。

安全に水辺にアクセスすることができず、出水後の
流木塵芥処理等の維持管理や巡視に支障が出ていま
す。

湧水町による休憩場（拠点）整備と水辺整
備により連携した観光地づくりを推進して
いきます。

イメージ

旧国鉄山野線

整備前写真 整備後写真（イメージパース）

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

川内川

サイクリングモデルルート・地域ルート案（えびの市・湧⽔町）
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H26.5.11

吾平山
上陵

鹿屋市交流センター「湯遊ランドあいら」
浴場やテニスコートがあり、宿泊も可能。整備箇所から
徒歩1分、吾平山上陵等の観光地や吾平町市街部からも
近く、地域内外の人で賑わっています。

吾平山上陵（あいらのやまのうえのみささぎ）

姶良川上流に位置し、県下の神代三山陵の一
つ。美しい緑の景観に囲まれており、地元では
「あいらさんりょう」という呼び名で親しまれ
ています。

月見橋周辺 河川敷
姶良川では、カヌー・カヤックの利用が盛んで
あり、地域のカヌークラブや、女性チームによ
るドラゴンボートの練習に利用されています。

美里（うましさと）あいら夏祭り
出店や花火大会の観覧者などで多くの人で
にぎわい、夏の風物詩となっています。

“姶良川”と“ひと”と“まち”のつながりを強化
し、姶良川を軸とした地域拠点を形成し、地域活性
化、地域振興を図ります。

堤防沿い
吾平桜並木公園と肝属サイクリングロード
春は桜や菜の花、初夏はあじさい、秋はコスモ
スなど四季折々の花が姶良川沿川に咲き誇り、
サイクリングコースや散歩道として人気です。

整備前写真 整備後写真

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

高水敷や階段を整備し、利用者が水辺に近づきやすく、
親しみが持てるような親水空間を創出します。

高水敷や、管理用通路の整備が行われていないため、植
物が繁茂し利用者もいない状態です。

吾平桜並木公園

今回整備箇所
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鹿児島県鹿屋市吾平町麓地先
肝属川水系姶良川

所在地

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

肝属サイクリングロードとあいらさんぽ道

ひととまちと産業が躍動する姶良川の水辺

整備事業概要 施設パースなど

吾平
あ い ら

施設紹介

肝属サイクリングロード、あいら桜並木公園（あい
ら散歩道）や温泉施設湯遊ランドあいらに隣接して
おり、地域の人々の散歩コースとして日常的に親し
まれています。また、姶良川上流には大隅広域公園
や吾平山上陵などの観光地もあり、鹿屋市のまちづ
くりの拠点としても重要な地域となっています。

○お立ち寄り情報
・湯遊ランドあいら
・吾平山上稜
・大隅広域公園
・周辺にあずま屋、トイレ、駐車場あり。

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など 地図

　1月　　あいら木市祭り（吾平町商店街周辺）

　2月　　美里あいら心ワクワクウォーキング大会

　5月　　小鹿感謝祭

　7月　　あいら川カヌー体験会

　8月　　美里あいら夏祭り

　11月　吾平農業祭、美里吾平元気市

　　　　※美里（うましさと）

所在地・問い合わせ先

アクセス

（緯度、経度：31度19分46秒、130度54分11秒）

問い合せ 国土交通省 九州地方整備局
大隅河川国道事務所　調査第一課

0994-65-2993

鹿児島県鹿屋市吾平町麓地先
鹿屋市役所吾平総合支所より徒歩5分

姶
良
川

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成

湯遊ランドあいら
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544

73

68

吾平中学校

軍神社

吾平桜並木公園

（あいらさんぽ道）

小鹿酒造

至 吾平山上陵・大隅広域公園・吾平物産館

肝属サイクリングロード鹿屋市役所

吾平総合支所

九州自然歩道

位 置 姶良川2k600～3k400付近

事業区分 水辺整備

主な整備内容
高水敷整正、階段工、
管理用通路、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査等

事業費 1.5億円

事業期間 令和1年度～令和8年度

整備完了年 令和3年度
凡例

：国施工

：市施工

：既存施設
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