
宮崎県延岡市大貫町地先
五ヶ瀬川水系五ヶ瀬川、大瀬川

・「畳堤」を活用した青空美術館（例年１０～１２月に開催）

・延岡花物語このはなウォーク（毎年２月下旬）

・まつりのべおか花火大会（７月）

・かわあそびin五ヶ瀬川（例年８月上旬）

・鮎やな（例年10月～12月第1日曜日迄）

・延岡わかあゆマラソン（例年１１月に開催）

所在地
延岡ICから市役所方面へ10分

日常的な散策はもちろん、300本の桜や100万本の菜の
花等を鑑賞出来る「延岡花物語」や水辺での遊びを通じ
て河川保護の大切さを学ぶ「かわあそびin五ヶ瀬川」な
ど、自然とのふれあい体験拠点としても地域に親しまれ
ています。先進的な取組として、令和2年度「かわまち
大賞」を受賞する事が出来ました。

おすすめポイント
・300年以上の伝統「鮎やな」漁（10月～12月第1日曜日ま

で）

・大瀬川を見ながら鮎に舌鼓
　　（お食事処：かわまち交流館（例年10月～12月第1日曜日））

・「延岡花物語」このはなウォーク（毎年２月下旬）

・トイレ、駐車場あり
　（大瀬川/かわまち交流館、五ヶ瀬川/松尾橋付近）

国土交通省 九州地方整備局
延岡河川国道事務所
調査第一課

歴史と自然とふれあえる、散策・体験拠点

五ヶ瀬
ご か せ

川
か わ

（川中
か わ な か

）

施設紹介

0982-31-1155

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

宮崎県延岡市大貫町地先
アクセス

　緯度：32度34分03秒
　経度：131度39分21秒

問い合せ

延岡ＩＣ

ＪＲ延岡駅

大瀬大橋

川中地区

ﾄｲﾚ/駐車場

松尾橋

五ヶ瀬大橋

ﾄｲﾚ

板田橋

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

・鮎やな

（ﾄｲﾚ/駐車場）

・まつりのべおか花火大会

畳堤（たたみてい）

（歴史的治水施設）

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ
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 川を横断する形で架設される、伝統的漁法「鮎やな」

   その大きさは日本 大級！！

かわまち交流館

大瀬川

「鮎やな」

かわまち交流広場

令和２年度「かわまち大賞」受賞

かわまち交流館

（鮎やな食事処、ﾄｲﾚ）

緩傾斜護岸

高水敷整正

坂路・階段

（管理用通路）

鮎やな

かわまち

バーベキュー広場

P
P

P

P

P：レンタルサイクルステーション

地図は、こちらからアクセス出来ます。

位置
五ヶ瀬川：3k000～9k000
大瀬川：3k000～8k000

区分 水辺整備

整備内容
管理用通路、階段、高水敷整正、坂路、
護岸整備

全体事業費9.8億円

事業期間 平成26年度～令和13年度
赤字：国整備

青字：市整備

川中地区散策コース（周遊）

新規拠点（恒富地区）

R4より整備着手！
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 整備前：河川敷、水辺の安全な利用が困難

五ヶ瀬川右岸：5k600 付近堤防 五ヶ瀬川右岸：3k600 付近堤防

鮎やな周辺：かわまち交流館・かわまち交流広場・かわまちバーベキュー広場

五ヶ瀬川（川中）の楽しみは他にも…

  整備後：より安全な水辺利用が可能に！

大瀬川

五ヶ瀬川堤防沿いの300本の河津桜と、100万本

の菜の花を楽しむ「延岡花物語」。３年ぶりの開

延岡観光協会提供

かわまち交流広場上流側に水辺を眺めながら楽しめる「かわ

まちバーベキュー広場」が令和元年7月1日オープン

かわまち交流広場

かわまち交流館

鮎やな

大瀬川

R3.12.1

のぼるくんかわまちフェスタ

利用者数：約1,300人

H30.4.28

「かわまち交流館」

平成30年４月22日完成

大瀬川

R3.11.28

0

5

10

15

20

25

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

(千人)
食事処 年間利用者数

か
わ
ま
ち
広
場
常
設
棟
完
成

五ヶ瀬川かわまちづくりが
START

7月8月に台風

が連続して襲来

コ
ロ
ナ
影
響

大瀬川

平成28年度に「手づくり郷土賞」を受賞した

五ヶ瀬川で花を楽しめる河川空間

歴史的治水施設である畳堤（たたみてい）を

活かした、「延岡」を映し出す美術館

“能”や“鮎”など、地域の方々による延岡の

所縁をモチーフにした絵画130点以上の作品

を展示する「水辺の青空美術館」を開催。

河川看板も刷新！

かわまち交流広場対岸も新

たな拠点（恒富地区）をR5

年度より整備着手

かわまち交流館
新規整備拠点

＜ 開催期間（例年）：11月1日～12月20日 ＞＜ 開催期間（例年）：2月1日～4月4日 ＞

鮎やな

整備前写真 整備後写真
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所在地
アクセス

問い合せ

宮崎県都城市都島町地先
国道１０号姫城交差点（都城市役所前）から車で３分

緯度：31度42分56秒、 経度：131度03分11秒

国土交通省 九州地方整備局

宮崎河川国道事務所 河川管理課

全体事業費

大淀川 77k800～78k800

水辺整備

地図

0985-24-8492

高水敷整正、管理用通路、坂路、
階段、護岸整備

6.2億円

事業期間 平成28年度～令和8年度

自然と歴史に囲まれた大淀川の駅・水辺のアメニティ空間

都城
み や こ の じ ょ う

施設紹介

「川の駅公園」に隣接する憩いの水辺空間です。こ
こでは、地域団体による“カヌー体験（定期開
催）”や“スケートボード”を楽しむことが出来ま
す。そのほか「都城歴史資料館」や「志布志線ウェ
ルネスロード」等、自然・歴史・文化のふれあいの
場として、多くの方々に親しまれてます。

○おすすめポイント

宮崎県都城市都島町地先
大淀川水系大淀川

・「川の駅公園」隣接（トイレ、駐車場完備）
・「都城歴史資料館」まで徒歩5分の好立地
・「志布志線ウェルネスロード」を散策可能
・「ななつ星in九州（電車）」の通過ポイント

・カヌー体験（川の駅公園）（毎月第2日曜日）
・ななつ星in九州の通過
・都城歴史資料館（徒歩約１０分）
・鉄道記念公園（徒歩約５分）
・西都城駅（徒歩約２０分）

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

所在地・問い合わせ先

位置

区分

整備内容

10

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

都城歴史

資料館→

鉄道記念公園

川の駅公園

川の駅公園

【整備内容】

国交省：高水敷整正、管理用通路、

坂路、階段等

【整備内容】

国交省：高水敷整正、管理用通路、

坂路、階段、護岸整備等

←
大

淀
川

JR西都城駅

都城市役所

川の駅公園

都城歴史資料館

凡例

：国施工

：市施工

【整備内容】

都城市：駐車場等
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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

（平成28年撮影）
川の駅公園の前面は、水際に草が生い茂り水辺に近
づきにくい箇所があります。

（イメージパース、令和4年3月撮影）
水際利用の際の安全性を高めることで、カヌーや水
遊びができる場を創出します。

（平成31年3月撮影）
凹凸が大きい高水敷を整正し、多目的な用途として
活用できる広場となりました。

梅北川合流点付近の河川敷は、雑草が茂って凹凸が
あり、利用が困難な箇所があります。

（平成28年撮影）

多目的広場整備後（令和元年度）は整備前に比べ年
間利用者数の増加傾向が見られています。

（川の駅公園利用者数推移、～令和2年度）

（令和４年5月撮影）
階段や坂路を整備し、河岸の法面を緩傾斜にする事
で、水際への安全性の高いアクセスが可能になりま
した

（令和元年9月撮影）
高水敷を利用して、野外コンサート（演奏会の題名
は、ムーンリバー）を開催しました。

凡例

：国施工

凡例

：国施工

高水敷整備

管理用通路

坂路、護岸

階段

高水敷整正（コンクリート舗装）

坂路（コンクリート舗装）

階段（レンガ舗装）

管理用通路（アスファルト舗装）
緩傾斜法面（張芝）

管理用通路（レンガ舗装）

階段（レンガ舗装）

高水敷整正（張芝）

緩傾斜法面（張芝）
坂路（砂利舗装）
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所在地

アクセス

問い合せ

“小田爪橋周辺”では、サッカーJリーグの団体や
陸上の実業団が集う運動公園や、多様な利活用が考
えられる水辺や照葉樹林などの自然があります。こ
れらの豊かな自然と共存した、幅広い世代が交流す
る魅力的な空間を創出します。
本庄川の“三本松～上畑橋周辺”は多くの観光客が
集まり、山、川など自然に囲まれた環境で、カヌー
艇庫、トイレ、散策路等が整備されていることか
ら、これらの資源を活かし自然体験、水辺のスポー
ツを体験できる空間づくりを目指します。また、各
拠点や、宮崎県の管理する松原公園、創造の森との
連携を図ることで、更なる魅力向上を図ります。

おすすめポイント
・綾宮崎自転車道からの景色(休憩所有)
・小田爪運動公園(トイレ、駐車場有)
・ユネスコエコパーク登録(平成24年7月登録)
・酒泉の杜(ワイナリー)

本庄川の声を聴き、国富・綾をつむぐ、かわまちづくり

本庄川
ほ ん じ ょ う が わ

(綾町
あ や ち ょ う

)
宮崎県東諸県郡綾町北俣地先

大淀川水系綾北川

施設紹介

位置 綾北川13k400～15k400

区分 水辺整備

整備内容
坂路、親水護岸、高水敷整正、緩
傾斜化、管理用通路、トイレ、駐
車場

全体事業費 6.6億円

事業期間 令和4年度～令和13年度

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

所在地・問い合わせ先 地図

・Ｊリーグキャンプ(1～2月)
・綾ひな山祭り(2月)
・綾の桜まつり(4月)
・ふるさと夏祭り(7月)
・リバーフェスタ(8月)
・綾の花火大会(9月)
・綾競馬(11月)
・綾工芸まつり(11月)

小田爪橋周辺：宮崎県東諸県郡綾町北俣地
先(国富SICより車で約20分)
緯度、経度：32度0分55秒、131度14分47秒

国土交通省 九州地方整備局

宮崎河川国道事務所 河川管理課

0985-24-8492
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

酒泉の杜

国富SIC
小田爪橋周辺

【整備内容】

●小田爪橋周辺：国交省：坂路、親水護岸、高水敷整正、緩傾斜化、管理用通路

綾 町：トイレ、駐車場

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

高水敷整正

管理用通路

坂路

緩傾斜化

管理用通路
坂路

高水敷整正

駐車場

凡例

：国施工

：市施工

トイレ

一部、工事中です
（ご来場の際は、お気を付け下さい）
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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

リバーサイド綾オートキャンプ場オープン
　　　　　　　　　　　　　　（R3.10.25）
朝日と綾の大自然を、リバーサイドのキャン

プ場で満喫しています。

リバーサイド綾オートキャンプ場
(野球場、サッカー場、テニスコート、プー

ル、キャンプ場、宿泊施設、温泉など)

社会実験「マラソン テストラン」（R３.４.４）
ランナーに、アンケートを行い、綾北川に求めるも

のを聞いてみました。

周辺施設(小田爪運動公園等)の利用者が、安全に水
辺に近づくことが困難となっている。

散策路等を整備することで、水辺に近づくことがで
き、イベントとしての利用が可能となる。

馬事公苑

景観づくりに係る社会実験「花植え講習」
（R３.４.４）

花のある水辺を創出しています。

令和2年10月撮影

令和3年4月撮影 令和3年4月撮影
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所在地

アクセス

問い合せ

“塚原橋～太田原橋”は、国富SICに近く、また綾
宮崎自転車道沿いに位置しており、町外からのアク
セス性もよいことから、本庄川の玄関口と位置づ
け、観光客やサイクリングロード利用者が桜並木や
季節の花を楽しめる空間を創出します。
“本庄橋周辺”は、高校に隣接しているため、高校
生や地域住民が憩える水辺空間を創出します。ま
た、伝統的な漁が行われている地区であり、伝統や
自然・歴史を感じられる空間を創出します。
“森永橋周辺”は周辺の豊かな自然環境を活かし、
川遊びやキャンプなどの自然体験を楽しむことがで
きる空間を創出します。

おすすめポイント
・綾宮崎自転車道からの景色(休憩所、トイレ有)
・国富スマートインターチェンジからのアクセス
　良好(令和元年10月開通)

アバ漁

位置
深年川0k200～1k400
本庄川6k800～7k000
本庄川10k400～10k600

区分 水辺整備

整備内容
階段、親水護岸、高水敷整正、緩
傾斜化、管理用通路、堤防腹付
け、トイレ、ベンチ、植樹、四阿

本庄川の声を聴き、国富・綾をつむぐ、かわまちづくり

本庄川
ほ ん じ ょ う が わ

(国富町
く に と み ちょう

)
宮崎県東諸県郡国富町塚原地先、本庄地先、森永地先

大淀川水系本庄川、深年川

施設紹介

全体事業費 6.6億円

事業期間 令和4年度～令和13年度

緯度、経度：31度59分47秒、131度17分6秒

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

・法華嶽薬師寺大祭(2月)
・本庄稲荷神社初午大祭(3月)
・くにとみ七夕竹まつり(7月)
・本庄稲荷神社夏祭り[ヨイマカ](8月)
・諏訪神社大祭(8月)
・総合町民祭(10月)
・真冬のたなばたイルミネーション(11～1月)

塚原橋～太田原橋：宮崎県東諸県郡国富町
塚原地先(国富SICより車で約５分)
緯度、経度：31度58分45秒、131度21分35秒

本庄橋周辺：宮崎県東諸県郡国富町本庄地
先(国富SICより車で約10分)
緯度、経度：31度59分4秒、131度19分5秒

森永橋周辺：宮崎県東諸県郡国富町森永地
先(国富SICより車で約1５分)

所在地・問い合わせ先 地図

国土交通省 九州地方整備局

宮崎河川国道事務所 河川管理課

0985-24-8492 森永橋周辺　　　　　　本庄橋周辺　　　　　塚原橋～太田原橋

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GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸGoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

酒泉の杜

国富SIC

塚原橋～太田原橋
本庄橋周辺

森永橋周辺

【整備内容】

●塚原橋～太田原橋：国交省：高水敷整正、管理用通路、堤防腹付け、親水護岸

国富町：トイレ、ベンチ、植樹、四阿

●本庄橋周辺：国交省：親水護岸

●森永橋周辺：国交省：階段

トイレ

四阿

親水護岸

管理用通路

高水敷整正

階段
植樹（季節の花、桜）

堤防腹付け

高水敷整正

植樹（季節の花、桜）

ベンチ

河原キャンプ場
凡例

：国施工

：市施工

親水階段

一部、工事中です
（ご来場の際は、お気を付け下さい）
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整備前写真 整備後写真（イメージパース）

景観づくりに係る社会実験「花壇設置」（R３.７.１２）
花壇の整備から花を植え替える体験を実施しました。

景観づくりに係る社会実験「こいのぼり設置」
桜に見立てて、こいのぼりを設置し、桜並木に思い

を馳せています。（R３.５.１）

法華嶽公園
(芝生広場、こども広場、キャンプ場、グラスス

キー場、パターゴルフ、テニスコート、バッテリー
カー、日本庭園など)

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

堤防上に日常的な散策や様々な催しのためのスペー
スがなく、高水敷には竹藪・草木が繁茂している。

「堤防腹付け」「高水敷整正」「管理用通路」等を
整備することで、堤防上における日常的な散策、観
光の目玉が創出できる。

伝統的な漁業や環境学習の拠点としたいとの声があ
るが、水辺に近づきにくい状況となっている。

「親水護岸」等を整備することで、水辺でのくつろ
ぎが可能となる。

本庄川でdayキャンプ（R３.１２.１１）
河原でのdayキャンプ体験イベントが開催されていま

す

令和2年10月撮影

令和2年10月撮影 イメージパース

令和3年5月撮影 令和3年7月撮影

法華嶽公

園のじゃぶ

んこ広場っ

dayキャン

プも楽しそ
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宮崎県えびの市東川北地先
川内川水系川内川

～イベント情報～

   7月　えびの京町温泉夏祭り花火大会

所在地

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

グリーンパークえびの（フラワーガーデン）
整備事業概要 施設パースなど

複合観光・水辺スポット

湯田
ゆ だ

施設紹介

湯田の水辺は、グリーンパークえびのに隣接してお
り、当該施設でのイベントのほか、カヌー体験や水
生生物調査など、地域の方々はもとより、多くの観
光客に親しまれています。近傍には、「道の駅えび
の」や「永山運動公園」「京町温泉郷」の他、多く
の観光スポットがあります。

おすすめポイント
～川のイベント満載！！～
・コカ・コーラえびの工場「グリーンパークえびの」
・スポーツを楽しむ「永山運動公園」(車で5分)
・国道２２１号えびの人吉「ループ橋」(車で15分)
・道の駅えびの(車で5分)、京町温泉郷(車で10分)
　※周辺にトイレ、駐車場あり。

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など 地図

0996-22-3271

　1月　えびの市消防団出初め式　　　　2月　えびの市少年サッカー大会

　5月　えびの京町温泉マラソン大会　  7月　さわやかサマースクール

　9月　ＪＲ九州ウォーキング　　　　10月　秋期えびの観光祭

所在地・問い合わせ先

宮崎県えびの市東川北地先
アクセス 国道２６８号からグリーンパークえびの方面へすぐ

（緯度、経度：32度03分09秒、130度48分03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

京町温泉郷

道の駅えびの

永山運動公園

グリーンパークえびの

ループ橋

王子原運動公園

えびのIC

268

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

JR京町温泉駅

JRえびの駅

管理用通路

高水敷整正

トイレ

坂路

グリーンパークえびの

国整備：管理用通路、階段、高水敷整正、階段護岸、坂路

自治体整備：トイレ

階段

階段護岸

位置 川内川106k000～107k000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、根固め工

全体事業費 3.5億円

事業期間 平成26年度～平成29年度

89



整備前 整備後

整備箇所 整備箇所

H26.3

H27.7

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

高水敷は樹木が繁茂し、護岸は急な勾配と
なっているため、安全な水面利用が困難で
した。

より安全な水辺利用が可能になり、多
くの人に利用される場となっていま
す。

えびの市消防団出初め式
ポンプ車から一斉放水では、各分団の趣向
を凝らした放水が行われ迫力満点です。

 整備箇所
道の駅えびの
地元の野菜や果物、宮崎牛の販売をはじめ、
バイキングレストランで食事もできます。

道の駅
えびの

さわやかサマースクール（カヌー体験）
夏休み中、グリーンパークえびのを拠点に
様々な体験教室を実施しています。

 整備箇所
えびの湯田地区河川公園
パークゴルフ場として、連日愛好家にら利
用されています。

 整備箇所
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宮崎県えびの市向江地先
川内川水系川内川

～イベント情報～

毎月第二日曜　真幸あおぞら市

所在地

川と街と温泉と山の抜群のロケーション

京町
き ょ う ま ち

温泉
お ん せ ん

施設紹介

　京町温泉郷から歩いてすぐの場所に、広々とした
高水敷が広がっています。背後には、えびの高原、
霧島連山が望める抜群のロケーションです。川内川
の水辺で思いっきり遊び、まちの美味しいものを食
べて、温泉ですっきり、と盛りだくさんの楽しい時
間をすごしてはいかがでしょうか。

おすすめポイント

かわ（川内川）とまち（京町温泉郷）と霧島連山

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

～サイクリングで巡ろう！～
・京町温泉、あし・指湯
・道の駅えびの　車で約１０分
・えびのICより　車で約１０分
・湯田（かわまち）、グリーンパークえびの
・田の神さあ　　※周辺にレンタサイクル有

所在地・問い合わせ先

宮崎県えびの市向江地先
アクセス JR京町温泉駅から徒歩5分

（緯度、経度：32度02分51秒、130度45分54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

　２月　京町二日市

　５月　えびの京町温泉マラソン大会

　７月　京町温泉夏祭り花火大会、牛越祭り

 10月　秋季えびの観光祭　

　８月　西長江浦大太鼓踊　

川内川

至 人吉

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

グリーンパークえびの

湯
田
橋

268

道の駅えびの

京町温泉郷

447

221

湯田地区（かわまち）

田の神通り

上
真
幸
橋

JRえびの駅

JR京町温泉駅

・京町二日市

・京町温泉夏祭り花火大会

えびのPA
・えびの京町マラソン大会

500m

・秋季えびの観光祭

吉田温泉郷

・牛越祭り（菅原神社）

えびの市永山運動公園

えびのI

田の神（末永）

整 備 予 定

位置 川内川101k400～102k000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 1.9億円(予定）

事業期間 令和4年度～令和9年度（予定）
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周辺 整備箇所

イベント

R３.11.3 R4.10.15

周辺 周辺

R3.11.18 R３.10.5

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

田の神さあ
豊作を祈願する風習は、18世紀初めに始
まる薩摩藩独特の文化です。

霧島連山（えびのPA）
夷守岳、甑岳、韓国岳、白鳥山、飯盛山、
栗野岳を望むことができます。

京町温泉郷
自家泉源を持つ宮崎県 古の京町温泉郷
は、バス停のような看板が目印です。

イベント
バーベキューやキャンプ、カヌーなどアウ
トドアイベントが盛んに行われています。

利活用構想図（地域活動団体作成）
様々なイベントが開催されていますが、堤防
から河川敷へ、河川敷から水辺への安全なア
クセスが困難な状態です。

地域構想
まちを盛り上げているメンバーで、まちとかわ
とが連携したイベント企画を検討しています。

イメージ

整備前写真

川内川

令和3年7月15日撮影（一部編集）

※末永地区
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