
大分県日田市隈地先ほか
筑後川水系筑後川、庄手川

・日田温泉、屋形船観光　・花火大会、鮎やな、鮎釣り

所在地

『水郷ひた』　ひと、まちをつなぐ水辺

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

・天領日田おひなまつり（２月）・亀山公園さくらまつり（３

日田
ひ た

施設紹介

日田市は温泉、伝統的建造物群保存地区である豆田
地区、筑後川に浮かぶ屋形船、鵜飼い等多くの観光
客で賑わう県内有数の観光地です。
特に筑後川は「水郷ひた」のシンボルでもあること
から、市民の憩いの場、また川開き観光祭など様々
なイベントの場として親しまれています。

地図

〇お立ち寄り情報
・川沿いの散策
・三隈川交流センター「朝霧の館」にトイレ、
   当館前の河川敷に駐車場有り

問い合せ

アクセス

国土交通省 九州地方整備局
筑後川河川事務所 河川環境課

施設パースなど

整備事業概要

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

0942-33-9131

大分自動車道「日田IC」から、車で１０分
（緯度、経度：33度18分34秒、130度55分42秒）

大分県日田市隈地先ほか
所在地・問い合わせ先

・日田川開き観光祭（５月）

・ホタルまつり（６月）、日田祇園祭り（７月）

・リバーフェスタinみくま川（８月）、日田放生会（９月）

・千年あかり・日田天領まつり（１１月）

日田ＩＣ

鳥栖方面
大分方面

豆田地区

銭渕橋

三隈川交流センター「朝霧の館」屋上より

386

日田駅

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

日田温泉街

亀山公園

三隈川交流センター「朝霧の館」

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

位置
筑後川　左岸　73K300～73K800付近
　　　　両岸　74K900～77K500付近
庄手川　両岸　　1K200～2K200付近

事業区分 水辺整備
主な整備内容 管理用通路、護岸、高水敷切り下げ
事業費 ９．５億円
整備完了年 平成2２年度
事業期間 平成１７～平成2２年度
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H18.6.20

R4.4.18 R3.8.29

日田市提供

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

日田川開き観光祭（５月）
水郷日田に初夏の訪れを告げる「日田川開き観光祭」
は、多くの観光客でにぎわいます。メインイベントの
花火大会は、約10,000発の花火が夜空を彩ります。

島内堰
下流

第1回水郷杯サップマイルレース
水郷杯サップマイルレース委員会を中心に企画・運営
が行われ、九州内外から多くの参加者が集まりまし
た。

第1回リバリバミーティング SUPへGO！
日田市の筑後川沿いにある亀山公園では、小学生対象
のサップイベントが開催されました。

亀山公園
(庄手川)三隈川

整備前は堤防が切り立っていて、安全に水辺
に近づくことができませんでした。

水辺に降りやすくなったほか、花火大
会等イベント時の観覧席として使用さ
れています。

整備箇所

整備前写真 整備後写真

島内堰 朝霧の館

三隈大橋

三隈大橋

利用者による美化活動

横ばいの状態が続く

新型コロナウ

イルス感染症

拡大
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大分県中津市二ノ丁地先、福岡県吉富町広津地先、福岡県上毛町上唐原地先
山国川水系山国川、山国川水系中津川

区分

全体事業費

整備期間

所在地 中津城地区：大分県中津市二ノ丁地先
アクセス 　日豊本線「中津駅」から徒歩約１５分

　（緯度、経度：33度36分11秒、131度11分13秒）

広津地区：福岡県築上郡吉富町広津地先
　日豊本線「吉富駅」から徒歩約１０分

　（緯度、経度：33度35分40秒、131度10分47秒）

唐原地区：福岡県築上郡上毛町上唐原地先
　上毛SICより中津方面へ車で約５分

　（緯度、経度：33度33分26秒、131度11分31秒）

問い合せ

0949-24-0571
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

(唐原地区)   ・上毛町灯籠祭り（10月）

  ・道の駅｢しんよしとみ｣まで車で約5分

(広津地区)   ・よしとみ・ワッショイ春まつり（5月）

整備概要

　　　　　  ・湯の迫温泉「太平楽」まで車で約5分

　　　　　  ・ガールデマルシェ（4回程度/年）

施設パースなど

(中津城地区)・中津祇園（花火大会）（7月）

　　　　　  ・豊前の国観月祭中津城あかり（9月）

整備
内容

位置
唐原地区：山国川7k200付近
広津地区：山国川1k900～2k700
中津城地区：中津川0k600付近

中津城地区：親水護岸、階段、管理用通路
広津地区：河道整正、坂路、階段、管理用
通路
唐原地区：親水護岸、坂路、階段、管理用
通路

令和3年度～令和12年度
6.1億円

水辺整備

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

県境の自然、歴史・文化の魅力をつなぐ水辺空間

山国
や ま く に

川
が わ

下流
か り ゅ う

施設紹介

観光拠点の中津城を中心とした城下町エリアを有す
る中津城地区、春まつり、チャレンジショップやマ
ルシェでにぎわいの創出を目指す広津地区、カヌー
やサイクリング等の自然体験を楽しめる唐原地区の
３つの水辺拠点を大分県と福岡県の県境に位置する
山国川沿いをサイクリングしながら楽しめます。

おすすめポイント

・中津城、中津市歴史博物館（れきはく）

・道の駅なかつ、道の駅しんよしとみ

・湯の迫
さこ

温泉 太平楽
たいへいらく

・牛頭天王
ごずてんのう

公園　　　　※各施設に駐車場、トイレ有り

地図

国土交通省 九州地方整備局
山国川河川事務所 管理課

山
国
川

212

至 北九州方面

上毛ＳＩＣ

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

中津城

ＪＲ吉富駅

ＪＲ中津駅

中津市歴史博物館

道の駅しんよしとみ

大池公園

10

10

道の駅中津

至 大分方面

中津城地区

広津地区

唐原地区

牛頭天王公園 湯の迫温泉 太平楽

整備イメージ（中津城地区）

整備イメージ（唐原地区）

山
国
川

中津城地区

広津地区

唐原地区

整備イメージ（広津地区）

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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R1.8.25

キャンプ体験（唐原地区） よしとみワッショイ春祭り（広津地区）

整備後写真（イメージパース）整備前写真

鶴市花
傘鉾祭

り

周辺のおすすめ情報維持管理状況

色鮮やかに飾られた沢山の花傘鉾が30～
40km巡行する日本一長い距離を歩くお祭り。
祭礼2日目の夜には花火大会があり、その後、
山国川を対岸まで渡る「川渡り」が行われる。

利活用状況

ワークショップの開催、サップ体験（唐原地区） フランピングマルシェ（広津地区）

サイクリングルート試走会

住⺠による清掃活動状況

中津城地区 中津城地区

広津地区

唐原地区 唐原地区

広津地区
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大分県大分市元町地先外
大分川水系大分川

所在地
JR大分駅より車で約１０分

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

　　（南蛮BVNGO交流館、大友氏館跡庭園）

・別府大分毎日マラソン（２月）

・大分川河川敷桜並木（３月下旬～４月上旬）

・大分七夕まつり（８月上旬）

・大分国際車いすマラソン（１１月）

・カヌー・セーリング等の水辺イベント

所在地・問い合わせ先

大分県大分市元町地先外
アクセス

（緯度、経度：33度13分40秒、131度37分20秒）

問い合わせ 国土交通省 九州地方整備局
大分河川国道事務所 流域治水課

097-544-1474

都市の中で水と緑に親しめる空間

大分川
お お い た が わ

下流
か り ゅ う

施設紹介

○お立ち寄り情報

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

・大友氏館跡

大分市の中心部に位置し、市民の憩いの空間です。
日常的なウォーキングやサイクリング、高水敷や水
面を利用したスポーツの場としての利用のほか、毎
年開催される「大分七夕まつり」の花火大会、「大
分国際車いすマラソン」の練習場、水辺でのカ
ヌー・セーリング等、各種イベントに利用され、多
くの方々に親しまれています。

・大分市中心市街地や国道１０号に隣接し、JR大
　分駅や大分ICからのアクセスが良好です。
・トイレ、駐車場は今後、整備予定です。

駐⾞場 マルシェ(市場)等

野球等
体験学習等

安全なウォーキング・サイクリング等
アウトドア
（ピクニック、キャンプ等）

セーリング、カヌー等

サッカー等

堤内外のグラウンドを
活⽤したスポーツ⼤会

⾼⽔敷整正

階段

階段改良

緩傾斜盛⼟

管理室・トイレ
倉庫・休憩所

照明・案内サイン

親⽔護岸

多⽬的広場整備

駐⾞場整備

窪地盛⼟

スロープ

スロープ

トイレ・倉庫

※府内大橋までの区間

親⽔護岸管理⽤通路

管理⽤通路

基盤整備
※

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

大分川

　位置 　大分川　1 k 200 ～ 6 k 600 左岸

　事業区分 　水辺整備

　整備内容
　管理用通路、親水護岸、緩傾斜盛土、
　高水敷整正、坂路・階段

　事業費 　12.9 億円

　事業期間 　令和 5 年度～令和 14 年度

宗麟大橋

大分市

凡例

： 国整備

： 大分市整備

10

JR大分駅

南蛮BVNGO交流館

至

大
分

I

C

大友氏館跡庭園

整 備 予 定

かわまち整備エリア

滝尾橋
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R3.9.26

R1.8.16

整備後写真（イメージパース）整備前写真

高水敷は土砂堆積や不陸があり、雑草が生えやすく、水
辺の利用が難しい状態です。

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

大分七夕まつりの花火大会 車いすマラソンの練習

大友氏館跡庭園 カヌー・セーリング等の水辺イベント

カヌー等の水上スポーツ、サッカー等の陸上スポーツ、
キャンプ等のアウトドアに人々が親しみ憩う場として、
親水性に配慮した水辺拠点の整備を行います。

カヌー等の水辺の利用が難しい状態です。 カヌー等が楽しめるように整備を行います。

菊池川

大分
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