
第８回佐波川かわまちづくり協議会

平成30年2⽉5⽇（⽉）

主催：防府市 ⼟⽊都市建設部 河川港湾課
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資料-１

１．現在の整備状況、来年度事業について



1-1） 今までの経緯について

平成26年3⽉ かわまちづくり⽀援制度の登録を受ける
（国⼟交通省 ⽔管理・国⼟保全局）

平成27年3⽉ 社会資本整備総合交付⾦の補助を受けるために
計画書を申請（国⼟交通省 都市局）

平成27年4⽉ ３ヵ年の補助事業として事業推進（補助率４割）
※平成28年12⽉に計画期間を４年に変更
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平成30年度で「新橋地区」の事業が完了予定

【新橋地区】



平成30年1⽉ かわまちづくり計画変更申請を国に提出
※３⽉末頃に変更登録される⾒通し

1-1） 今までの経緯について

平成27年3⽉ 華城・右⽥連合⾃治会より華城・⽟祖地区の
⽔辺の整備について要望書を提出

平成29年2⽉ 第６回佐波川かわまちづくり協議会で
整備案を討議
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【華城・⽟祖地区】

平成29年6⽉ 第７回佐波川かわまちづくり協議会で
変更申請案を討議、承認



事業内容
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1-2） 新橋地区の事業について

N

H30年度 ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ（県道）

○関連事業 佐波川環境整備事業
L=2,500m

計画区域 １７４ ha

○関連事業 多目的広場
A=2,200㎡

防府天満宮

周防国分寺

宮市本陣兄部家

右田小学校

右田中学校

佐波中学校

松崎小学校

天神山公園

天神山森林公園

佐波川防災ステーション

防府市ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾀｰﾐﾅﾙ

まちの駅

○関連事業 歩行者系誘導看板
2箇所

H29年度 歩行者系誘導看板

H29年度 ｽﾄﾘｰﾄﾌｧﾆﾁｬｰ

H28~29年度 イベント開催

H30年度 事業効果分析調査

H30年度 周辺マップ作成

H30年度 道路修景（景観舗装等）

H29年度 多目的広場・駐車場

○関連事業 駐車場
1箇所

凡例

完了済み

H29事業

H30事業

H30年度 公園（学習施設・水車）

H29年度 ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ(萩往還)

H27~28年度 桜本児童遊園改修

H29年度 公衆トイレ設置



事 業 事業名称・箇所 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

公 園

桜本児童遊園改修

学習施設（水車・ポンプ）

円筒分水工ライトアップ

多目的広場
左岸側河川敷 H32年以降

右岸側河川敷

駐車場
左岸側河川敷 H32年以降

右岸側河川敷

ポケットパーク
県道三田尻港徳地線

萩往還

景観舗装、
デザイン防護柵

県道三田尻港徳地線、市道

ｽﾄﾘｰﾄﾌｧﾆﾁｬｰ 左岸側河川敷、堤防

情報板 区域全体

公衆トイレ設置
桜本児童遊園

右岸側（右田福祉ｾﾝﾀｰ横）

まちづくり支援
イベント開催

周辺マップ作成・事業効果分析

事業スケジュール
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1-2） 新橋地区の事業について

⼀
連
で
整
備



事業内容

6

1-3） 華城・⽟祖地区の事業について



7⽉21⽇に桜本児童遊園が全⾯オープンしました
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1-4） H29年度事業の実施状況について

市広報 平成29年7⽉1⽇号より



市広報 平成29年12⽉1⽇号表紙
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1-4） H29年度事業の実施状況について

遊々かわフェスタʼ17 開催状況

1 主 催 遊々かわフェスタ実⾏委員会

2 共 催 防府市、防府商⼯会議所

3 後 援 防府市教育委員会、

松崎・佐波･華城・右⽥･⽟祖地域⾃治会連合会

4 趣 旨 イベントを通して佐波川の歴史や⽔辺の遊び

（親⽔性、危険性）について情報発信をしていく

5  開催⽇時 平成29年11⽉5⽇(⽇) 10時〜15時

6 開催会場 佐波川本橋河川敷



事業内容
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1-4） Ｈ29年度事業の実施状況について

N

防府天満宮

周防国分寺

宮市本陣兄部家

右田小学校

右田中学校

佐波中学校

松崎小学校

天神山公園

天神山森林公園

佐波川防災ステーション

防府市ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾀｰﾐﾅﾙ

まちの駅

佐波川右岸トイレ

多⽬的広場

駐⾞場
ポケットパーク（萩往還）

※参考図

歩⾏者系⽤誘導看板
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1-4） 佐波川右岸トイレ横の⽔飲み場・⼿洗い場について

【右岸トイレ横に⽔飲み場・⼿洗い場の設置】

桜本児童遊園の⽔飲み場

右岸トイレの横に
「⽔飲み場・⼿洗い場」を設置

※多⽬的広場に⼿洗い場等の設置が
出来ないため、⽔道管を埋設する
公衆トイレ横に設置（平成29年度）

この辺りに設置

この辺りに設置
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1-5） H30年度事業について

N

H30年度 ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ（県道）

防府天満宮

周防国分寺

宮市本陣兄部家

右田小学校

右田中学校

佐波中学校

松崎小学校

天神山公園

天神山森林公園

佐波川防災ステーション

防府市ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾀｰﾐﾅﾙ

まちの駅

H30年度 事業効果分析調査

H30年度 周辺マップ作成

H30年度 道路修景（景観舗装等）

H30年度 公園（学習施設・水車）



1-4） H30年度事業について

【⽔⾞について】
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第５回協議会で決定したこと
【設置の⽬的】

教育の場としての機能を付加する。
【設置する機能】

１）⽔⾞
２）⽔の原理が学べる施設

【⽔⾞の種類】
下掛⽔⾞

【写真】 迫⼾川の⽔⾞（Ｓ５０年７⽉２７⽇撮影）■下掛⽔⾞



1-4） H30年度事業について

【⽔⾞の設置箇所について】
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⽔⾞の設置箇所について、
①の防府総合⽤⽔管理⼩屋の横に設置予定。
②の沈砂地側の設置は、沈砂地施設内であるため難しい。
今後、防府⼟地改良区と最終協議をしてから決定したい。

① ②



1-4） H30年度事業について
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アルキメデスポンプ
⼿押しポンプ

説明板

⽔⾞施設



1-4） H30年度事業について

【道路修景（景観舗装・デザイン防護柵）】
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1-5） 今後の事業予定（H30年度）

【ポケットパークB(県道)】
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1-4） H30年度事業について

【周辺マップ作成】
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佐波川の景観や円筒分⽔⼯などの地域資源を紹介し、⾃転⾞歩⾏者の
回遊を促進するため周辺マップを作成する。

また、作成にあたりワークショップを開催する。

【写真】 第１回佐波川かわまちづくりＷＳの様⼦

【参考】防府市まちの駅「うめてらす」周辺
ぶらりまち歩きマップ



1-4） H30年度事業について

【事業効果分析調査】
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都市再⽣整備計画（佐波川新橋地区）について、まちづくり⽬標の
達成度合いを評価するため、事後評価を⾏う必要があります。

◎事業を⾏うことによって下記の⽬標（指標）が達成できたか評価
◇河川利⽤者数の増加
◇河川満⾜度の増加
◇遊歩道と周辺道路の⾃転⾞歩⾏者数の増加

佐波川新橋地区の事業は、国の補助を受けて実施
↓

交付要綱に基いて、事後評価を実施

事後評価委員会を開催し、事後評価の取りまとめを実施します。



H29年度国土交通省整備（法面植栽）

有効利用に関する計画（新橋地区かわまちづくり計画申請書抜粋）
本橋下流側の堤防の法面にシバザクラ等を植栽（法面修景植栽）し、華やぎのある景観により利用者を増加させる。

法面植栽施工範囲
・下流側（新橋側）６ブロックの施工を実施。２ブロックに「幸せます ほうふ」を植栽。
・平成３０年１月１８日に、新橋水位観測所横の法面で宮市保育所の園児による植栽イベントを開催。

佐波川左岸側法⾯開花イメージ（平成30年1⽉植栽）

法⾯植栽イベント状況（平成３０年１⽉１８⽇撮影）法⾯植栽イベント状況（平成３０年１⽉１８⽇撮影）
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