
付表１４　河川公園一覧表

番号 土木 水系名 河川名 名称 位置 キロ程
左右
岸別

1 岩国 錦川水系 錦川 錦見河川敷運動広場 岩国市錦見 5.7 左岸

2 岩国 錦川水系 錦川 錦川河川公園 岩国市横山 7.8 右岸

3 岩国 錦川水系 錦川 天尾河川敷運動広場 岩国市天尾 左岸

4 岩国 錦川水系 錦川 川西河川敷運動広場 岩国市川西 右岸

5 岩国 錦川水系 錦川 細利河川敷運動広場 岩国市角 17.8 右岸

6 岩国 錦川水系 錦川 行波河川敷運動公園 岩国市行波 20.8 右岸

7 岩国 錦川水系 御庄川 岩国市御庄

8 岩国 錦川水系 多田川 多田川河川公園 岩国市多田

9 岩国 錦川水系 宇佐川 雙津峡河川公園 岩国市錦町深川 左岸

10 岩国 由宇川水系 由宇川 由宇川河川公園 岩国市由宇町西区 右岸

11 岩国 通津川水系 通津川 通津川河川公園 岩国市通津 左岸

12 岩国 錦川水系 錦川 角河川敷運動公園 岩国市角 18.4 右岸

13 岩国 錦川水系 錦川 川尻河川敷運動公園 岩国市天尾 左岸

14 岩国 錦川水系 錦川 今津河川敷運動公園 岩国市山手町 4.3 左岸

15 岩国 錦川水系 門前川 楠河川敷運動公園 岩国市楠町 1.7 左岸

16 岩国 島田川水系 島田川 島田川桜づつみ公園
岩国市周東町・岩国市玖
珂町

24.3 右岸

17 柳井 土穂石川水系 土穂石川 柳井市

18 柳井 大内川水系 熊川 熊川河川公園 平生町土手町 左岸

19 柳井 柳井川水系 柳井川 柳井川河川公園 柳井市柳井津 1.00 左岸

20 柳井 田布施川水系 田布施川 田布施川河川公園 田布施町下田布施 右岸

21 柳井 田布施川水系 田布施川 田布施川河川公園 田布施町下田布施 右岸

22 周南 錦川水系 錦川 向道河川公園 周南市向道、二俣下 90.0 右岸

23 周南 錦川水系 渋川 温見河川公園
周南市鹿野上大井手、温
見

100.0 両岸

24 周南 錦川水系 阿田川 阿田川河川公園 周南市阿田川

25 周南 光井川水系 光井川 光井川ポケットパーク 光市光井 0.5 両岸

26 周南 島田川水系 島田川 島田川河川公園 光市島田2丁目 1.5 左岸

27 周南 島田川水系 島田川 島田川河川公園 光市島田 2.5 左岸



完成
年度

事業区分 面積 管理委託先 管理委託日 概要 番号

S50 河道整備 25905㎡ 運動広場、便所 1

H9 地方特定 11,493㎡ 岩国市 H9.4.1 運動広場、植裁、遊歩道、便所 2

S51 単県 1,500㎡ 運動広場 3

S56 河道整備 12,287㎡ 岩国市 S58.1.23 運動広場 4

S53 単市 3,500㎡ 運動広場 5

S50 改修補助 2,775㎡ 運動広場 6

S51 河道整備 22,006㎡ 7

地方特定 岩国市 S55.7.1 8

H7 地方特定 600㎡ 9

H5 地方特定 4,223㎡ 岩国市 H6.12.13 植採、四阿、便所 10

S54 単県 1,586㎡ S55.7.1 運動広場 11

S53 単市 2385㎡ 運動広場 12

S59 単市 2047㎡ 運動広場 13

3446㎡ 運動広場 14

S59 単市 2467㎡ 運動広場 15

地方特定 22,800㎡ 運動広場、遊歩道、花壇、便所、四阿、植栽 16

地方特定 17

H7 地方特定 600㎡ 平生町 H11.10.1 花壇、ベンチ 18

H18 地方特定 5000㎡ 柳井市 H19.4.1 遊歩道、便所、四阿、照明、ベンチ 19

H13 地方特定 10,814㎡ 田布施町 H14.4.17 緩傾斜護岸、水路、ベンチ、照明、遊歩道 20

H18 地方特定 3300㎡ 田布施町 H18.10.31 遊歩道、多目的コンクリートボルド、歌碑 21

S48 ダム関連 13,599㎡ 周南市 S49.3.1 遊魚池2,901㎡、運動場5,600㎡ 22

H6 地方特定 12,090㎡ 周南市 H7.4.1 左岸3,920㎡、右岸8,170㎡ 23

H4 地方特定 1,000㎡ 24

H7 地方特定 1,500㎡ 25

S45 単県 4,000㎡ 光市 S45.12.20
遊歩道344.5m、砂場24㎡、花壇200m、芝生
3,702㎡

26

H4 地方特定 2,000㎡ 27



番号 土木 水系名 河川名 名称 位置 キロ程
左右
岸別

28 周南 島田川水系 島田川 島田川河川公園 光市立野 右岸

29 周南 島田川水系 島田川 島田川河川公園 光市小周防 10.0 左岸

30 周南 島田川水系 島田川 島田川河川公園 周南市小松原 13.0 左岸

31 周南 島田川水系 石光川 石光川親水公園 周南市樋口 左岸

32 周南 島田川水系 東繕寺川 東繕寺川河川公園 周南市三丘 12.5 両岸

33 周南 切戸川水系 切戸川 切戸川都市河川公園 下松市西豊井 1.5 右岸

34 周南 末武川水系 末武川 末武川河川公園 下松市末武中 2.0 右岸

35 周南 末武川水系 末武川 滝ノ口河川公園 下松市下谷滝ノ口 右岸

36 周南 富田川水系 富田川 富田川河川公園 周南市富田 2.0 左岸

37 周南 夜市川水系 夜市川 夜市川河川公園 周南市湯野 9.0 左岸

38 周南 島田川水系 島田川 島田川三島河川公園 光市三井 両岸

39 周南 夜市川水系 夜市川 夜市川戸田親水公園 周南市大字戸田 左岸

40 周南 錦川水系 錦川 須金清流公園 周南市大字須万 左岸

41 周南 富田川水系 神代川 神代川河川公園 周南市大神 左岸

42 周南 島田川水系 島田川 千歳橋河川公園 光市島田 右岸

43 周南 佐波川水系 大谷川 大谷川河川公園 周南市大谷 左岸

44 防府 江川水系 江川 江川河川公園 防府市国衙 0.8 左岸

45 防府
(山口)

佐波川水系 佐波川 佐波川河川公園 山口市徳地野谷 34.0 右岸

46 防府 佐波川水系 須川 須川河川公園 防府市大崎 1.1 右岸

47 防府 佐波川水系 清水川 清水川河川公園 防府市迫 1.4 右岸

48 防府
(山口)

佐波川水系 島地川 伏野河川公園 山口市徳地堀 25.0 右岸

49 防府
(山口)

佐波川水系 島地川 島地川河川公園 山口市徳地堀 右岸

50 防府
(山口)

長沢川水系 長沢川 長沢川河川公園 山口市秋穂黒潟 左岸

51 防府
(山口)

長沢川水系 天田川 天田川河川公園 山口市秋穂西 右岸

52 防府
(山口)

椹野川水系 椹野川 椹野川東津河川公園 山口市小郡東津 右岸

53 防府
(山口)

椹野川水系 椹野川 椹野川河川公園 山口市名田島 左岸

54 防府
(山口)

椹野川水系 椹野川 椹野川大歳河川公園 山口市朝田

55 防府
(山口)

椹野川水系 椹野川 椹野川朝田河川公園 山口市大歳

56 防府
(山口)

椹野川水系 椹野川 椹野川矢原河川公園 山口市下矢原 右岸



完成
年度

事業区分 面積 管理委託先 管理委託日 概要 番号

H7 地方特定 500㎡ 28

S50 単県 284㎡ 光市 S50.4.5 花壇、芝生 29

H10 地方特定 21,800㎡ 周南市 H11.2.16 30

H2 800㎡ 周南市 H5.4.1 31

H10 地方特定 6,700㎡ 周南市 H11.2.16 32

S44 単県 2,610㎡ 下松市 S45.4.1
遊歩道134m、花壇226.2m、砂場93㎡、芝生
2,610㎡

33

S48 単県 7,100㎡ 下松市 S48.4.1 運動広場 34

H11 3,072㎡ 下松市 H12.5.1 35

S57 周防高潮 3,477㎡ 周南市 S58.9.1 芝生、運動広場 36

H7 地方特定 2,906㎡ － － 37

H27 広域河川 4,553㎡ 光市 H28.2.25 38

986㎡ 周南市 H26.4.1 39

R1 単県 5,184㎡ 周南市 R2.4.1 遊歩道、東屋、ベンチ、照明、植栽 40

階段護岸 41

階段護岸 42

1,118㎡ 周南市 H15.11.4 階段護岸、植栽 43

H5 地方特定 950㎡ 防府市 H7.6.30 運動公園 44

S47 ダム関連 4,700㎡ 山口市 S49.9.1 植栽 45

H5 地方特定 850㎡ 防府市 H7.4.1 運動公園 46

H6 地方特定 1,340㎡ 防府市 H8.4.1 運動公園 47

H4 地方特定 11,550㎡ 山口市 H6.5.31 運動公園 48

H11 地方特定 山口市 H12.4.3 遊歩道、ベンチ、植栽、階段護岸 49

S55 単県 9,179㎡ 山口市 H4.3.1 運動広場 50

H4 地方特定 1,200㎡ 山口市 H7.4.3 植栽、舗装 51

S45 改修補助 20,000㎡ 山口市 S46.4.1 運動広場 52

H7 地方特定 36,000㎡ 53

S59 単県 3,000㎡ 山口市 S60.6.1 54

S54 河道整備 S60.6.1 面積2,000㎡、芝生1,350㎡ 55

S46 河道整備 27,516㎡ 山口市 S47.4.1 運動広場、仮設便所 56



番号 土木 水系名 河川名 名称 位置 キロ程
左右
岸別

57 防府
(山口)

椹野川水系 椹野川 椹野川平川河川公園 山口市平川 左岸

58 防府
(山口)

椹野川水系 椹野川 椹野川慶正土河川公園 山口市平井 左岸

59 防府
(山口)

椹野川水系 椹野川 椹野川井手ヶ原河川公園 山口市井手ヶ原 右岸

60 防府
(山口)

椹野川水系 椹野川 椹野川運動公園 山口市黒川 左岸

61 防府
(山口)

椹野川水系 椹野川 椹野川運動宮野上公園 山口市宮野上

62 防府
(山口)

椹野川水系 鍛治畑川 鍛冶畑川河川公園 山口市小郡上郷新町 両岸

63 防府
(山口)

椹野川水系 一の坂川 一の坂河川公園 山口市後河原

64 防府
(山口)

椹野川水系 九田川 九田川河川公園 山口市平川 右岸

65 防府
(山口)

椹野川水系 前田川 前田川河川公園 山口市湯田温泉

66 防府
(山口)

椹野川水系 仁保川 仁保川河川公園 山口市仁保下郷 右岸

67 防府
(山口)

椹野川水系 仁保川 仁保川高井区河川公園 山口市高井区 右岸

68 防府
(山口)

椹野川水系 仁保川 犬鳴河川公園 山口市仁保上郷 左岸

69 防府
(山口)

椹野川水系 浅地川 浅地川河川公園 山口市仁保下郷 左岸

70 防府
(山口)

井関川水系 井関川 井関川河川公園
山口市阿知須浜表区～井
関区

右岸

71 防府
(山口)

井関川水系 井関川 井関川きらら浜河川公園 山口市阿知須遠石 左岸

72 防府
(山口)

阿武川水系 阿武川 大久保河川公園 山口市阿東徳佐下大久保 右岸

73 防府
(山口)

阿武川水系 篠目川 篠目川河川公園 山口市阿東生雲東分

74 防府
(山口)

阿武川水系 阿武川 鍋倉河川公園 山口市阿東徳佐下鍋倉 右岸

75 宇部 沢波川水系 沢波川 沢波川河川公園 宇部市大字西岐波 2.5 左岸

76 宇部 真締川水系 真締川 真締川公園 宇部市相生町　他 0.3 両岸

77 宇部 厚東川水系 厚東川 厚東川妻崎開作ﾌｪﾆｯｸｽ公園 宇部市大字妻崎開作 0.5 右岸

78 宇部 厚東川水系 厚東川 厚東川広瀬桜づつみ公園 宇部市大字広瀬 5.0 右岸

79 宇部 厚東川水系 厚東川 厚東川二俣瀬桜づつみ公園 宇部市大字木田 14.5 右岸

80 宇部 厚狭川水系 厚狭川 東下津河川公園 山陽小野田市大字郡 5.0 左岸

81 宇部 厚狭川水系 厚狭川 厚狭川河畔公園 山陽小野田市大字鴨庄 7.5 両岸

82 宇部 沢波川水系 沢波川 沢波川河川公園 宇部市大字西岐波 1.8 両岸

83 宇部 厚東川水系 厚東川 琴川橋河川公園 宇部市大字中野開作 2.4 右岸

84 宇部 有帆川水系 有帆川 ホタル公園 山陽小野田市大字有帆 5.6 左岸

85 宇部
(美祢)

厚東川水系 大田川 大田川綾木河川公園 美祢市美東町綾木 27.5 左岸



完成
年度

事業区分 面積 管理委託先 管理委託日 概要 番号

S49 河道整備 31,957㎡ 山口市 S50.4.1 運動広場、仮設便所 57

地方特定 33,000㎡ 山口市 S63.12.1 運動広場 58

S52 河道整備 16,000㎡ 山口市 S58.3.8 芝生、運動広場 59

S57 河道整備 65,000㎡ 山口市 S56.12.21 芝生、運動広場 60

地方特定 61

H11 地方特定 7,260㎡ 山口市 H12.4.1 多目的広場、池、便所 62

S47 改修補助 17,000㎡ 植栽、花壇 63

S49 単県 70㎡ 64

S48 単県 240㎡ 65

地方特定 6,000㎡ 66

H11 地方特定 4,658㎡ 山口市 H12.4.1 多目的広場、親水広場、遊歩道 67

H6 単県 4,000㎡ 山口市 H7.3.31 多目的広場、子供広場 68

地方特定 1,600㎡ 山口市 H10.4.1 便所、舗装 69

地方特定 1,200㎡ 山口市 H9.4.1 東屋、ベンチ、遊具 70

地方特定 山口市 H9.4.1 舗装、植栽 71

H5 地方特定 4,160㎡ 山口市 H5.12.1 広場、便所、植樹 72

S56 単県 757㎡ 73

3,400㎡ 山口市 H6.4.1 広場 74

H11 地方特定 8,000㎡ － － 75

地方特定 15,000㎡ 宇部市 H14.4.1 植栽、園路、便所 76

H7 地方特定 2,000㎡ 宇部市 H8.4.1 植栽、散策道 77

H4 地方特定 4,000㎡ 宇部市 H6.4.1 植栽、園路 78

H7 地方特定 11,500㎡ 宇部市 H8.9.1 （S57単県、H7再整備）運動広場、植栽、便所 79

H14 地方特定 1,200㎡ 山陽小野田市 H14.11.25 運動広場（H14再整備） 80

H8 地方特定 5,382㎡ 山陽小野田市 H9.5.27 寝太郎公園、千石船・わらじ・桶・砂金 81

H17 地方特定 － 宇部市 － 植樹、ベンチ、飛び石、駐車場 82

H13 単県 1,200㎡ 宇部市 H14.4.1 ベンチ、四阿、疑木柵、植栽 83

地方特定 山陽小野田市 － 植樹、ベンチ 84

H7 地方特定 4,980㎡ 美祢市 H7.3.30 85



番号 土木 水系名 河川名 名称 位置 キロ程
左右
岸別

86 宇部
(美祢)

厚東川水系 大田川 大田川大田河川公園 美祢市美東町大田 29.5 左岸

87 宇部
(美祢)

厚狭川水系 伊佐川 伊佐川河川公園 美祢市大嶺町東分 右岸

88 宇部
(美祢)

厚狭川水系 伊佐川 伊佐川河川公園 美祢市伊佐町伊佐 左岸

89 宇部
(美祢)

厚狭川水系 稲川 稲川河川公園 美祢市秋芳町秋吉 両岸

90 下関 木屋川水系 木屋川 木屋川河川公園① 下関市吉田 右岸

91 下関 木屋川水系 木屋川 木屋川河川公園② 下関市吉田 右岸

92 下関 木屋川水系 木屋川 木屋川ラブリバー公園 下関市王喜 左岸

93 下関 神田川水系 神田川 神田川河川公園 下関市王司神田 右岸

94 下関 神田川水系 員光川 員光川河川公園（風車公園） 下関市王司神田5丁目 右岸

95 下関 武久川水系 武久川 武久川西公園 下関市武久町1丁目355-2 右岸

96 下関 武久川水系 武久川 武久川東公園 下関市武久町1-246-2 右岸

97 下関 綾羅木川水系 綾羅木川 綾羅木川河川公園 下関市延行 右岸

98 下関 綾羅木川水系 綾羅木川 綾羅木川マリーナ 下関市綾羅木本町６丁目 左岸

99 下関 綾羅木川水系 楠乃川 楠乃なかよし公園 下関市一の宮町２丁目 左岸

100 下関 綾羅木川水系 砂子多川 砂子多川ホタル公園 下関市秋根南町２丁目 左岸

101 下関 浜田川水系 浜田川 浜田川河川公園 下関市小月本町２丁目 左岸

102 下関 木屋川水系 木屋川 木屋川河川公園
下関市菊川町下岡枝下河
原

右岸

103 下関 木屋川水系 木屋川 木屋川河川公園
下関市豊田町大字矢田地
内

右岸

104 下関 木屋川水系 木屋川 木屋川河川公園 下関市菊川町上保木 左岸

105 下関 木屋川水系 田部川 田部川河川公園 下関市菊川町楢崎 両岸

106 下関 木屋川水系 田部川 田部川河川ﾁｬﾚﾝｼﾞﾊﾟｰｸ 下関市菊川町大字下岡枝 左岸

107 下関 木屋川水系 田部川 田部川河川公園 下関市菊川町田部 右岸

108 下関 木屋川水系 貴飯川 せせらぎ公園 下関市菊川町楢崎中河原 左岸

109 下関 粟野川水系 粟野川 粟野川河川公園
下関市豊北町大字粟野字
小河内

右岸

110 下関 粟野川水系 粟野川 粟野川郷西河川公園 下関市豊北町粟野郷西 両岸

111 下関 新川水系 新川 新川河川公園
下関市長府松小田本町地
内

左岸

112 長門 掛淵川水系 大坊川 大坊ダム公園 長門市大坊

113 長門 深川川水系 深川川 深川川河川公園 長門市深川 1.0 両岸

114 長門 深川川水系 深川川
音信川河川公園

長門市深川湯本 0.1 左岸



完成
年度

事業区分 面積 管理委託先 管理委託日 概要 番号

地方特定 19,704㎡ 美祢市 H10.9.1 86

H17 地方特定 9,000㎡ 美祢市 H18.6.1 87

H18 地方特定 9,500㎡ 美祢市 H19.3.20 88

6,300㎡ 美祢市 H7.3.24 桜堤、テラス、水辺散策路 89

S43 単県 8,375㎡ 下関市 S46.4.1 花壇 90

H12 地方特定 12,000㎡ 91

H7 地方特定 75,400㎡ 下関市 92

S57 単県 1,177㎡ 下関市 S57.8.10 芝生678㎡ 93

H12 地方特定 3,800㎡ 下関市 H13.7.4 94

H9 地方特定 330㎡ 下関市 95

H9 地方特定 428㎡ 下関市 96

H5 地方特定 5,500㎡ 下関市 H6.4.1 トイレ 97

H13 地方特定 9,400㎡
綾羅木川マ
リーナ管理運
営委員会

H13.7.31 98

99

H11 地方特定 3,000㎡ 下関市 100

H29 地方特定 334.7㎡ 下関市 R3.4.1 ベンチ2基、ソメイヨシノ2本 101

H7 地方特定 6,690㎡ 下関市 H6.1.20 102

H10 地方特定 1,800㎡ 下関市 H10.12.1 便所、四阿、植栽、駐車場 103

H14 地方特定 4,500㎡ 下関市 H14.6.18 運動広場 104

H7 地方特定 19,410㎡ 下関市 H6.1.20 105

H10 地方特定 下関市 H10.8.28 106

H13 地方特定 下関市 H13.10.9 運動広場 107

H6 地方特定 1,555㎡ 下関市 H6.1.20 108

H7 地方特定 29,130㎡ 下関市 H9.7.18 109

H11 地方特定 下関市 H11.8.10 110

R2 単県 55㎡ 下関市 R3.4.1 アスファルト舗装　立入防止柵 111

S49 ダム関連 18,000㎡ 池、植栽 112

地方特定 11,510㎡ 長門市
H5.11.1
H9.4.1

公衆ﾄｲﾚ、園路、水路、ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｰﾄ、広場、植
栽

113

H13 地方特定 1,900㎡ 長門市 H14.4.1 駐車場、広場、トイレ、東屋 114



番号 土木 水系名 河川名 名称 位置 キロ程
左右
岸別

115 長門 深川川水系 大寧寺川 深川川及び大寧寺川遊歩道 長門市深川湯本 1.2 両岸

116 長門 三隅川水系 三隅川 三隅川河川公園 長門市三隅中 0.6 左岸

117 長門 三隅川水系 辻並川 湯免ダム公園（上流） 長門市三隅中 0.1 右岸

118 長門 三隅川水系 辻並川 湯免ダム公園（下流） 長門市三隅中 0.1 両岸

119 萩 阿武川水系 阿武川 扇之芝河川公園 萩市土原 2.0 左岸

120 萩 阿武川水系 阿武川 川島河川公園 萩市川島 3.0 左岸

121 萩 阿武川水系 阿武川 霧口河川公園 萩市霧口 5.0 左岸

122 萩 阿武川水系 阿武川 阿武川河川公園 萩市川上京床 10.0 両岸

123 萩 阿武川水系 橋本川 河添河川公園 萩市河添 2.5 右岸

124 萩 田万川水系 田万川 田万川河川公園 萩市下田万湊地内 右岸



完成
年度

事業区分 面積 管理委託先 管理委託日 概要 番号

H 7 地方特定 長門市 H17.12.15 休憩所、東屋 115

H15 地方特定 8,200㎡ 長門市 H16.4.1 魚道、トイレ、東屋、休憩所、水飲場、植栽 116

H18 ダム関連 1,475㎡ 長門市 H18.7.31 駐車場、植栽 117

H18 ダム関連 4,400㎡ 長門市 H18.7.31 植栽、広場 118

S52 河道整備 1,705㎡ 萩市 S52.10. 芝生 119

S56 単県 6,083㎡ 萩市 S56.9.1 運動広場 120

地方特定 18,100㎡ 121

H9 地方特定 399,500㎡ 萩市 H9.12.1
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場、河川ﾌﾟｰﾙ、管理棟便所、ﾃﾆｽｺｰﾄ、ｻｯ
ｶｰ場、駐車場

122

S45
H11

河道整備
地方特定

37,900㎡ 萩市 H11.4.1
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場、多目的広場、芝生広場、ﾛｰﾗｰｽｹｰﾄ
場、ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄｺｰﾄ、園路、駐車場、便所、植栽

123

H15 地方特定 4,200㎡ 萩市 H15.6.16 東屋、トイレ 124


