
373 374

4-4-6　河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定数・箇所
都市・地域再生等利用区域一覧	 （令和4年 3月 31日時点）

No. 河川管理者 河川名 区域名称【主な利用形態】
1 北海道開発局長 沙流川 平取地域イオル再生事業【水辺空間】

2 北海道開発局長 十勝川 十勝川温泉（アクアパーク）【広場、イベント
施設】

3 北海道開発局長 十勝川 十勝川温泉（エコロジーパーク）【広場、イベ
ント施設】

4 北海道開発局長 十勝川 十勝川河川敷多目的施設【広場、イベント施設】

5 北海道開発局長 豊平川 豊平川ウォーターガーデン【広場、イベント
施設】

6 北海道開発局長 石狩川 砂川オアシスパーク（砂川遊水地）【広場、イ
ベント施設】

7 北海道開発局長 網走川 網走湖呼人地域【広場、イベント施設】

8 東北地方整備局長 置賜野川
長井ダム及びダム湖周辺地区（飲食店等）【長
井ダム周辺河川敷広場及び河川敷と一体をな
す船着き場等、飲食店、売店等】

9 東北地方整備局長 名取川
閖上かわまちづくり【多目的広場、親水エリア、
堤防天端道路及び法面、遊歩道、船着場、河
川防災ステーション】

10 関東地方整備局長 首都圏外郭放水路 首都圏外郭放水路【施設見学、広場】

11 関東地方整備局長 宮ヶ瀬ダム（相
模川水系）

宮ヶ瀬ダム【食品貯蔵、イベント及びオープ
ンカフェ等】

12 関東地方整備局長 多摩川 二子玉川駅周辺地区【飲食施設、アウトドア
オフィス等】

13 関東地方整備局長 八ッ場ダム（利
根川水系） 八ッ場ダム【イベント施設、船着場、売店等】

14 群馬県知事 利根川 道の駅「みなかみ水紀行館」周辺【広場、イ
ベント施設、オープンカフェ等】

15 埼玉県知事 都幾川 ときがわ町「川の広場」【バーベキュー場】
16 埼玉県知事 入間川 名栗弁天河原河川広場【バーベキュー場】

17 埼玉県知事 大落古利根川 大落古利根川河川広場【オープンカフェ、イ
ベント利用】

18 埼玉県知事 荒川 かわせみ河原【バーベキュー場】
19 埼玉県知事 荒川 親鼻橋河原河川広場【バーベキュー場】

20 埼玉県知事 神流川 秩父瀬神流パークバーベキュー場【バーベ
キュー場】

21 埼玉県知事 横瀬川 道の駅あしがくぼバーベキュー場【バーベキュー場】
22 埼玉県知事 入間川 飯能河原及び周辺【キャンプ場、バーベキュー場】

23 埼玉県知事 都幾川 都幾川河川敷（ときがわ町グランピングプロ
ジェクト）【キャンプ場、バーベキュー場】
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24 埼玉県知事 荒川
秩父ジオグラビティパーク【スカイウォーク、
キャニオンスイング、ジップライン、バンジー
ジャンプ施設】

25 埼玉県知事 入間川 入間川河川敷中央公園（入間川にこにこテラス）
【飲食店（オープンカフェ）】

26 埼玉県知事 綾瀬川 大門上池調節池底面広場【イベント施設】
27 埼玉県知事 大落古利根川 大落古利根川河畔【広場、イベント施設】

28 埼玉県知事 槻川 嵐山渓谷バーベキュー場【キャンプ場、バー
ベキュー場】

29 埼玉県知事 都幾川 ときがわ町木のむらキャンプ場【キャンプ場、
バーベキュー場】

30 千葉県知事 新坂川 親水テラス等（新松戸地区）【川床】
31 東京都知事 隅田川 隅田公園オープンカフェ【オープンカフェ】
32 東京都知事 隅田川 隅田川かわてらす®【川床】
33 東京都知事 隅田川 隅田川かわてらす®【川床】
34 東京都知事 隅田川 隅田川かわてらす®【川床】
35 東京都知事 隅田川 隅田川かわてらす®【川床】

36 東京都知事
墨田区長 隅田川、北十間川 すみだリバーウォーク【遊歩道】

37 中央区長 日本橋川 日本橋川かわてらす®【川床】
38 江東区長 大横川 大横川かわてらす【川床】

39 品川区長 目黒川 区立大崎橋広場、区立五反田ふれあい水辺広
場【広場】

40 渋谷区長 渋谷川 渋谷リバーストリート【広場、水景施設】

41 渋谷区長 渋谷川 渋谷リバーストリート【広場、広場に係るファ
ニチャー、鉄道の遺構】

42 墨田区長 北十間川 北十間川親水テラス等【飲食店、売店他】

43 港区長 汐留川 竹芝地区【①船着場、②河川教育・学習施設（干
潟）】

44 東京都知事 目黒川 目黒川船入場【広場、イベント施設等】
45 東京都知事 隅田川 隅田川かわてらす®【川床】
46 山梨県知事 早川 早川町オートキャンプ場【キャンプ場】

47 山梨県知事 本栖湖 本栖湖（富士河口湖町）【船舶係留施設、キャ
ンプ場等】

48 山梨県知事 精進湖 精進湖【船舶係留施設、イベント施設等】

49 山梨県知事 西湖 西湖（桑留尾地区、前浜地区）【船舶係留施設、
キャンプ場等】

50 北陸地方整備局長 信濃川 信濃川やすらぎ堤【広場、イベント施設】

51 北陸地方整備局長 信濃川 三条防災ステーション周辺【広場、イベント
施設】
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52 新潟県知事 刈谷田川 刈谷田川防災公園【道の駅】
53 新潟県知事 通船川 通船川河口の森区域【舟小屋】
54 新潟県知事 阿賀野川 咲花温泉地域【イベントスペース】
55 新潟県知事 魚野川 穴沢河川公園【イベントスペース】
56 新潟県知事 旧黒川 与板河川緑地【イベント施設、売店】
57 福井県知事 足羽川 AQUAテラス【イベント広場】
58 福井県知事 竹田川 竹田川河川公園【広場、イベント施設等】
59 中部地方整備局長 狩野川 かのがわ風のテラス【広場、イベント施設】
60 中部地方整備局長 大井川 蓬萊橋周辺地区【広場、イベント施設】
61 中部地方整備局長 狩野川、大場川 伊豆ゲートウェイ函南【川の駅】

62 中部地方整備局長 矢作川 矢作川「白浜・千石公園地区（コアエリア）」【広
場、イベント施設】

63 中部地方整備局長 狩野川 狩野川「伊豆の国市神島地区周辺」（仮）【広場、
自転車オフロードコース】

64 中部地方整備局長 長良川 長良川右岸プロムナードエリア【イベント施設】

65 岐阜県知事 高原川 ミズベリング	in	神岡ひだ神岡夏まつり【イベ
ント施設】

66 岐阜県知事 粕川 揖斐川町粕川イベント施設等【イベント施設】
67 静岡県知事 都田川 浜名湖舟運【遊覧船事業】

68 愛知県知事 乙川 乙川リバーフロントQURUWA戦略地区【広
場、オープンカフェ】

69 愛知県知事 蟹江川 蟹江川須成地区【遊歩道、船着場、船舶係留
施設】

70 名古屋市長 堀川 納屋橋地区【オープンカフェ、イベント利用、
公共コミュニティサイクルステーション】

71 三重県知事 三滝川 三滝川慈善橋市場【広場、売店】
72 滋賀県知事 琵琶湖 白ひげ浜水泳場北部【ウォーターパーク】
73 滋賀県知事 琵琶湖 STAGEX高島前水泳場【水泳場】

74 滋賀県知事 琵琶湖 湖上TOWNMARKET【湖上カフェ、湖上ス
テージ】

75 大阪府知事 旧淀川（大川） 八軒家浜【川の駅はちけんや】
76 大阪府知事 旧淀川（堂島川）中之島バンクス【船着場、船上食事施設】

77 大阪府知事 旧淀川（堂島川・
大川）、土佐堀川 中之島東部【中之島公園、レストラン】

78 大阪府知事 土佐堀川 北浜テラス【川床】
79 大阪府知事 旧淀川（堂島川）若松浜【リバークルーズ、レストラン】
80 大阪府知事 箕面川 箕面川床【イベント施設、川床】

81 大阪府知事 尻無川 尻無川河川広場【広場、イベント施設、レス
トラン】

82 大阪府知事 旧淀川（安治川）安治川右岸（船津橋下流）【海の駅】
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83 大阪府知事 西除川 狭山池【広場、イベント施設】

84 大阪府知事 旧淀川（安治川）安治川右岸（桜島入堀上流）【広場、イベント施設】

85 大阪市長 道頓堀川 水辺遊歩道「とんぼりリバーウォーク」【水辺
遊歩道】

86 大阪市長 東横堀川 β本町橋【イベント施設、売店】

87 堺市長 内川 内川（堺駅南歩道橋から南蛮橋）右岸【広場、
イベント施設】

88 兵庫県知事 夢前川 姫路市夢前町山之内地区【広場】
89 兵庫県知事 有馬川 有馬川親水広場等【広場】
90 中国地方整備局長 吉井川 吉井川河川公園の休憩所【広場、飲食店】

91 中国地方整備局長 元安川 水辺のコンサート、水辺のオープンカフェ【イ
ベント施設、オープンカフェ】

92 中国地方整備局長 太田川 太田川放水路泊地【カヌー体験教室、カヌー
保管庫】

93 中国地方整備局長 元安川 かき船【船上食事施設】

94 中国地方整備局長 旭川 烏城公園（石山公園地区）オープンカフェ【オー
プンカフェ、休憩施設】

95 中国地方整備局長 旭川 旭川岡山京橋クルーズ【船着場】
96 中国地方整備局長 旧太田川 基町環境護岸【イベント施設】
97 中国地方整備局長 芦田川 芦田川緑地かわまち広場【イベント施設】
98 広島県知事 京橋川 水辺のオープンカフェ【オープンカフェ】
99 広島県知事 猿猴川 イベント広場等【広場、イベント施設】
100 山口県知事 深川川、大寧寺川 長門湯本温泉街川床テラス等【川床】
101 徳島県知事 新町川 ひょうたん島遊覧船【広場、イベント施設】

102 九州地方整備局長 川辺川、五木小川 川辺川ダム水没予定地【広場、バンジージャンプ施設、観光農園、キャンプ場】

103 九州地方整備局長 大瀬川 大貫かわまち交流広場【広場、飲食店、売店、
バーベキュー場】

104 九州地方整備局長 筑後川 竹田公園沿い河川敷広場【広場、飲食店、鮎
やな】

105 九州地方整備局長 本明川 本明川河川敷（高来地域）【そば畑・フラワー
ゾーン】

106 九州地方整備局長 迫間川 竜門ダムキャンプ場【広場、キャンプ場】
107 九州地方整備局長 白川 白川「緑の区間」【広場、売店】
108 福岡県知事 那珂川、薬院新川 オープンカフェ【広場、オープンカフェ】




