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件     名 
 ７月は「河川愛護月間」 

近畿各地の河川で様々な河川愛護活動を実施！ 

～管内２２河川で２６行事～ 

  

概     要 
 
 
 
 
 
 

国土交通省では、７月を「河川愛護月間」としています。今年度の推

進標語を「せせらぎに ぼくも魚も すきとおる」とし、地域住民、市

民団体、関係行政機関等とともに、身近な自然空間である河川への愛護

意識が浸透するよう、近畿地方整備局管内各地において様々な河川愛護

活動を実施します。 

 

【河川愛護活動内容】 

 ○実施時期：平成２９年７月～９月 

○実施場所：近畿地方整備局管内２２河川にて２６行事を実施 

○行事内容 

 ・河川の美化活動 

・河川環境保全活動（水生生物調査） 
  

取  扱  い － 
  

配布場所 
 
 
 
 

 
 

近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、新宮中央記者会、新宮記者ク

ラブ、熊野市記者クラブ、和歌山県政記者クラブ、和歌山県地方新聞記

者クラブ、和歌山県政放送記者クラブ、奈良県政・経済記者クラブ、堺

市政記者クラブ、在堺記者クラブ、京都府政記者クラブ、宇治日刊記者

クラブ、宇治日刊地方記者クラブ、滋賀県政記者クラブ、大津市政記者

クラブ、伊賀記者会、名張市政記者クラブ、兵庫県政記者クラブ、福井

県政記者クラブ 

  
問 合 せ 先 

 
 
 
 

近畿地方整備局 河川部 河川管理課 

  課長      柳瀬
や な せ

 勝
かつ

久
ひさ

 （内線 86-3751） 

  河川保全専門官 岡崎
おかざき

 慎一
しんいち

 （内線 86-3524） 

  TEL ０６－６９４２－１１４１（代表） 

     ０６－６９４１－７３４３（夜間直通） 
 



７月は「河川愛護月間」です。 
～せせらぎに ぼくも魚も すきとおる～ 

 
 

今年も７月を「河川愛護月間」と定め、「せせらぎに ぼくも魚も すきとおる」を推

進標語に、さまざまな河川愛護活動を実施します。 

「河川愛護月間」では、身近な自然空間である河川への国民の関心の高まりに応えるた

め、地域住民、市民団体と関係行政機関等による流域全体の良好な河川環境の保全・再生

への取り組みを積極的に推進するとともに、国民の河川愛護意識を醸成することを目的と

し、近畿地方整備局管内各地にて河川管理者が主体となって河川愛護活動を実施します。

月間中には、ポスター・チラシ等を活用した広報活動や地域住民、市民団体、河川愛護

団体、関係行政機関等の協力を得て、河川清掃活動や水生生物調査など各種イベントを

実施します。 
また、近年この時期は河川での水難事故が多発しています。このような中、７月１日か

ら７日までを「河川水難事故防止週間」とし、出前講座の実施による河川水難事故防止に

関する啓発活動を重点的に行い、河川利用者に対して安全意識の向上に努めます。 
是非この機会にご家族やご友人をお誘いのうえ「河川愛護月間」に関わる行事に参加さ

れてはいかがでしょうか。河川愛護運動の趣旨をご理解いただけるよい機会になると思い

ます。 
 
１．河川愛護月間 

７月１日～７月３１日（７月７日は「川の日」） 
 
２．推進標語 
  「せせらぎに ぼくも魚も すきとおる」 
  （平成２２年「河川愛護月間」推進標語募集、最優秀賞作品） 
  
３．河川愛護活動予定 
  ２２河川２６行事を実施予定。詳しくは各事務所までお問い合わせ下さい。 
 
  ①河川の美化活動 
   ７河川７行事を予定【別紙１】 
   ※平成２８年度の河川の美化活動では、７河川で河川清掃を実施し、参加人数は延

べ約６，４００人、収集されたゴミは約１２ｔとなりました。 
 
  ②河川環境保全活動（水生生物調査） 
   １８河川１９行事を予定【別紙２】 



 
４．“絵手紙”の募集 
  河川愛護月間推進特別事業として「川遊び～ 川での思い出・川への思い～ 」をテー

マに、川遊びで川に潜ったり、川の生き物を観察したなど、川での体験や川と触れ合い

感じた「川での思い出や川の思い」を文章にし、絵と組み合わせて描いた” 絵手紙” を
募集します。 

U RL : ht tp :/ /w ww .m li t. go .j p/ ri ve r/ ai go /i nd ex .h tm l 
詳しくは、チラシ【別紙３】をご参照ください。 



別紙１

水系名 河川名 主　催　者 行　　事　　名 実施月日 場　　所 内　　　　　　　容 参加予定人員 備　　　　考
連絡先

（TEＬ・ＦＡＸ・住所）

新宮川
熊野川
市田川

河川を美しくする会、
紀宝町、
紀南河川国道事務所

熊野川・市田川クリーン
キャンペーン

7月2日
熊野川
市田川

河川を美しくする会、紀宝町と合同
で、一般市民約500人の参加のもと、
河川清掃を行い、ごみ投棄に対する
意識の高揚につなげる。

500人
紀南河川国道事務所
調査課長　前田
TEL:0739-22-4813

紀の川 紀の川
和歌山河川国道事務所
紀の川沿川自治体

紀の川一斉清掃
7月8日、9日、
23日、29日

紀の川河川敷
国、沿川自治体、企業、地域住民、
市民団体による河川清掃を実施す
る。

4,000人
和歌山河川国道事務所
河川占用調整課長　井谷
TEL:073-402-0268

大和川 大和川
大和川沿川自治体
大和川河川事務所

大和川クリーンデー 7月8日 大和川河川敷

公園管理者及び大和川水環境協議会
の構成自治体に呼びかけを行い、地
域住民と共に大和川沿川及び流域を
清掃する。

6,000人
大和川河川事務所
占用調整課長　羽室
TEL:072-971-1381(代)

淀川 淀川 淀川河川事務所 淀川わんどクリーン大作戦 7月15日
淀川河川敷
城北わんど周辺
（大阪市旭区）

協力主体及び一般参加市民が、淀川
河川敷城北わんど周辺で美化活動を
実施予定。

300人
淀川水系イタセン
パラ保全市民ネッ
トワーク

淀川河川事務所
河川環境課長　稲垣
TEL:072-843-2861(代)

淀川 野洲川 琵琶湖河川事務所 野洲川クリーン作戦 7月下旬 野洲川流域
市職員と合同で、不法投棄、ゴミの
ポイ捨てが多い区間を中心に清掃活
動を実施する。

20人
琵琶湖河川事務所
占用調整課長　世古
TEL:077-546-0904

由良川 由良川
福知山堤防愛護会

由良川河川清掃 8月6日 由良川河川敷
由良川において清掃活動を企画して
いる地元団体と協力して実施。

400人
福知山河川国道事務所
河川管理課　建設専門官　山添
TEL:0773-22-5104(代)

由良川 由良川
２１加佐活性化協議会
加佐ふるさと塾

由良川”川舟レース”＆こども
ハゼつり大会

8月6日 由良川橋　橋脚付近
地域活性化を目的とした団体による、
川舟レース、釣り大会、パネル展示他

350人
福知山河川国道事務所
河川管理課　建設専門官　山添
TEL:0773-22-5104(代)

平成２９年度　河川愛護月間における主な行事（河川の美化活動）



別紙２

※特定の小学校の課外活動として実施するものも含まれます（一般の方々は参加頂けません）。

水系名 河川名 事 務 所 名 行　　事　　名 実施月日 場　　所 内　　　　　　　容 参加予定人員 備　　　　考 問い合わせ先

大和川 大和川 大和川河川事務所
やまとがわ水生生物調査
2017

7月～8月

JR浅香駅鉄橋下付近（堺市）
河内橋北詰付近（柏原市）
大正橋下付近（北葛城郡王寺町）
御幸大橋下付近（北葛城郡河合町）

小学生をによる水生生物調査を行い、
河川の水環境への関心を深めて頂くと
ともに水質評価を行う

約100人 実施日については調整中
大和川クリーンキャンペーン
係
0120-060-399

淀川

淀川
桂川
木津川
宇治川

淀川河川事務所 水生生物調査会

7月24日
7月27日
8月4日
8月7日

淀川本川（柴島再生干潟）
桂川（渡月橋）
木津川（恭仁大橋）
宇治川（宇治橋）
※宇治川に関しては場所変更の可能性有

中学生による水生生物調査を行い、河
川の水環境への関心を深めて頂くとと
もに水質評価を行う

各30人程度
（淀川本川のみ

40名程度）

HP<http://www.yodogawa.kkr.
mlit.go.jp/news/2017/chosa/
index.html>

淀川河川事務所
河川環境課長 稲垣
TEL:072－843－2861

淀川 野洲川 琵琶湖河川事務所 水生生物調査 7月～8月
名神野洲川橋付近
（野洲市）

住民参加による水生生物調査を行い、
河川の水環境への関心を深めて頂くと
ともに水質評価を行う

20人 実施日については調整中
琵琶湖河川事務所
河川環境課長 後藤
TEL:077-546-0843

淀川 瀬田川 琵琶湖河川事務所 水生生物調査 7月～8月
瀬田川・信楽川合流点
（大津市）

住民参加による水生生物調査を行い、
河川の水環境への関心を深めて頂くと
ともに水質評価を行う

20人 実施日については調整中
琵琶湖河川事務所
河川環境課長 後藤
TEL:077-546-0843

淀川 大石川 淀川ダム統合管理事務所 ふるさとの川調査隊 7月28日 大石川（滋賀県大津市大石淀地先）
天ヶ瀬ダムの水源地域に住む子供たち
に水生生物調査を通してふるさとの川
の環境について学んでもらう

50人
大津市大石学区自治連合会
大津市立大石小学校
大津市立大石小学校ＰＴＡ

淀川ダム統合管理事務所
広域水管理課長　松岡
TEL：072-856-3131

淀川 木津川 木津川上流河川事務所 水生生物調査 7月17日 木津川（稲広橋付近）（伊賀市）
住民参加による水生生物調査を行い、
河川の水環境への関心を深めて頂くと
ともに水質評価を行う

約80人 上野生涯学習推進会議
木津川上流河川事務所
調査課長　北垣
TEL:0595－63－1611

淀川 服部川 木津川上流河川事務所 水生生物調査 7月下旬 服部川（新服部橋付近）（伊賀市）
住民参加による水生生物調査を行い、
河川の水環境への関心を深めて頂くと
ともに水質評価を行う

約20人 上野生涯学習推進会議
木津川上流河川事務所
調査課長　北垣
TEL:0595－63－1611

淀川 猪名川 猪名川河川事務所 猪名川の愛護セミナー 7月23日
兵庫県川西市新田
大阪府池田市桃園
兵庫県伊丹市

水生生物調査を実施し、水質改善につ
いて考える。

300人
(保護者込み)

猪名川河川事務所
工務課　森脇
TEL:072－751－0999

淀川 猪名川 猪名川河川事務所
出前講座（川西市立川西
小学校）

7月上旬 兵庫県川西市小花
水生生物調査を実施し、水質改善につ
いて考える。 100人 実施日については調整中

猪名川河川事務所
工務課　森脇
TEL:072－751－0999

淀川 猪名川 猪名川河川事務所
出前講座（川西市立多田
小学校）

7月上旬 兵庫県川西市新田
水生生物調査を実施し、水質改善につ
いて考える。 100人 実施日については調整中

猪名川河川事務所
工務課　森脇
TEL:072－751－0999

淀川 初谷川 猪名川河川事務所
出前講座（川西市立東谷
小学校）

7月上旬 兵庫県川西市東谷
水生生物調査を実施し、水質改善につ
いて考える。 130人 実施日については調整中

猪名川河川事務所
工務課　森脇
TEL:072－751－0999

淀川 猪名川 猪名川河川事務所
出前講座（川西市立川西
小学校）

9月上旬 兵庫県川辺郡猪名川町
水生生物調査を実施し、水質改善につ
いて考える。 100人 実施日については調整中

猪名川河川事務所
工務課　森脇
TEL:072－751－0999

揖保川 揖保川 姫路河川国道事務所 水生生物調査 8月1日
せせらぎ公園
（たつの市）

子どもの参加による水生生物調査を行
い、河川の水環境への関心を深めて頂
くとともに水質評価を行う

40人 たつの市歴史文化体験教室
姫路河川国道事務所
調査課　荘司
TEL:079-282-8503

円山川 出石川 豊岡河川国道事務所 水生生物調査 9月22日
寺内橋付近
（豊岡市）

小学生による水生生物調査を行い、
河川の水環境への関心を深めて頂くと
ともに水質評価を行う。

31人
豊岡河川国道事務所
調査課　濵田
TEL:0796-26-2023

由良川 上林川 福知山河川国道事務所 水生生物調査 7月10日
故屋岡町岩村付近
（綾部市）

小学生による水生生物調査を行い、河
川の水環境への関心を深めて頂くとと
もに水質評価を行う。

15人
綾部市環境保全課
0773-42-1489

九頭竜川 九頭竜川 福井河川国道事務所 水生生物調査 7月下旬
天池河川公園前
福井大橋下流

住民参加による水生生物調査を行い、
河川の水環境への関心を深めて頂くと
ともに水質評価を行う。

60人 実施日については調整中
福井河川国道事務所
河川管理第一課 山本、小川
TEL:0776-35-2661

北川 北川 福井河川国道事務所 水生生物調査 8月上旬
高塚橋
三宅橋

住民参加による水生生物調査を行い、
河川の水環境への関心を深めて頂くと
ともに水質評価を行う。

30人 実施日については調整中
福井河川国道事務所
河川管理第一課 山本、小川
TEL:0776-35-2661

九頭竜川
九頭竜川
石徹白川

九頭竜川ダム統合管理事務所 水生生物調査
７月２４日

予備日２５日

和泉支所前
前坂キャンプ場（石徹白川）
九頭竜ダム湖上流

小中学生による水生生物調査を行い、
河川の水環境への関心を深めて頂くと
ともに水質評価を行う。安全な川遊び
についても学んで頂く。

約20人
和泉小中学校理科室で同定や
水質調査を実施。

九頭竜川ダム統合管理事務所
管理課長　森川
TEL:0779-66-5300

九頭竜川 真名川 九頭竜川ダム統合管理事務所 日帰り留学 ８月中 中島キャンプ場（真名川ダム上流）

上下流の小学生にダムの解説するとと
もに水生生物調査を実施して、ダムや
河川への理解を深めていただく。安全
な川遊びについても学んで頂く。

約40人
実施日については調整中
下流２０人、上流２０人

九頭竜川ダム統合管理事務所
管理課長　森川
TEL:0779-66-5300

平成29年度　河川愛護月間における主な行事（水生生物調査）






