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7月19日（土）～
7月20日（日）

遠賀川リバーチャレンジスクール
「サマースクール」

遠賀川地域防災施設に隣接するビオトープ「春の
小川」での体験活動（水生生物調査）の場を活用
して、安全利用に関する知識、技術を伝える。

小学４～６年生
遠賀川河川事務所
直方出張所
0949-24-0083

7月26日（土） 水質調査　水生生物調査
水生生物調査・水質調査について学習してもらう
とともに、川の安全利用に関する知識、技術を伝
える。

小学生
遠賀川河川事務所
河川環境課
0949-22-1830

7月1日（月）～
7月31日（水）

筑後川の展示や写真展
筑後川の水害の歴史紹介や写真展示などを行い、川
に対する理解と安全利用に関する知識を伝える。

一般市民
筑後川河川事務所
管理第一課
0942-33-9131

7月5日（土） 昭和２８年大水害を伝える会
筑後川の水害について体験者が語ることにより水害の
怖さと、川に対する理解と安全利用に関する知識を伝
える。

一般市民

7月12日（土） クリーンアップ活動
河川愛護に関する活動の場(河川敷のゴミ拾いなど)を
活用し、川の安全利用に関する知識を伝える。

一般市民

7月13日（日） ぼうさいクイズラリー
川の体験活動の場を活用して安全利用に関する知
識、技術を伝える。

一般市民

7月20日（日） 私たちの河川愛護報告会
河川愛護に関する活動の場(河川愛護団体の活動報
告会など)を活用し、川の安全利用に関する知識を伝
える。

一般市民
筑後川河川事務所
管理第一課
0942-33-9131

7月21日（日） ぼうさいスクール～ぼうさい迷路～
川の体験活動の場を活用して安全利用に関する知
識、技術を伝える。

一般市民
ＮＰＯ日本防災士機構
0942-33-2121

9月28日（日） 筑後川流域における治水、利水の今と昔
筑後川に関する講話をとおして川の安全利用に関する
知識を伝える

一般市民

1月～12月 水生生物調査
水生生物調査の場を活用して、安全利用に関する知
識、技術を伝える。

流域の小・中学校、高校及び関係機
関

7月21日（月） こ～ら川こども探検隊
川の体験活動の場を活用して安全利用に関する
知識、技術を伝える。

小学生、幼児およびその保護者

7月27日（日） 子ども水辺チャレンジ
川の体験活動の場を活用して安全利用に関する知
識、技術を伝える。

小学生

7月30日（水） こ～ら川こども探検隊
川の体験活動の場を活用して安全利用に関する
知識、技術を伝える。

小学生、幼児およびその保護者

　山国川
5月26日（月）
（実施済）

山国川見学
山国川全般について学習してもらうとともに、川の
安全利用に関する知識、技術を伝える。

三郷小学校
山国川河川事務所
調査課
0979-24-0571

平成２６年度　水難事故防止・安全利用に関する内容を含む出前講座等の実施予定一覧表

　筑後川
　（高良川）

　筑後川

筑後川河川事務所
河川環境課
0942-33-9131

　遠賀川

筑後川流域連携倶楽部
0942-33-2121

筑後川流域連携倶楽部
0942-33-2121
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6月～8月 水生生物調査
水生生物調査を通して川の環境について学習し
てもらうとともに、安全利用に関する知識、技術を
伝える。

流域の小中学生等

6月～8月 川についての学習
川の歴史・生物・環境について学習してもらうとと
もに、川の安全利用に関する知識、技術を伝え
る。

流域の小中学生等

　大分川
　（七瀬川）

7月26日（土） ななせ自然塾（昆虫、水生生物と河原の石）
水生生物調査の場を活用して、安全利用に関す
る知識、技術を伝える。

一般市民（小学生と保護者）
大分川ダム工事事務所
調査設計課
097-538-3391

　大分川
　大野川

7月 水生生物調査
水生生物調査（水質調査）の場を活用して、安全
利用に関する知識、技術を伝える。

大分市内の中学校・高校（8校）

　大野川 7月 出前講座 水生生物調査（水質調査）の場を活用して、安全利
大分市立別保小学校４年生
（約１６０名）

　嘉瀬川 7月21日（月）
石井樋フェア
（川流れとカヌー教室）

川の体験活動の場を活用して安全利用に関する知
識、技術を伝える。

小学生
嘉瀬川交流塾
0952－68－3094

　六角川
7月上旬～
9月上旬

水生生物調査
水生生物調査時に、河川の危険性について注意
喚起を行うとともに、川の安全利用に関する知識
を伝える。

流域内の小中学生

　松浦川
7月上旬～
9月上旬

水生生物調査
水生生物調査時に、河川の危険性について注意
喚起を行うとともに、川の安全利用に関する知識
を伝える。

流域内の小中学生

7月19日（土） 第６回諫早大水害を語り継ぐ
過去の水害（昭和３２年諫早大水害）をテーマとし
防災に関する認識を再確認して頂くとともに、防
災パネル展で水難事故防止を呼びかける。

一般市民
長崎河川国道事務所
諫早出張所
0957-22-1356

7月23日（水）～
7月30日（水）

水防災パネル展
（諫早大水害について）

過去の水害（昭和３２年諫早大水害）をテーマとし防災
に関する認識を再確認して頂くとともに、水難事故防止
ＤＶＤの放映や水難事故防止チラシの配布する。

一般市民
長崎河川国道事務所
開発調査課
095-839-9865

7月25日（金） 万灯かわまつり
河川愛護に関する活動の場を活用し、川の安全
利用に関する知識を伝える。

一般市民
長崎河川国道事務所
河川管理課
095-839-9211

7月下旬 川遊び
河川愛護に関する活動の場を活用し、川の安全
利用に関する知識を伝える。

小学生

7月27日（日） 魚つかみ取り大会
河川愛護に関する活動の場を活用し、川の安全
利用に関する知識を伝える。

町内子ども会

8月上旬 コスモス種まき
河川愛護に関する活動の場を活用し、川の安全
利用に関する知識を伝える。

諫早市立小野小学校６年生及び保
護者

6月～8月 水生生物調査
水生生物調査の場を活用して、安全利用に関す
る知識、技術を伝える。

流域の小学校
長崎河川国道事務所
調査第一課
095-839-9859

　本明川

　山国川
山国川河川事務所
調査課
0979-24-0571

大分河川国道事務所
調査第一課
097-544-4167

長崎河川国道事務所
諫早出張所
0957-22-1356

武雄河川事務所
調査課
0954-23-5151
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7月20日（日）
白川地域防災センタ－寺子屋
「子ども川の安全講習」

水難事故防止を目的として、川の危険性や恐ろしさを
知って、身の守り方を学ぶ安全教室を実施し、川での
安全利用に関する知識と技術を学習・体験する。

小学４年生～中学生
熊本河川国道事務所
白川地域防災センタ－
096-364-5454

７月27日（日） 親子流域体験学習
親子での参加者に対し水難事故防止を目的として、川の危
険性や恐ろしさを知って、身の守り方を学ぶ安全教室を実施
し、川での安全利用に関する知識と技術を学習・体験する。

小学４年生～中学生
熊本河川国道事務所
調査第一課
096-382-1111

8月3日（日） しらかわの日「一斉清掃」
市民団体主催の一斉清掃終了後、川の安全講
習・水生生物調査等を実施し、川の安全利用に関
する知識を伝える。

一般市民

8月6日（水）
白川地域防災センタ－寺子屋
「流域探検（黒川）と内牧遊水池」

環境や防災に関わる学習の場を活用して、川の
安全利用に関する知識を伝える。

小学４年生～中学生

　白川
　緑川

7月23日（水）
白川地域防災センタ－寺子屋
「川の生き物観察」

水生生物調査の場を活用して、川での安全利用
に関する知識と技術を学習・体験する。

小学４年生～中学生

　菊池川 6月末～9月 菊池川流域体験学習
体験活動（川の様子の学習、水生生物調査等）の場を
活用して、川に対する理解と安全利用に関する知識を
伝える。

流域（菊池市、熊本市北区、山鹿
市、和水町、玉名市）の小学校

菊池川河川事務所
調査課
0968-44-2171

7月7日(月) 水生生物調査、水難事故防止講習会
河川に内在する危険箇所や事故事例の説明・紹介を行うとともに、ラ
イフジャケット未着用者の救助方法、ライフジャケット着用時の泳法等
実習を行い、川の安全利用に関する知識・技術を伝える。

相良南小学校４年生
八代河川国道事務所
河川環境課
0965-32-4135

7月14日（月） 水生生物調査、水難事故防止講習会
河川に内在する危険箇所や事故事例の説明・紹介を行うとともに、ラ
イフジャケット未着用者の救助方法、ライフジャケット着用時の泳法等
実習を行い、川の安全利用に関する知識・技術を伝える。

一勝地小学校６年生

7月27日(日) 水難事故防止講習会「くまリバーランド」
河川に内在する危険箇所や事故事例の説明・紹介を行うとともに、ラ
イフジャケット未着用者の救助方法、ライフジャケット着用時の泳法等
実習を行い、川の安全利用に関する知識・技術を伝える。

一般市民（小学生以上）

　大淀川
　（本庄川）

7月4日(金) 水生生物調査、川の安全教室
本庄川において小学生たちと水生生物調査を行
うとともに川の安全利用に関する知識を伝える。

綾町立綾小学校

7月8日(火) 水生生物調査、川の安全教室
大淀川において小学生たちと水生生物調査を行
うとともに川の安全利用に関する知識を伝える。

宮崎市立浦之名小学校

7月16日(水) 水辺安全研修会
住民団体等の構成員で活動年数が浅い者に対
し、河川の安全利用に関する知識を伝える。

流域内の河川愛護団体指導者

　小丸川 7月23日(水) 水生生物調査、川の安全教室
小丸川において小学生たちと水生生物調査を行
うとともに川の安全利用に関する知識を伝える。

河川愛護団体

7月 街頭広報活動
街頭などにて、河川愛護や水質汚濁に関するチラシ・パンフレットの
配布を行い、良好な河川環境の保全再生の推進を図るとともに、ＰＦ
Ｄの着用方法等の川を安全に利用にする知識を伝える。

一般市民
延岡河川国道事務所
河川管理課
0982-31-1155

7～8月 水生生物調査
水生生物調査や水質調査を行ない、河川愛護の啓蒙
を図るとともに、川の安全利用に関する知識を伝
える。

延岡市内小学生・大学生
延岡河川国道事務所
調査第一課
0982-31-1155

　球磨川

　五ヶ瀬川

熊本河川国道事務所
白川地域防災センタ－
096-364-5454

　白川

　大淀川

宮崎河川国道事務所
調査第一課
0985-24-8221

宮崎河川国道事務所
調査第一課
0985-24-8221

八代河川国道事務所
河川環境課
0965-32-4135
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　五ヶ瀬川 7～8月 五ヶ瀬川リバースクール
水生生物調査や水質調査を行なうとともに、川の体験
活動を通じて、川の安全利用に関する知識、技術を伝
える。

延岡市内小中学生
延岡河川国道事務所
調査第一課
0982-31-1155

　番匠川 7月～8月 簡易水生生物調査
水生生物調査の場を活用して、安全利用に関す
る知識、技術を伝える。

佐伯市内の小・中学校
佐伯河川国道事務所
調査課
0972-22-1880

7月7日（月） 街頭広報活動
河川愛護月間のキャンペーンとして、河川愛護と
水難事故防止を呼びかけるパンフレット配布を川
内駅前等で実施。

一般市民

8月3日（日） 街頭広報活動
河川愛護と水難事故防止を呼びかけるパンフレット配
布、パネル展示等を薩摩川内市の川内川河川敷で開
催されるボート競技イベント会場にて実施。

一般市民

7月～8月 水質調査・水生生物調査、川の安全教室
7月19～21日にさつま町内の川内川河川敷で水
難事故防止講習会を実施。

流域の小学生、地域団体
川内川河川事務所
調査課
電話：0996-22-3359

7月下旬～
8月下旬

水生生物調査
流域内の子供達と水生生物調査を行うとともに川
で遊ぶ際の安全利用に関する知識を伝える。

鹿屋市市内の中学校

7月下旬～
8月下旬

水生生物調査
流域内の子供達と水生生物調査を行うとともに川
で遊ぶ際の安全利用に関する知識を伝える。

肝付町内の中学校

8月上旬 住民と協働による水質調査
水質調査に協力して頂いた団体等の方へ、川の
安全利用に関する知識を伝える。

河川愛護団体
地域団体（環境関係）

川内川河川事務所
管理課
電話：0996-22-3430

大隅河川国道事務所
調査第一課
0994-65-2993

　肝属川

　川内川


