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第第１７回日本水大賞 賞 国
～直方川づくり 会～川川川川川川川川川川川川川づづづづづづづくくくくくくくりりりりりりりり 会会会会会会会会会会会会会～

太田国土交通大臣から表彰状を
授与される直方川づくり交流会の
　　　　　　　　　野見山ミチ子座長

太田国土交通大臣と「直方川づくり交流会」の皆さん

　｢直方川づくり交流会｣が､第１７回日本水大賞の国土交通大臣賞を

受賞し､平成２７年７月７日( 火 ) に日本科学未来館 (東京都江東区 )

で行われた授賞式で太田国土交通大臣より表彰状が授与されました。

●受賞理由

「川づくりは人づくり」 ～市民による川づくり 遠賀川夢プラン～

＊平成 8 年に交流会を発足　｢川づくりは人づくり｣がスローガン

＊200 回を超える活発な議論を経て､より親しまれる将来の遠賀川

　への思いを込めた｢遠賀川夢プラン｣を提案

＊遠賀川で学んだ子供達が､過去４ 回の 『世界子供水フォーラム』

  に日本代表として参加するなど､ 環境保護や水質問題等に取り組

  む次世代の育成に成果をあげている

　行政と協働した川づくりや｢河川環境教育｣を通じた人づくりなどの

活動を 19 年間継続してきたことが高く評価されました

■日本水大賞とは・・・

健全な水循環に寄与する､水防災､水資源､水循環､水文化､復興の各分野におけ

る様々な活動を対象に特に優れたものを表彰し､広く国民に発信することを目

的として､日本水大賞委員会が平成10年度から毎年行っているものです。
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世界遺産登録決定！遠賀川水源地ポンプ室世界遺産登録決定！遠賀川水源地ポンプ室

遠賀川水源地ポンプ室（中間市土手ノ内） 見学者に説明をする観光ガイドのみなさん くす玉を割る、松下中間市長

　７月５日(日)､中間市にある遠賀川水源地ポンプ室が「明治日本の産業革命遺産　製鉄・

製鋼､造船､石炭産業」の構成資産として､世界文化遺産に登録されることが決まりました。

　１トンの鉄をつくるのに約200トンの水が必要です｡官営八幡製鐵所では､鉄鋼生産に必

要な工業用水を遠賀川から取水するため､1910(明治43)年､遠賀川水源地ポンプ室の

操業を開始しました｡ここで取水された遠賀川の水が､鉄鋼の生産を通じて日本の成長

をささえてきました。

　赤レンガ造りの建物には西洋から伝わった水道施設の建築技術や動力機関の発展

史が秘められています｡今も現役で送水を続けていますが､稼働中の施設が世界遺産

になるのは日本では初めてです。

　現在､周辺の整備を進めており､夏休み期間中は毎日見学スペースに観光ガイドが

常駐します｡また､近くでは中間堰の工事が行われ､遠賀川の治水工事の移り変わりを

知ることができます｡ぜひお立ち寄り下さい｡

※非公開施設のため敷地内への立ち入りはできません｡また､周囲に駐車場はありません。

　 (問い合わせ：中間市世界遺産推進室 ＴＥＬ０９３－２４５－４６６５）
　　　　　　                                          

写真提供 ： 新日鐵住金㈱八幡製鐵所



2

第第２０回 フェスティバルin千石 2015　ウォークラリー大会ウォークラウォ クラリー大会リ 大会大会

　５月３１日(日）､宮若市の代表的な観光地 ｢宮若市いこいの里千石 ｣ で 『 第２０回フェスティ

バル in 千石 2015　ウォークラリー大会』 が開催されました。

　水辺公園をスタートした約 300 人の参加者は ､ 新緑の中 ､アトラクションやクイズをしながら自

然豊かな約８km のコースを歩きました。

　開会式では､主催者の宮若市商工会青年部の会長が｢雨で開催が危ぶまれ心配しましたが､

たくさんの人に参加いただいて開催できたことをとても嬉しく思っています｣とあいさつ｡ 参加者

からは｢歩くのは気持ちが良いですよ ｡健康のために毎年参加しています｣「楽しく参加させて

もらいました｣「面白かったです｣との声が上がっていました。

狙いを定めて･･･

いち ・ に ・
　　さん ・ し！！

ラジオ体操

ごみ拾いで川もきれいに

宮若市商工会青年部のみなさん

タガッパ学校 2015 in 田川タガッパ学校 2015 in 田川

　６月６日（土）､田川市糒の高柳堰で『タガッパ学校2015 ｉｎ 田川』が開催されました。

　このイベントは､田川市内の小学生を対象に､市内を流れる河川の環境を体感してもらうことを

通じて河川環境を考え行動できる人材の育成を目的に､「田川ふるさと川づくり交流会」と国土

交通省遠賀川河川事務所､福岡県田川県土整備事務所､福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事

務所､田川市教育委員会が開催しています。

　当日は水質調査とカヌーの練習が行われ､水質調査では､ひこさん勧遊舎付近の彦山川で採

取した水と､中流（金辺川・清瀬河川公園や中元寺川・春日橋）で採取した水の違いを､臭いや

水の色などを比較して調べました。

 　「田川ふるさと川づくり交流会」の村岡会長は､「昨日の雨で増水したので川の中に入って調査できないのは残念

ですが､身近な川のことを学び､川を大切にしてください」と話されました。

どんな調査をするの？どんな調査をするの？

カヌーの練習カヌーの練習
　　わくわくしてきた!!　　わくわくしてきた!!

大きい魚にも･･･大きい魚にも･･･
　　　タッチ!!　　　タッチ!!

川の水、川の水、
　きれいかな？　きれいかな？

レッツゴー!!

レッツゴー!!
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みんなの手で川をきれいに　遠賀川清流ルネッサンス流ルネッサン流ルネッッサン清流清流流流流流流流清清 ネネ流流流流 ンンルル ササッッルルネネ清流 ネッ ンンスンスンンススススススス
　６月２５日 ( 木）､遠賀川河口堰資料室で 『第７回水エコしよう！遠賀川清流ルネッサンス

キャンペーン』 が開催され､芦屋町立山鹿小学校 4 年生の児童や地域の方々が参加しま

した。

 　 このキャンペーンは､同実行委員会 ( 小学校､河川環境保全モニター､行政 ) が､遠賀川

の水質･生物調査や講義を通じて､川の水質と汚濁の原因を考え､自分たちでできる生活排

水対策 ( 水エコ ) に取り組んでもらうことを目的に開催しています。

　 参加者は､河川環境保全モニターの渕上さんか

ら遠賀川の上流や下流､海にすむ魚の特徴につい

て説明を受け､見慣れない魚にびっくりしたり､喜ん

で手にしたりしながら学習していました。

 　 また､食べ残しをすると､食器洗いにたくさんの水を使うだけでなく､川を

汚してしまうなど､自分たちの生活が水質や環境に大きく関わっていること

を学びました。

上流と下流にすむ魚の標本や水質調査の結果を見て､川をきれいにする大切さを学びました

当日はテレビ局の取材も･･･緊張したかな？

魚博士渕上さんの講義

遠賀川にはどんな魚がいるのかな？ や水質調査の結果を見て､川をきれいにする大切さを学びました

備えが大事･･･　昭和備えが大事･･･　昭和２８年 遠賀川大水害展&体験継承のつどい８年 遠賀川大水害展&体験継承のつどい
　 梅雨前線に伴う記録的な豪雨により北部九州で発生した昭和２８年６月の大洪水｡

遠賀川では堤防が決壊し､死者20人・負傷者211人・家屋被害39,774戸の被害があ

りました。

　６月２８日（日）､遠賀川水辺館で被災を経験した方々に当時の状況を語っていた

だく『昭和２８年 遠賀川大水害体験継承のつどい』が「北九州大水害を記録する会」

の主催で行われ､約80人が参加しました。

　被災体験者からは､川の状況を見に行った消防団員が走りながら大声で避難を呼

びかけていたことや､決壊後に濁流が迫ってくるときに家畜を連れて高台に避難した

こと､水が引いた後に備蓄していた米が発酵していたことなど､後片付けの苦労など

を伺いました｡また､遠賀川河川事務所から出水時の情報収集方法の説明､直方市か

ら非常食の配布がありました。

　あわせて､６月１６日から７月５日まで､当時の新聞記事と新たに見つかった写真を展示した大水害展が開催さ

れ､420人を超える方々が訪れました｡

  遠賀川流域でも度重なる洪水被害が発生していることや､新聞やテレビニュースに紹介されたこともあり､多く

の方々に災害を考え､日頃からの備えの大切さを知る機会となったようです。

イベント開催状況

破堤状況の写真の紹介

被災状況の写真展示

破堤決壊箇所の復旧状況
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（（寄稿：直方市 都都市計画課公園街路係））

　直方市の北東部上頓野地区・尺岳川上流に位置し､美しい渓流の中に駐車場・遊歩道も

整備され､豊かな緑に囲まれた公園です｡周辺はもみじ､ツツジなど季節感あふれる花木が

植えられ川はとてもきれいで滝つぼ・渓流からなる親水広場があり､小さなお子さまでも安心

して遊ばせられ､自然を丸ごと体感できます。

　場所：直方市大字上頓野2894番-1

　駐車場：無料４台

　問い合わせ：直方市都市計画課　ＴＥＬ０９４９－２５－２２００　　

渓流の中に駐車場・遊歩

ジなど季節感あふれる花

あり､小さなお子さまで

　

歩道

花木が

でも安

も

が

心心

整備された遊歩道を降りていくと滝壺や親水広場があります

　博多の奥座敷､宮若市の脇田温泉そばを流れる犬鳴川沿いには､大地原橋から座主之

瀬橋の間５６０ｍにわたって､川のせせらぎを楽しみながら散歩ができる遊歩道「楽水之径

（らくすいのみち）」が整備されています｡座主之瀬橋より上流は､宮若全国俳句大会の入

賞作品を顕彰した句碑が立ち並ぶ「俳句の道」へと続きます｡大地原橋から「楽水之径

（らくすいのみち）」に降り､川の流れと俳句や樹齢３００年の大楠､楠の滝､泳ぎ回るハヤ・

鯉・川魚などを見ながら進んでいくと､座主之瀬橋の手前に親水公園が広がっています｡

浅瀬のため､夏には水遊びを楽しみに小さな子お子さん連れの方が多く訪れます。脇田

温泉とともにおすすめできる癒しのスポットです。

  【楽水之径（らくすいのみち）親水公園】

  場所：宮若市脇田  （脇田区公民館の裏、湯めぐりの宿　楠水閣そば）

  駐車場：なし

  問い合わせ：宮若市観光協会   ＴＥＬ0949-55-9090（月曜定休、10：00-17：00）

（（寄稿：宮若市役所 産産業観光課観光推進係））

いには､大地原橋から座

歩ができる遊歩道「楽水

は､宮若全国俳句大会の

大地原橋から「楽水之径

楠､楠の滝､泳ぎ回るハ

水公園が広がっていま

の方が多く訪れます。脇

水閣そば）

定休、10：00-17：00）

座主之

水之径

の入

径

ハヤ・

ます｡

脇田

之

径

入

楽水之径の案内図 （看板） すぐ側には温泉や 「俳句の道」 も

   飯塚市の国道201号線の八木山峠に位置し､八木山麓にある､美しい渓流に大小さまざま

な岩からなる滝群と､マイナスイオンいっぱいの豊かな緑に囲まれた景勝地です｡木漏れ日

が差し込む豊かな緑に虫たちがさえずり､遊歩道の脇を流れる渓流はとてもきれいで､自然

を丸ごと体感できます｡

　※以前の水害により一部ご利用できない場所がありますのでご注意ください。

　※トイレはありませんのでご注意ください。

　　

　場所：飯塚市八木山

　駐車場：若干（無料）

　問い合わせ：飯塚市 商工観光課　ＴＥＬ０９４８－２２－５５１７

（（寄稿：飯塚市 商商工観光課））

る､美しい渓流に大小さま

れた景勝地です｡木漏

渓流はとてもきれいで､

ご注意ください。

まざま

れ日

自然

ま

然

巨岩奇石と大小多数の滝

  この時期になると川で遊んでいた子ども時代を思い出す人も多いと思います。添田町野田

にある道の駅「歓遊舎ひこさん」から上流にかけての彦山川は､非常にきれいで川遊びをす

る家族連れや子ども達が多くみられます。

　また､このあたりは川のいろんな風景が見られ､例えば夕方頃まわりが少し暗くなってきた時

に川辺で遊ぶ子ども達をみていると､ふっと自分がむかし子どもの頃に遊んでいた川の風景

と重なって見えるときがあります。

　一度川の音を聞きに訪れてみませんか。あなたも昔の自分や一緒に遊んだ友だちと会える

かもしれませんよ。・・・そういった入り口に入ってしまったかのような魅惑の世界を体験してみ

てください。

但し、川での事故も多いので、くれぐれも安全にはお気をつけ下さい。

（（寄稿：田川ふるさと川づくり交流会)会)

多いと思います。添田町

非常にきれいで川遊び

まわりが少し暗くなってき

の頃に遊んでいた川の

一緒に遊んだ友だちと

うな魅惑の世界を体験

下さい。

町野田

びをす

きた時

の風景

と会え

してみ

田

す

時

景

える

み

添田町野田地区の彦山川 （歓遊舎ひこさん付近） 添田町桝田地区 （本村堰）
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事前申込が必要なイベントがあります。また、天候により開催日が変わることがありますので、お問い合わせ先にご確認ください。

※ 各イベント名の前に付いている番号は、次ページの地図に表示の

イベントを示しています。

①第第１２回 遠賀川カヌー駅伝大会

８月２日(日)
概要：カヌーを通じて水面から河川に触れ

肌で感じ、遠賀川の河川環境を学び

ながら、小学生から大人まで老若男

女が熱戦を繰り広げる。

会場：飯塚市太郎丸

「穂波川」特設コース

主催：飯塚川づきあい交流会

(飯塚出張所内)
tel.０９４８－２２－１４１０

②落合河川公園川探検

８月８日(土)
概要：添田町の貴重な清流に触れる事を

テーマに、添田町の彦山川上流で子

供と大人が一緒に川で遊び、川の生

物を学び、清掃活動を行う。

会場：田川郡添田町落合添田駅下付近

主催：アカザを守る会

tel.０９０－２９６５－８０８１

③知って！遊んで！学ぶ！

アサデス「川リンピック」ｉｎ遠賀川

８月８日(土)
概要：第１９回ＫＢＣ水と緑のキャンペーン

イベントとして遠賀川を舞台にした

水上競技大会を開催。水の恵みを

体感する水上アドベンチャーイベント。

会場：飯塚市吉原町（穂波川芳雄橋付近）

主催：ＫＢＣテレビ

tel.０９２－７２１－１２３４

④穂波川「少年少女カヌー大会」

８月９日(日)
概要：小・中学生を対象としたカヌー大会。

大会当日は、河川清掃と河川環境

パネル展示も実施。

会場：飯塚市太郎丸（穂波川楽市橋上流）

主催：福岡県カヌー協会

だいぶカヌークラブ

tel.０９４８－７２－２０９９

⑤流イキッズ交流会

８月２１日(金)～２３日(日)
概要：遠賀川水系の子どもたちに、源流点

見学や河口堰見学、アカウミガメ保

護活動見学などを通して、楽しみな

がら遠賀川を守っていくための意識

を高める交流イベントを開催。

会場：飯塚市、嘉麻市、中間市、水巻町、

芦屋町、遠賀町、岡垣町

主催：遠賀・中間広域連携プロジェクト推進

会議ほか tel.０９２－６４３－３１７９

⑥夏休みだ！水辺で遊ぼう

８月２３日(日)
概要：夏休み最後の思い出と宿題を兼ねて、

“夏休みだ！水辺で遊ぼう” を開催。

カヌーに乗ってみよう！、笹尾川の自

然で遊ぼう！、きれいな水をつくって

みよう！を体験する。

会場：八幡西区楠橋芝谷橋下

笹尾川水辺の楽校

主催：笹尾川水辺の楽校運営協議会

tel.０９３－６４１－５９４８

（北九州市上下水道局水質試験所内）

⑦第７回 いいづか防災フェア

８月２３日（日）
概要： いいづか防災フェアでは、防災体験

コーナーで災害対応機器の体験な

どを通じて防災について学び、災害

対策車などと一緒に写真撮影もで
きる。

会場：飯塚市芳雄町 飯塚防災センター

及び周辺遠賀川河川敷

主催：飯塚市防災安全課

tel.０９４８－２２－５５００

⑧芦屋・若松海岸クリーン

キャンペーン ９月６日(日)
概要：遠賀川に何気なく捨てられたゴミが

河口堰や芦屋・若松海岸に流れつき、

地元住民の方に大変迷惑をかけてい

る。遠賀川流域の住民みんなで毎年

５００人規模で開催。芦屋町に集い清

掃活動を行う。

会場：芦屋町柏原漁港

主催：NPO法人遠賀川流域住民の会

tel.０９４８－２２－３５３５

⑨「今川」川探検
９月１２日(土)

概要：添田町の貴重な清流に触れる事を
　　　 テーマに、添田町の今川で子供と
　　　　大人が一緒に川で遊び、川の生物
　　　　を学び、清掃活動を行う。

会場：福岡県田川郡添田町津野

主催：アカザを守る会

tel.０９０－２９６５－８０８１

⑩遠賀川源流の森再生応援団

９月１３日(日)
概要：放置された竹林を伐採して、竹炭を

作り、竹炭を使って水の浄化を行う

取り組み。毎年、流域住民をはじめ、

地元の高校生・大学生ら若者達の

応援がある。

会場：嘉麻市千手 長野地区

主催：NPO法人遠賀川流域住民の会

tel.０９４８－２２－３５３５

⑪第７回 彦山川ペーロン大会

９月１３日(日)

概要：大型ゴムボートで短距離レースを楽し

み遊ぶことで、川に親しみ広く河川愛

護、河川環境向上を目指す。

会場：田川市糒 彦山川高柳堰周辺

主催：彦山川ペーロン大会実行委員会

tel.０９０－８６６６－３６００ (棟形)

⑫第３回小竹ひがん花まつり2015
９月２０日(日)１０～１６時

概要：各種イベントを開催。その一つとして

１０時１０分～１１時まで小竹遠賀川

河川敷クリーンキャンペーンを行う。

会場：小竹町役場前遠賀川河川敷

主催：ＮＰＯ法人

「小竹に住みたい」まちづくりの会

tel.０９４９－６２－１１１８ 吉良





川を安全に楽しむために川を安全に楽しむために

川は、とても楽しいところです。また、貴重な自然体験ができる場所です。
しかし、川には危険がひそんでいることがあり、危険を知って、それを回避することが大切です。

急な増水に気をつけて！
兵庫県の都賀川（とががわ）では、大雨で川の水かさが急にふえて、
大人２人、こども３人が流されてなくなるという悲しい事故がありました。

遊んでいる周辺では降ってい

なくても、上流の山間部で雨が

降っていることもあります。

大雨が降ると川の水かさが急

に増えることがあり、川は時と

して怖い場所になるのです。

わずか１０分間のあいだに１．３ｍも水位が上昇しました。

急な増水から身を守るために！

８

1．1．川に行く前に準備を！
○天気予報を確認しましょう。

○だれといっしょに行くか、おうちの人に必ず伝えましょう。

○一人では決して行かないようにしましょう。

2．2．川についたら確認しよう！
○周辺に雨雲がないか確認しましょう。

○危険をしらせる看板などがないか確認しましょう。

○階段やスロープなどのにげ道を確認しましょう。

○上流や下流の様子を確認し、危険な場所には近づかないよう

にしましょう。

３．３．こんなときはすぐに川から出よう！
○空が急に暗くなったり、雷がなったりしたとき。

○雨が降りだしたとき。

○ダムからの放流をしらせるサイレンが聞こえたとき。

河河川情報は携帯電話からもチェックできます！

遠賀川流域の河川画像や雨量・水位

の状況など、様々な情報を１０分毎

に提供しています。

｢｢QRコード｣は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

精霊流しの御供物がの御供物が
　　　　 泣いている！　　　　 泣いている！

　先祖を敬うお盆の風物詩『精霊流し』の

精霊船やお供え物が河川に放置され、

水質悪化や悪臭の原因になっています。

　また、それら処分費用として、私たちの

税金が多く必要となります。

　精霊流しは、
地元の役場から
指定された場所で
ルールを守って
行いましょう。

川を安全に楽しむために！
川を安全に楽しむために役立つホームページ等をご紹介します。川に遊びに行く前にチェックなさって下さいね。

●川の防災情報　　　　http://www.river.go.jp/（パソコンサイト）　　　http://i.river.go.jp/（携帯サイト）
●安全な川遊びのために【DVD】　　　http://www.mizube-support-center.org/contents/dvd.html

●川の事故防止 自分で自分を守る方法　http://www.qsr.mlit.go.jp/n-kawa/kawa-guide/special/data02.html

●全国の水難事故マップ　　　　　　　　http://www.mizube-support-center.org/map/suinan/ 

●危険な動植物、ケガ・傷等の手当　　 http://www.jon.gr.jp/qq/creature/


	onga43-p1
	onga43-p2
	onga43-p3
	onga43-p4-5
	onga43-p6
	onga43-p7
	onga43-p8

