第27回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰受賞
おめでとうございます
〜 田川ふるさと川づくり交流会、直方川づくりの会 〜
前号で３つの交流会を紹介いたしましたが､今回は､花と緑の愛護に顕著な功績のあった民間
の団体を表彰する｢みどりの愛護｣功労者国土交通大臣表彰を受賞した｢田川ふるさと川づくり
交流会｣と｢直方川づくり交流会 ( 表彰受賞は特定非営利活動法人直方川づくりの会）｣を紹介
します｡

田川ふるさと川づくり交流会

発足:平成１０年７月

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

本来の河川の姿を取り戻すことを目指して定例会を月１回行っています｡また､行政や他のボ
ランティア団体との意見交換も実施しています。
お問合わせ ： 交流会事務局 田川出張所 0947-44-0568

第 ４８号
タガッパ学校
身近な河川環境や川の楽しさ
などを体感してもらうことを
目的に開催しています

６月

河川環境学習への協力
子どもたちが学ぶ場で
河川環境の重要性を訴

河川清掃、花壇の植樹活動

えています

河川清掃や、河川美化活動として花壇の植樹活動
を行っています

直方川づくり交流会

発足:平成８年６月

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

｢川づくりは人づくり｣をスローガンに掲げ､遠賀川のより良い川づくりに関する提言をはじめ､
未就園児から大人までを対象にした｢河川環境教育｣の活動を展開し､環境保護や水質問題
等に取り組む次世代の育成にも取り組んでいます ( 定例会月 2 回）
お問合わせ ： 遠賀川地域防災施設 （遠賀川水辺館） 0949-22-1810

たこあげ大会（１月）

夏の一大イベント！ サマースクール（８月）

冬の野鳥を見に行こう！
遠賀川から花のプレゼント（５月） （12 月）
遠賀川流域だより2016.6−ᶃ

流域内の子どもたちの学習発表会
〜 第１２回『いけいけチャレンジ！遠 賀川』が開催されました 〜
３月５日（土）､遠賀川地域防災施設（遠賀川水辺館）で｢いけいけチャレンジ！遠賀川｣が
開催されました｡この発表会は､１年間､実践した水環境･水防災学習の成果を発表し意見
交換を行うもので､水環境･水防災教育の推進及び参加者同士の交流を目的としています｡
今回は､流域の７小学校が参加し､子どもたちは､色々な事を感じ､疑問に思ったことをた
くさんの人に尋ねたり､調べたりして学習したことを､どのようにしたら皆さんに伝えられるか
を考え､一生懸命発表していました｡
直方市立下境小学校

直方市立直方南小学校

嘉麻市立稲築東小学校

【発表内容】
【発表内容】
【発表内容】
私たちの川「遠賀川」
ビオトープを活用した米作り ぼくたち・私たちの
〜遠賀川の魅力を発信しよう〜
山田川を守る！
飯塚市立飯塚小学校

【発表内容】
飯塚大水害を語り継ぐ

芦屋町立芦屋東小学校

【発表内容】
私たちの遠賀川

岡垣町立吉木小学校

【発表内容】
「ちたる川」は豊かな川なのか？

中間市立中間東小学校

【発表内容】
ふるさと中間へ戻ってくる鮭を夢見て
卵から観察し、気がついたこと

芦屋の里浜づくり第２回植樹が行われました
３月１２日（土）､芦屋海岸で｢芦屋の里浜づくり｣第２回植樹が開催され､約４００人のボラン
ティアが参加しました｡福岡県と芦屋町は､地域の方々などと一緒に､芦屋海岸に地域の財
産として将来に誇れるすばらしい松林を造り育て､あわせて飛砂被害を軽減させる取り組み
を行っています｡平成２７年度は､約７,３００本のくろまつの苗木が植えられました。
また､３月７日､８日に芦屋小学校と山鹿小学校の卒業生による卒業記念植樹が行われま
した｡卒業生の皆さんにとって､良い思い出になったことでしょう。
『芦屋の里浜づくり』 の詳細は福岡県ＨＰへ
（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kitakyu-pw-satohamajikkouiinkai.html）
「芦屋の里浜づくり」実行委員の皆さん

遠賀川流域だより 2016.6−ᶄ

親子で遠賀川をまるごと学ぼう！！
〜 遠賀川まるごと探検隊が開催されました 〜
３月２０日（土）､田川地域を流れる遠賀川水系が果たす役割､歴史や文化､食のめぐみなど､
川と人とのかかわりを学ぶことを目的とした体験イベント｢遠賀川まるごと探検隊｣が開催され
ました｡（主催 ：｢田川広域連携プロジェクト推進会議｣（田川市郡 8 市町村及び福岡県））
午前の部では､彦山川（田川市内）で花の植栽体験とパックテストと透視度計による水質調
査を体験し､その後彦山川･中元寺川合流地点でサケの稚魚放流を行いました｡
その後､直方市にある遠賀川地域防災施設（遠賀川水辺館）に移動し､昼食と野鳥観察の
練習を行いました｡昼食休憩の際には､河川敷で放牧されているヤギ達と戯れることができました｡
午後の部は遠賀川河口堰に移動して遠賀川魚道公園で魚や鳥などの生き物を探した後､遠賀川河口堰資料室で
修了証書を受け取りました｡
参加した子どもたちからは､自然とふれあった喜びの声と｢今後ゴミを捨てないようにしよう｣､｢生き物を大切にしよう｣
などの声をいただきました。
透視度計での水質調査

参加者の皆さん

サケの稚魚放流

遠賀川水辺館前のヤギ

ため池の浄化作戦

野鳥観察

花の植栽体験

魚道公園での生き物探し

〜飯塚川づきあい交流会〜

流水が少ないため池では､夏に悪臭が漂い､周辺の方々や生物へ影響している状況が見
受けられ､このような池の浄化については､なかなか手がつけられていません｡
飯塚川づきあい交流会で水質浄化方法を検討し､NPO 遠賀川流域住民の会が竹炭を使
って､飯塚市筑穂にある池で地元の皆さんと浄化作業を試みました｡４月１９日（火）､現地調
査としてため池の底泥を採取しました｡
４月２６日（火）､地元の皆さんにご協力いただき､
竹炭を投入しました｡
今後､竹炭投入後の変化を一カ月間隔で調査す
る予定です｡
地元の皆さんに
ご協力いただきました 茂っている竹を刈り取り、ため池
への出入り口を整備しました

底泥採取、竹炭投入に
カヌーが大活躍

遠賀川流域だより 2016.6−ᶅ

・市町村支援班
前震４月１４日（木）２１時２６分､本震４月１６日（土）１時２５分に最大震度７を記録した平成２８年熊本地震
では､全国の国土交通省職員が様々な活動を実施しており､遠賀川河川事務所職員も被災地での活動等
を行いました｡今回は､役割ごとに国土交通省の活動状況を紹介します｡

被災市町村に配置され､河川､道路などの公共施設や斜面等の点検､災害対策車､照明車の提供等の市町村から
の各種要請に対応しています｡

◆ TEC-FORCE（緊急災害派遣隊）
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

大規模自然災害が発生し､又は発生するおそれがある場合において被災地方公共団体等が行う､被災状況の迅
速な把握､被害の発生及び拡大防止､被災地の早期復旧その他災害応急対策に対する技術的な支援を円滑かつ
迅速に実施することを目的としています｡（下記のほか､道路調査班､港湾調査班などが活動しています）

・河川調査班
熊本県からの要請を受け､熊本県管理河川の被害状況調査､復旧方法の提案などを行っています｡

物資支援の積み卸し作業

照明灯やバルーンライトで
夜間作業を支援

遠賀川河川事務所からも
飲料水等を被災地に送っています

◆ リエゾンの派遣
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

災害復旧等の支援に関する自治体からの相談受付･整備局への伝達等を行い､迅速かつ的確な災害対策およ
び災害支援を実施するために､ 被災自治体と整備局の連絡窓口として整備局職員を直接自治体へ派遣し､｢自治
体からの情報収集」｢被害情報及び応援に係る情報提供｣｢災害対策支援に係る調整｣を行います｡
※リエゾン 【liaison】 とは、 フランス語で 「組織間の連絡、 連携」 という意味です

・砂防調査班
熊本県､被災市町村からの要請を受け､被災市町村内の緊急度の高い土砂災害危険箇所の点検を行います｡

防災会議に参加し、情報収集

リエゾン・ＴＥＣによる自治体首長への調査報告

取り組みの詳細は九州地方整備局ホームページでご確認下さい
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

九州地方整備局ホームページでは､平成２８年 熊本地震に対する様々な取り組みを詳細に紹介しています｡今後も国土交通
省は被災地の早期復旧に向けて支援を続けていきます。

・ドローンを使用した被害状況調査
ドローンでの調査は､ヘリコプターよりも斜面崩壊箇所に近づくことが可能で､詳細な状況が把握できます｡

遠賀川流域だより 2016.6−ᶆ

ぜひ一度ご覧下さい。
九州地方整備局ホームページ
http://www.qsr.mlit.go.jp/

九州地方整備局

検索

遠賀川流域だより 2016.6−ᶇ

６月〜７月の水辺のイベント情報

※ 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。

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。

①みずしるべ

③遠賀川水辺館カヌースクール

②「中元寺川河川公園」川探検
６月９日(木)

７月３日（日）開講式

６月１１日(土)

概要：北九州市立香月小学校の５年生が
校区内を流れる笹尾川について「み
ずしるべ（川のすこやかさ指数）」を
調査。現地で水質調査や魚の調査
を実施予定。
会場：笹尾川水辺の楽校
問：笹尾川水辺の楽校運営協議会
tel.０９０−７４５４−６８１０（松尾さん）

概要：添田町の貴重な清流に触れる事を
テーマに、添田町の中元寺川で子供
と大人が一緒に遊び、川の生物を学
び、清掃活動を行う。
会場：田川郡添田町中元寺
（中元寺小学校より２００ｍほど先）
問： アカザを守る会
tel． ０９０−２９６５−８０８１（ 武貞さん）

概要：水辺の体験活動を楽しく学ぶイベン
ト。資格保有者による指導で、初心
者の方でも簡単にカヌー体験が出
来る。毎週日曜に実施（夏休みは土
日）、１０月まで開催予定。
※天候、イベントの都合により変更
あり。
会場：直方市溝堀 遠賀川水辺館
主催：特定非営利活動法人
直方川づくりの会
tel.０９４９−２２−１８１０

④「野田河川公園」川探検

⑤いきいき子供講座(寺子屋)

⑥遠賀川リバーチャレンジスクール
（サマースクール）

７月９日(土)

７月２３日(土)

概要：添田町の貴重な清流に触れる事を
テーマに、添田町の彦山川で子供と
大人が一緒に遊び、川の生物を学
び、清掃活動を行う。
会場： 田川郡添田町野田
（「道の駅 歓遊舎ひこさん」前）
主催：アカザを守る会
tel.０９０−２９６５−８０８１（武貞さん）

概要：子ども達が楽しく水の大切さを学ぶ
イベントとして、「きれいな水を作って
みよう」「笹尾川の自然を学ぼう」や
カヌー教室を実施予定。
会場：笹尾川水辺の楽校
主催：笹尾川水辺の楽校運営協議会
tel.０９０−７４５４−６８１０ (松尾さん)

⑦遠賀川源流の森づくり下草刈

⑧第37回 遠賀川川下り大会

７月２４日(日)
概要：嘉麻市馬見の西馬見区有林及びヲ
ヲガンノ市有林の下草刈を実施。開
会式終了後、バスで下草刈会場に
移動し作業を行う。
会場：旧 大隈小学校グラウンド
（集合場所）
主催：遠賀川源流の森づくり推進会議
tel.０９４８−５７−３１０４

７月２３日(土)〜２４日(日)
概要：遠賀川の魅力を再発見する１泊２日
のサマースクール。カヌーや水中た
んけん、まきまきパンづくり、水辺の
生き物調べなどを体験する。小学４
〜６年生対象。
会場：直方市溝堀 遠賀川水辺館
主催：直方川づくり交流会
（直方出張所内）
tel.０９４９−２４−００８３

⑨第１３回遠賀川カヌー駅伝大会

７月３１日(日)、予備日８月７日(日)
概要：飯塚市から直方市までの国内最長約
21kmのレースに「手作りいかだ」や
「手作り舟」がタイムを競う。例年５０
チーム約５００人が参加。
※参加募集は6/15まで
会場：遠賀川（飯塚市の芳雄橋〜直方市の
菜の花大橋まで
主催：遠賀川川下り大会実行委員会
tel.０９０−８６６６−３６００ (棟形さん)

７月３１日（日)、予備日８月６日(土)
概要：カヌーを通じて遠賀川を川面から体
感し、河川環境に親しんで貰うイベ
ント。終了後は、河川清掃及び水質
調査を行う。
会場：飯塚市太郎丸 穂波川左岸河川敷
【楽市橋〜天道橋の間】
問：飯塚川づきあい交流会
tel.０９０−３７３４−００９１（野見山さん）

(

第４７号P6イベント情報の「⑦風治八幡宮川渡り神幸祭」「⑧ほたる鑑賞会」「⑨香月・黒川ほたる祭り」の開催日に誤表示がありました。
心よりお詫び申し上げます。
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⑤いきいき子供講座（寺子屋）
7月23日(土)
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6月9日(木)

 ಄ַ

いきいき子供講座（寺子屋） ⑤①
みずしるべ
 দ

ɾ ΄ͨΔࡇΓ
ʢ ʣ

ईַ

ַ
 Ԧڦ

⑥遠賀川リバーチャレンジスクール
7月23日(土)〜24日(日)
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③遠賀川水辺館カヌースクール
7月3日(日)開校式
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⑧第37回遠賀川川下り大会
7月31日(日)、予備日8月7日（日）
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第13回 遠賀川カヌー駅伝大会
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④「野田河川公園」川探索
7月9日(土)
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⑨第13回遠賀川カヌー駅伝大会
7月31日（日）、予備日8月6日（土）

遠賀川源流の森づくり下草刈り
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④ 「野田河川公園」川探索

② 「中元寺川河川公園」川探索
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⑦遠賀川源流の森づくり下草刈り
7月24日(日)
②「中元寺川河川公園」川探索
6月11日(土)
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遠賀川流域だより 2016.6−ᶉ

遠賀川河川事務所からのお知らせ 〜大雨・洪水への備え〜
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

※遠賀川流域では、 年間降雨量の３〜４割が出水期 (６月〜９月 ) に集中しています。
梅雨前線に伴う大雨やゲリラ豪雨などに適切に対応するには、 自主的な情報収集が大切です。
今回はインターネットでの情報入手方法と河川水位の危険度レベルを紹介します。

●インターネットでの情報入手方法
携帯電話からでも雨量や水位の情報
を入手することができます｡「まもるくん｣
と｢河川情報アラームメール｣は事前に
登録すると､災害などの状況をメールで
知らせてくれます。

http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/cctv/
http://i.river.go.jp
http://www.bousaimobile.pref.fukuoka.lg.jp/
http://www.mobile-doboku.pref.fukuoka.lg.jp/
下記のメールアドレスに空メールを送信すると河川情報アラームメールに登録されます。

kasenalarm-entry@qsr.mlit.go.jp

●河川水位の危険度レベル
・ 川には避難の目安となる､水位に応じた危険度レベルがあります｡
・ ホームページや携帯サイトの水位情報に書いてある言葉の意味は以下のような事を指しています｡
・ 各自治体から発表される｢避難準備情報･避難勧告･指示｣などや河川情報に注意して､危険だと判断したら
指示などがなくても早めの避難を心がけましょう｡
ついにはん濫が
遠賀川
発生したぞ！
はん濫発生情報
発表

レベル

はん濫の発生

はん濫危険水位
いつ氾濫してもおかしくない
状態です。

はん濫危険水位

自治体、住民に
求める行動

水位
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レベル 5
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普段の水位

早めに
避難しよう！

はん濫危険水位に
達したぞ！

はん濫が発生する前に避難を完了しましょう。

レベル4
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はん濫危険水位

遠賀川
はん濫危険情報
発表

自治体は避難勧告等の発令を検討する段階です。
浸水が想定される地域の方は、予め確認してお
いた避難場所への避難を始めましょう。

堤

防

普段の水位

レベル3

避難判断水位
避難行動の準備を行う目安
となる水位です。
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自治体は避難準備情報の発令を検討する段階です。
住民は非常用持ち出し品の準備や、家族との連絡

はん濫危険水位に
達しそうだ！

など避難の準備を始めましょう。
避難判断水位

レベル 2

はん濫注意水位
はん濫の発生に対する注意
が必要となる水位です。

住民は、はん濫に関する情報に注意が必要です。

堤

防

水防団が水防活動を行う
ために待機する水位です。

はん濫注意水位に
達したぞ！

水防団は、待機を行う段階です。
はん濫注意水位
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遠賀川流域だより
発行

国土交通省遠賀川河川事務所
住所 直方市溝堀 １ 丁目 １ − １
電話
０ ９ ４ ９ −２ ２ −１ ８ ３ ０
F A X ０ ９ ４ ９ −２ ２−２ ８ ５ ９
H P アドレス http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/

遠賀川流域だより 2016.06−ᶊ

普段の水位

水防団は、出動する段階です。

レベル 1

水防団待機水位

遠賀川
はん濫警戒情報
発表

防

皆様のご意見、ご感想をお寄せください。
協力

N P O 法人遠賀川流域住民の会
電話 ０ ９ ４ ８−２ ２−３ ５ ３ ５
h t tp ://www. ongagawa. j p/

遠賀川
はん濫注意情報
発表
普段の水位

