
平成３０年６月２９日 

九州地方整備局 

愛護月間中は、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、市民団体と関係機関等が連携し、①地

域と一体となった良好な河川環境の保全・再生、②地域社会と河川

との関わりの再構築、③河川愛護意識の醸成、④河川の適切な利用

の推進のための様々な活動等を行います。 

また、７月1日～７日は、河川の水難事故防止に努めるため、「河

川水難事故防止週間」と定め、安全知識の普及促進のための啓発活

動等も行います。 

九州地方整備局管内においては、「ゴミの一斉清掃」や「水生生

物調査」、「子ども川の安全教室」等の取り組みを、市町村や住民

団体等と連携して実施することとしています。（２～４頁のとおり） 

併せて、愛護月間中に「絵手紙」の募集を行います。（募集期間、

募集要領及び送付先は６頁のとおり） 

【お問い合わせ先】 

国土交通省 九州地方整備局 河川部 

      課長補佐  川端 良一（河川管理課）【内線3752】 

      課長補佐  薄田 邦貴 （河川環境課）【内線3652】 

  （代表）電話 092-471-6331 

  （直通）電話 092-476-3527 

7 月 1日～7月 31日は、「河川愛護月間」です。 
（推進標語：せせらぎに ぼくも魚も すきとおる） 

国土交通省では、毎年７月を「河川愛護月間」と定め、国民の

河川愛護意識を醸成するための取り組みを実施しています。

（この取り組みは昭和49年から実施） 
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水系名 予定日 行事名・講座名等 行事、講座内容等 対象者 問い合わせ先

7月4日（水） 防災・減災ワークショップ
いつどこで起こるかわからない災害に対する備え
を防災士によるワークショップで学ぶ

一般　３０名まで

7月7日(土) 昭和２８年大水害を伝える会 昭和２８年水害を体験した人の証言会　 一般

7月7日(土) 水辺で乾杯！２０１８
国交省ミズベリングプログラム
各自近くの水辺で上記時間に乾杯を行う

一般

7月14日(土) 川のお掃除活動
高良川、筑後川河川敷の清掃、回収したゴミの分
別

一般

7月14日(土) 筑後川クルーズヨガ 観光船に乗船し、船内でヨガを体験 一般　定員１５名

7月14日(土) くるめんリバークルーズ 観光船で合川地区～水天宮付近までを周遊 一般　定員５０名

7月16日(月・祝) 日本水大賞受賞報告会・河川愛護活動報告会
日本水大賞を受賞した２団体による活動報告なら
びに受賞の報告
市民団体会員による河川愛護活動の事例報告

一般

7月16日(月・祝) こーら川こども探検隊①
高良川での魚の観察
終了後は活動のまとめを作成

小学生　定員１５名

7月22日(日) 子ども水辺チャレンジ 川遊び、川のゴミ拾い 小学生　定員１５名

7月22日(日) ゴミゼロポスターづくり（捨てないでキャンペーン） 川のゴミ調べ、啓発ポスターづくり 小学生　定員１５名

7月25日(水) こーら川こども探検隊②
高良川での魚の観察
終了後は活動のまとめを作成

小学生　定員１５名

7月29日(日) こーら川こども探検隊③
高良川での魚の観察
終了後は活動のまとめを作成

小学生　定員１５名

7月1日（日）
～7月31日（火）

河川愛護団体紹介事業
河川愛護活動団体の紹介ならびに、活動に対す
る質問の受付など

一般

7月13日（金）
～7月31日（火）

筑後川とつながる海の生き物写真展
ダイビング専門家等が撮影をした九州近海の生き
物の写真展示

一般

7月7日（土） 水生生物・水質調査 水生生物・水質調査（彦山川） 田川市内小学生

7月14日（土） 水生生物・水質調査 水生生物・水質調査（金辺川） 香春町内小学生

7月21日（土）
～7月22日（日）

遠賀川リバーチャレンジスクール
「サマースクール」

「Ｅボート＆カヌー体験」　　「遠賀川水中探検」
「水辺の生き物調べ」　　「遠賀川で魚釣り」

小学４～６年生
遠賀川河川事務所
直方出張所
0949-24-0083

嘉瀬川
7月22日（日）
8月19日（日）

石井樋フェア
石井樋公園内でカヌー乗船、ロープを使った水難
救助訓練、川流れ体験などを実施し、河川の安全
利用に関する知識を伝える

一般（小学４年生～中学３年生）

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、河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、河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29日（日） アザメの瀬夏休み自然環境教室
いくつかの環境の異なる湿地で、水生昆虫や魚の
調査を行い、生息場所と生息する生き物の関係を
考察する

一般（小学生）

7月28日（土） 厳木川リバースクール
ゴムボート乗船、川流れ、魚とり等の体験を実施
し、河川の安全利用に関する知識を伝える

一般（幼稚園児～中学生）

7月3日（火） シジミの放流 水質浄化及び河川環境美化活動のイベント 諫早市立湯江小学校６年生

7月7日（土） 水辺で乾杯
この取組は水辺を粋に楽しんでみる全国一斉の
風流な社会実験
７月７日午後７時７分全国一斉に同時乾杯

一般市民

7月28日（土） 川遊び
本明川オピニオン懇談会主催の地元児童を対象
とした川遊びイベント 地元小学生等

7月29日（日） 魚のつかみ取り大会 永昌東町及び天満町自治会による合同イベント 町内子ども会

7月下旬 コスモス種まき 本明川高水敷の環境美化のためのイベント
諫早市立小野小学校６年生
及び保護者

7月1日（日）
～7月7日（土）

水防災パネル展
（諫早大水害について）
＠事務所一階ロビー

諫早大水害を風化させず、教訓を生かし防災意
識の高揚を図ることを目的とし、諫早大水害の惨
状や本明川の河川整備や本明川ダムなどのパネ
ルを展示

一般市民

7月20日（金）
～7月26日（木）

水防災パネル展
（諫早大水害について）
＠諫早市図書館

諫早大水害を風化させず、教訓を生かし防災意
識の高揚を図ることを目的とし、諫早大水害の惨
状や本明川の河川整備や本明川ダムなどのパネ
ルを展示

一般市民

7月25日（水） 諫早万灯川まつり

昭和３２年（１９５７年）７月２５日の諫早大水害で
亡くなられた方々のご冥福を祈るとともに、川を愛
し、川を大切にする気風を養い、安心でより美しい
まちづくりを進めることを目的とした行事

一般市民
長崎河川国道事務所

河川管理課
095-839-9879

7月21日（土） 子ども川の安全教室
川の安全利用に関する知識や、川に流された場
合等の対処方を体験学習する。

小学４年生～中学生

8月5日（日） 「しらかわの日」一斉清掃 白川流域沿川の清掃活動を行う。 一般市民

8月8日（水） 黒川源流探検
白川水系上流の黒川源流の様子を見学し、きれ
いな水に触れて水環境の大切さを感じてもらうと
伴に、洪水対策の遊水地の見学を行う。

小学３年生～中学生

8月19日（日） 白川親子流域体験学習
河川に関する防災意識の向上や、水難事故等か
ら身を守り、川で安全に活動することを体験学習
する。

小学４年生以上とその保護者

武雄河川事務所
調査課

0954-23-5151

白川
熊本河川国道事務所

河川管理課
096-382-1136

平成３０年度　「河川愛護月間」実施予定行事表（水難事故防止対策も含む）

筑後川
筑後川河川事務所

管理課
0942-45-5042（くるめウス）

本明川

長崎河川国道事務所
諫早出張所
0957-22-1356

長崎河川国道事務所
開発調査課
095-839-9864

松浦川

遠賀川

遠賀川河川事務所
河川環境課
0949-22-1830
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水系名 予定日 行事名・講座名等 行事、講座内容等 対象者 問い合わせ先

緑川 8月11日（土） 緑川親子流域体験学習
河川に関する防災意識の向上や、水難事故等か
ら身を守り、川で安全に活動することを体験学習
する。

小学４年生以上とその保護者

白川・緑川 7月26日（木）
住民協働による「白川・緑川の水質を調べよう」～
水生生物調査から川の水質を調べる～

白川２地点、緑川２地点の水質を地域の住民協
働で調べる。①水生生物を採取し分類する②簡易
テストで行う③濁りを透視度計でしらべる

小学４年生～中学生

7月10日（火）
水質調査・水生生物調査
水難事故防止訓練

水生生物調査、水質調査を行い、PFDの着用方
法、川での安全講座を実施する

八竜小学校

7月16日（月） 球磨川清掃 河川清掃 住民団体

7月24日（火） 水質調査・水生生物調査 水生生物調査、水質調査を行う 人吉第一中学校

8月5日（日） くまリバーランド（住民団体共催） カヌー、いかだの体験を行う 一般（大人～子供）

7月28日（土） ライフジャケット着用推進イベント（住民団体共催） PFDの着用方法、川での安全講座 一般（大人～子供）
八代河川国道事務所

人吉出張所
0966-22-3244

菊池川 6月末～9月 菊池川流域体験学習
水生生物調査・水質調査、ダム見学、川に関する
学習文化施設の見学等

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

大分川・大野川 7～8月 水生生物調査 水生生物調査 大分市内の中学校・高校
大分河川国道事務所

調査第一課
097-544-4167

大野川 7月1日（日） コスモスの種まき コスモスの種まき
大在コスモスふれあい実行委員会
行政関係者　他

大分河川国道事務所
大野川出張所
097-527-2549

大分川
7月28日（土）
～7月29日（日）

七瀬ほむら祭り 河川愛護、防災等のパネル展示 一般市民
大分河川国道事務所

大分出張所
097-558-7142

7月1日（日）
河川愛護デー
（河川清掃活動）

番匠川河川清掃 一般市民
佐伯河川国道事務所

河川管理課
0972-22-1880

7月～8月 簡易水生生物調査
地域の小・中学校を対象に水生生物調査を実施
し、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

6月～8月 水生生物・水質調査
流域の小中学生等を対象に水生生物調査を行
い、水質の現状や河川愛護の啓蒙を図る

流域の小中学生等

6月～8月 川についての学習
流域の小中学生等を対象に川の生物や防災につ
いての学習を行う。

流域の小中学生等

6月～8月 平成大堰見学
流域の小中学生等を対象に堰についての役割や
利水についての学習を行う。

流域の小中学生等

7月上旬 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

一般市民

7月中旬 河川の安全利用点検

河川の利用者の多くなる夏休み前に、より安全に
安心して河川に接することができるように、河川敷
公園や河川構造物周辺などを中心に危険な箇所
がないか、注意喚起が必要な箇所がないかを確
認する安全利用点検を実施

一般市民

7月～9月 水生生物調査
水生生物調査や水質調査を行い、河川愛護の啓
蒙を図る

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

7月5日(木) 水生生物調査 水生生物調査、河川環境学習 綾町立綾小学校

7月12日(木) 水辺の安全講習会 水辺での活動の基礎知識・技術の講習会 自治体職員など

7月14日(土) 平成３０年度 大淀川クリーンアップ　下流編 河川の一斉清掃 一般市民

8月3日(金) 水生生物調査 水生生物調査、河川環境学習 一般市民・小学生

7月31日(火) 水生生物調査 水生生物調査、河川環境学習
河川愛護団体会員及び
一般市民・小学生

8月7日(火) 水生生物調査 水生生物調査、河川環境学習 小学生

大淀川・小丸川 7月6日(金) 水辺で乾杯 ７月６日午後７時７分全国一斉に同時乾杯 一般市民
宮崎河川国道事務所

河川管理課
0985-24-8492

7月下旬
～8月中旬

水生生物調査 水生生物調査、河川環境学習 鹿屋市内の小・中学校（予定）

7月下旬
～8月中旬

水生生物調査 水生生物調査、河川環境学習
鹿屋市吾平町内の小・中学校（予
定）

7月下旬
～8月中旬

水生生物調査 水生生物調査、河川環境学習 肝付町内の小・中学校（予定）

7月～8月 住民協働による水質調査 水生生物調査、河川環境学習
・姶良川河川愛護会
・環境団体の代表者
・その他

川内川 7月～8月 水質調査・水生生物調査、川の安全教室 水質調査・水生生物調査、川の安全教室 流域の小学生、地域団体
川内川河川事務所

調査課
0996-22-3359

7月21日（土） 水生生物調査 河川の水生生物を観察し、自然環境の学習を行う 小学生

7月22日（日） ななせ自然塾（昆虫） 河川周辺の昆虫を観察し、自然環境の学習を行う 小学生

宮崎河川国道事務所
調査第一課
0985-24-8221

大分川（七瀬川）

山国川

五ヶ瀬川

延岡河川国道事務所
河川管理課
0982-31-1155

小丸川

山国川河川事務所
管理課

0979-24-0571

熊本河川国道事務所
河川管理課
096-382-1136

球磨川

八代河川国道事務所
河川環境課
0965-32-7134

番匠川

大分川ダム工事事務所
調査設計課
097-538-3391

大淀川

肝属川
大隅河川国道事務所

調査第一課
0994-65-2993

- 3 -



水生生物調査

河川利用者との安全利用点検

地域と一体となった良好な河川環境の保全・再生

地域社会と河川との関わりの再構築

河川愛護意識の醸成

河川の一斉清掃

水難救助訓練

河川水難事故防止活動

河川の適切な利用推進

河川愛護活動報告会

河川愛護の広報活動

- 4 -



http://www.river.go.jp
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