
平成２８年６月２９日 

九 州 地 方 整 備 局 

 

 

 

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

進のための活動等を行います。 

併せて、国土交通省では、同月間中に「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３頁のとおり） 

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。（４～５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 河川管理課 

課長補佐  原田 佐良子【内線 3752】 

（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、都道府県及び市町村では、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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　「河川愛護月間（7月1日～ 7月31日）」における広
報活動の一環として、平成16年度より同月間推進特
別事業として様々な作品を募集してきました。平成
28年度も、昨年に引き続き、絵手紙を小学生、中学生、
高校生及び一般の方々を含め広く募集し、河川愛護意
識の高揚を図ることとします。

　水環境の専門家、マスコミ関係者、美術の専門家等
で構成する審査会において審査を行い、入賞作品を
決定致します。

　審査終了後に、入賞者に直接通知するとともに、国
土交通省ホームページ、機関誌等にも掲載します。

　優秀作品は、平成29年度「河川愛護月間」ポスター、
チラシ等に使用するほか、「河川愛護月間」の推進に
幅広く活用します。

最優秀賞（国土交通大臣賞） 1点
優秀賞　（国土交通事務次官賞） 6点
優良賞　（国土交通省水管理・国土保全局長賞） 8点
審査員特別賞 5点

　国土交通省から賞状を、協賛団体から副賞を贈呈
します。

協賛：
公益社団法人日本河川協会／一般社団法人建設広報協会
一般財団法人河川情報センター

①募集内容
・テーマ
　「川遊び～川での思い出・川への思い～」
・募集作品
　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 「川での思い出や川へ
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。
　デザイン、彩色、画材は自由です。（写真は応募できません。）

②応募資格
　河川愛護月間の趣旨に賛同して頂ける方。年齢、性別、
職業などの制限はありません。(応募できる作品は一人
一作品です。）

③応募作品のサイズ
郵便はがきサイズ（100mm×148mm）

④応募方法
　応募作品の裏面に氏名、住所、電話番号のほか、小学
生・中学生・高校生は学校名と学年を明記の上、下記
送付先へ応募してください。

（氏名、住所及び学校名にはふりがなを付けてください。）
※ご記入頂いた個人情報は、応募作品の審査に関する確認、

審査結果連絡の目的以外には使用致しません。

⑤応募上の注意
・応募作品の使用・著作権は、国土交通省に帰属します。
・応募作品は、未発表のオリジナル作品に限ります。
・応募作品は、返却致しません。

⑥締め切り
平成28年9月30日（金）まで（当日必着）

「河川愛護月間」“絵手紙”を募集します。「河川愛護月間」“絵手紙”を募集します。

『河川愛護月間』“絵手紙”募集要領

送付先・問い合わせ先等

送　付　先 〒100－8918　東京都千代田区霞が関 2－1－3
国土交通省水管理・国土保全局治水課内　「河川愛護月間」絵手紙募集係

問合せ先等 国土交通省水管理・国土保全局治水課管理係　03-5253-8111（内線 35663）
HPアドレス　http://www.mlit.go.jp/river/aigo/index.html

1.目的 3.審査方法

4.入選の発表

5.作品使用

6.賞

7.表彰

2.応募規定

３



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5日(火) 水生生物調査 水生生物調査（遠賀川） 飯塚市立菰田小学校４年生

7月16日（土） 水質調査　水生生物調査 水質調査　水生生物調査（金辺川） 子ども会（小学生）

7月23日（土）～
7月24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

7月31日（日） 遠賀川カヌー駅伝大会
カヌー
水質調査
清掃活動

一般
飯塚川づきあい交流会
遠賀川河川事務所 飯塚出張所
0948-22-1410

7月9日 クリーンアップ作戦 筑後川、高良川河川敷の清掃
地域住民、NPO関係者、
行政関係者他

7月9日 僕たち私たちの河川愛護報告会 地元小学生による学習発表 地域住民

7月10日 ぼうさいスクール 防災をテーマにした紙芝居 地域住民

7月16日 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 地域住民

7月17日 子供学芸員養成講座 昆虫や植物についての学習調査 おもに小中学生

7月18日 こーら川こども探険隊①
魚、植物の２班にわかれ、高良川下流の自然観
察

小学生

7月24日 こーら川こども探険隊②
魚、植物の2班にわかれ、高良川上流の自然観
察

小学生

7月30日 こーら川こども探険隊③ 前回2回のまとめと発表 小学生

7月23日 子ども水辺チャレンジ 高良川でのカヌー乗艇体験など 小学生

六角川
6月下旬～
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

6月下旬～
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

8月7日（日） アザメの瀬自然環境教室
いくつかの環境の異なる湿地で、水生昆虫・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。

一般公募の小学生

嘉瀬川 7月24日
石井樋フェア
（川流れとカヌー教室）

石井樋公園内でカヌー体験 小学生
嘉瀬川交流塾
0952-68-3094

7月16日（土） 第８回諫早大水害を語り継ぐ
体験談やパネル展示等により、諫早大水害の
脅威を伝え、防災意識の向上を目的としたイベ
ント

一般市民

7月中旬～下旬 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31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月下旬頃 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5日(火)～
7月27日(火)

水防災パネル展
（諫早大水害について）

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
長崎河川国道事務所
開発調査課
095-839-9865

7月25日（月） 万灯かわまつり

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
095-839-9211

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

平成２８年度　「河川愛護月間」実施予定行事表

遠賀川水系

遠賀川河川事務所
河川環境課
0949-22-1830

武雄河川事務所
調査課
0954-23-5151

松浦川

筑後川河川事務所　管理課
0942-45-5042

筑後川

本明川

長崎河川国道事務所
諫早出張所
0957-22-1356
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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

平成２８年度　「河川愛護月間」実施予定行事表

7月～9月上旬 水質調査・水生生物調査 水生生物調査、水質調査を行う。 流域の小中学校

7月18日（月） 球磨川一斉清掃 河川清掃 住民団体

8月7日（日） カヌー、いかだ体験（住民団体共催） カヌー、いかだの体験を行う。 一般（大人～子供）

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 事務所見学
山国川河川事務所の資料室にある資料を用い
て、川の生物や防災、堰についての学習を行
う。

流域の小中学生等

6月～8月 川についての学習
山国川河川事務所の資料室にある資料を用い
て、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

大分川
（七瀬川）

7月24日（日）
ななせ自然塾
（昆虫、水生生物と河原の石）

河川周辺の昆虫や水生生物た河原の石を観察
し、自然環境の学習を行う。

小学生
大分川ダム工事事務所
調査設計課
097-538-3391

7月3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

7月
小・中学、高校及び関係機関に河川
愛護広報

佐伯市内の小・中学校、高校及び番匠川水系
清流保全協議会関係機関等に河川愛護ポス
ター・チラシ及び、水難事故防止パンフレット・チ
ラシを配布し、啓発活動をする。

佐伯市内の小・中学校、高校
及び、関係機関

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

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。

一般市民

7月 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
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するもの。

一般市民

7～9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

7月
お父さんとお母さんのための川遊び
村

親子一緒に川遊びの楽しさや怖さを学んだり、
水生生物調査を行い、河川愛護の啓発を図る。

一般市民

大淀川 7月5日(火) 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

小丸川 7月下旬 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

大淀川 7月10日(日)
平成28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
NPO法人
大淀川流域ネットワーク事務局
0985-78-2655

7月7日(木) 街頭広報活動
チラシ配布
人通りの多い箇所で実施

一般市民
川内川河川事務所　管理課
電話：0996-22-3430

７月～８月
水質調査･水生生物調査、川の安全
教室

同左 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月中旬

水生生物調査 鹿屋市内の中学校（予定）

7月下旬
～8月中旬

水生生物調査 姶良町の中学校（予定）

7月下旬
～8月中旬

水生生物調査 高山町の中学校（予定）

７月～8月 住民協働による水質調査
・姶良川河川愛護会
・環境団体の代表者
・その他

川内川

宮崎河川国道事務所
調査第一課
0985-24-8221

　番匠川

佐伯河川国道事務所
河川管理課
0972-22-1880

延岡河川国道事務所
河川管理課
0982-31-1155

延岡河川国道事務所
調査第一課
0982-31-1155

五ヶ瀬川

球磨川
八代河川国道事務所
河川環境課
0965-32-4135

山国川
山国川河川事務所
調査課
0979-24-0571

高山川
大隅河川国道事務所
調査第一課
0994-65-2993
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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

ゴミの一斉清掃

川の安全教室

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

６




