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問合せ先

鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議

事務局：国土交通省下館河川事務所

（きぬ・こかい情報発信局）

ＴＥＬ：０２９６－２５－２１６１（代表） ＦＡＸ：０２９６－２２－７００９

ＵＲＬ：http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/

リーオはＨＰでもご覧いただけます。
リーオはスペイン語で川の意味です。

写真 （筑西市地先）鮭の遡上

写真：筑西市提供
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鬼怒川・小貝川流域イベントガイド

12

5

6

4

3

1

2

9

11

13

10

10/2（土）～10/24（日）

第21回鬼怒ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸｺｽﾓｽまつり

開催場所：鬼怒グリーンパーク

問合せ先：鬼怒ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ管理事務所028-675-1909

10/9(土)日光けっこうフェスティバル
(日光の秋の花火)

開催場所：大谷川河川敷(霧降大橋付近)

問合せ先：日光総合支所観光課 0288-53-3795

10/10(日)ﾊｰﾌﾞﾌﾛｰのつどい

開催場所：藤代公民館･取手市藤代地先

問合せ先：ハーブフローの会 0297-83-3862

10/16(土)ポピー畑 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ種まき

開催場所：小貝川ふれあい公園(下妻市堀篭)

問合せ先：小貝川ふれあい花の会(下妻市役所都市整備
課)0296-43-2111

10/17(日)第20回ポピーの種蒔き&さつ
まいも掘り大会

開催場所：鬼怒川ﾌﾗﾜｰﾗｲﾝ(下妻市鎌庭地先)

問合せ先：大形橋上流河川敷花と１万人の会(下妻市役所
都市整備課)0296-43-2111 

10/17(日)カワラノギク観察会

開催場所：氏家病院西側河川敷

問合せ先：うじいえ自然に親しむ会事務局(さくら市ﾐｭｰｼﾞ
ｱﾑ内)028-682-7123

10/24(日)2010建設フェスタ

開催場所：ひたちなか市新光町38

問合せ先： H22建設フェスタ実行委員会029-221-5126

２

１

３

４

５

６

７

11/6(土)土木の日

開催場所：つくば市、国土技術総合研究所・土木研究所

問合せ先：土木研究所029-879-6751

11/6(土)鮭おかえりな祭
開催場所：勤行川仙在橋（筑西市内勤行緑地公園）

問合せ先：しもだて紫水ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 0296-25-5402

11/19(金)-23(火)2010とちぎ熱気球インターナショナルチャ
ンピオンシップ 開催場所：道場宿緑地・ツインリンク茂木他

問合せ先：とちぎ熱気球選手権実行委員会 042-394-8320

11/20(土)祝・市制施行40周年記念 ネットワークフェア2010
開催場所：藤代スポーツセンターを中心とした地域・藤代スポーツセンター

・小貝川生き生きクラブ・ 県南総 合防災センター・小貝川緑地Ｅボート会場

問合せ先：取手市役所 社会福祉課0297-74 -2141

11/21(日)勝山探鳥会

開催場所：勝山公園

問合せ先：うじいえ自然に親しむ会事務局(さくら市ﾐｭｰｼﾞｱﾑ内)028-682-7123

鬼怒川自然観察会

10/23(土)大道泉橋付近野鳥観察会

開催場所：旧大道泉橋東河原の駐車場

11/20(土)鬼怒水辺観察緑地オオバン池野鳥観察会

開催場所：真岡市鬼怒水辺観察センター

12/11(土) 井頭公園野鳥観察会

開催場所：井頭公園温室前駐車場

問合せ先：鬼怒水辺観察センター内真岡自然観察会事務局

0285-84-6439(土・日・休のみ）
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上記については、10月 15日現在で掲載しています。詳細については、問合せ先へお尋ね下さい。

小貝川ﾌﾗﾜｰﾍﾞﾙﾄのｺｽﾓｽ

小貝川ふれあい公園のｺｽﾓｽ

小貝川緑地Ｅボート

鬼怒ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸｺｽﾓｽまつり

カワラノギク観察会
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＊鬼怒川・小貝川にある

サイクリングロードの一例です

＊市からの申請で認定されている

路線を記載しています

小貝川高道祖地先のﾌｼﾞﾊﾞｶﾏ
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★鬼怒川のサイクリングロード★ 鬼怒川自転車道

（一般県道二宮・宇都宮自転車道線）は真岡市大字大道泉から宇
都宮市柳田町にいたる全長25.5kmの自転車専用道路です。沿川に
は広大な敷地を有する鬼怒川緑地運動公園があり、サッカーや野
球など様々なスポーツを楽しむことができます。夏には恵まれた
自然環境を生かした観光やながあり、とれたての味覚を堪能する
ことができます。

★小貝川のサイクリングロード★
小貝川自転車道（一般県道取手常総自転車道線）
は取手市小文間から常総市新井木町に至る 全長
22.8kmの自転車専用道路です。沿川は首都圏の外
郭として開発が進む中、比較的豊かな自然が残さ
れていて人々の憩いの場となっています。また、
沿線には江戸時代に蝦夷地を測量したことで有名
な間宮林蔵の生家や記念館があり彼の足跡をたど
ることができます。

鬼怒川・小貝川へ出かけてみよう！記録的猛暑もようやく過ぎて涼

しい風を感じられるようになったこの時期、さわやかな汗をかきながら自然や文化を感
じられる鬼怒川・小貝川をサイクリングなどで楽しんでみてはいかがでしょうか。

鬼怒川・小貝川には、川の一里塚・川辺情報板などが設置されていて地域の情報を入手
したり一休みできるポイントになっています。
また、鬼怒川・小貝川には、たくさんの橋があり、それらも見どころの一つです。

川辺情報板

鬼怒川・小貝川の川の一里塚は、河川管理者と流域市町村等
との協働事業として、河川管理者は、Ｓ６１．８月洪水により小貝
川が決壊した時の河川巡視、水防活動の教訓を基に堤防川裏
を盛土することにより、堤防の強化・水防用の土砂の備蓄･水防
活動の拠点等として整備をし、その上部を流域市町村等が地域
住民の憩いの場として記念碑や植樹休憩施設等を設置して整
備したものです。鬼怒川に１８箇所、小貝川に１１箇所設置して
あり、各一里塚ごとに異なった趣を感じられる場所です。

ふれあい公園

にのみや野外
活動センター

川の一里塚

今年のフェアは取手市・市制施行40周年記念！

＊＊市民、行政、団体が協力して開催するイベントです。＊＊
地元農家の新鮮野菜販売や、市民団体の活動展示、手づくり
小物や食品の販売など、そして子供たちが楽しめる遊びや体
験イベントも盛りだくさんで、親子で楽しめるイベントです。

＊＊ たくさんの皆様のご来場をお待ちしています。＊＊

●実施日： ２０１０年１１月２０日（土）９時３０分～１３時３０分

●開催場所： 藤代スポーツセンターを中心とした地域

・藤代スポーツセンター ・小貝川生き生きクラブ

・県南総合防災センター ・小貝川緑地Ｅボート会場

●連絡先： 取手市役所 社会福祉課

℡0297-74 -2141(代) (内線) 1311・1312 

(鬼怒川のサイクリング
ロードの一例です。）

鮭おかえりな祭 鮭が産卵のために帰ってき

ます。遡上の見学にぜひ来て下さい。
●日時 ：平成２２年１１月６日(土)午前１０時～

●場所：勤行川仙在橋（筑西市内勤行緑地公園）

内容：鮭遡上見学・レクチャー

●主催： しもだて紫水ロータリークラブ

事務局(ﾎﾃﾙﾆｭｰつたや内） ℡0296-24-8181

共催：ＮＰＯ未来につなごう鬼怒川・小貝川の会,  ＮＰＯ小貝川プロ
ジェクト21

後援：国土交通省下館河川事務所, 茨城県筑西土木事務所, 筑西市, 筑西市教
育委員会, ちくせい観光ボランティアガイドﾞ協会, 鬼怒小貝漁業協同組合, ＮＰＯ
川での福祉医療教育研究所

鮭おかえりな祭清掃事業 遡上時期にきれい
な川を見ていただくためにおかえりな祭にむけて河
川の清掃を行います。ぜひご参加下さい。

日時 ：平成２２年１０月３１(日)午前９時～１２時

川辺情報版とは・・・下館河川事務所の情報発信の場
所として鬼怒川に３５箇所、小貝川に２７箇所設置してあ
る掲示板のことで、沿川の情報や、防災・河川の情報な
どを掲示しています。毎月情報の更新していますのでぜ
ひご覧下さい。なお、地域の河川愛護活動などのお知ら
せなどに活用したい場合は、最寄りの出張所までご連絡､
ご相談下さい。

宇都宮市

上三川町

真岡市

下野市

つくばみらい市

取手市

守谷市

祝・市制施行40周年記念 ネットワークフェア2010

Ｗｅｌｃｏｍｅサーモンａｔ筑西

常総市

鬼怒川橋

(小貝川のサイクリング

ロードの一例です。）

鬼怒川右岸の上三
川町三本木地先にあ
る川の一里塚と小貝
川右岸常総市新井木
町（元水海道市）地
先にある川の一里塚
の石碑は、鬼怒川上
流の原石を２つに割
り兄弟石として使わ
れており、ともに全
国で第１号の川の一
里塚として建てられ
たものです。

川辺情報板

兄弟石

川の一里塚

川の一里塚とは・・・（堤防に

盛土して天端を広げて平場を設
け、緑陰や工作物、情報案内等
を設けたものを言います。平常時
には、川の来訪者の憩いの場と
して利用され、洪水発生時等の
非常時には水防資材の確保の場
や水防活動拠点となります。）



●河川工事が始まります。

主な工事予定です

担当出張所 工　　事　　名 工　事　箇　所 内　　容

　　　　　　　　　　　　 風見（下）低水護岸工事 栃木県塩谷郡塩谷町風見地先 護岸

氏家（下）築堤工事 栃木県さくら市大中地先 築堤

石井（出） 勝瓜頭首工魚道整備工事 栃木県河内郡上三川町東汗地先 魚道整備

上野護岸災害復旧工事 茨城県筑西市上野地先 護岸

下川島低水護岸災害復旧工事 茨城県筑西市下川島地先 護岸

下吉田護岸災害復旧工事 栃木県下野市下吉田地先 護岸

延島新田護岸災害復旧工事 栃木県小山市延島新田地先 護岸

Ｈ２２篠山救急排水施設修繕工事 茨城県常総市篠山地先 発電設備更新

今宮排水樋管改築工事 茨城県結城郡八千代町本郷地先 樋管改築

本町（中）築堤工事 茨城県常総市水海道本町地先 築堤

本町築堤工事 茨城県常総市水海道本町地先 築堤

　　　　　　　　　　　　真岡（出） 真岡管内光ケーブル管路布設工事 栃木県真岡市君島地先 光ケーブル管路布設

水海道（出） 寺畑築堤工事 茨城県つくばみらい市寺畑地先 築堤

藤代（出） 平沼（上）築堤工事 茨城県つくばみらい市杉下地先 築堤

Ｈ２２下館河川事務所管内上流維持管理工事
栃木県さくら市上阿久津地先他６箇所
　　氏家（出）、伊讃（出）、真岡（出）管内

根固め補充ほか

関係出張所 Ｈ２２下館河川事務所管内下流維持管理工事
茨城県つくば市吉沼地先他２箇所
　　鎌庭（出）、黒子（出）、水海道（出）管内

護岸補修ほか

Ｈ２２下館河川事務所管内応急対策工事
茨城県筑西市上野地先他１２箇所
　　伊讃（出）、鎌庭（出）、
　　黒子（出）、水海道（出）、藤代（出）管内

樋管補修

●土木の日関連行事

下館河川事務所からのお知らせ

　１１月から、護岸工事や築堤工事等が始まります。沿川の住民の皆様や､河川利用者の皆様には、ご不便をおか
けすることもあるかと存じますが､御理解と御協力を御願いいたします。

「11月18日」は「土木の日」です。　　「土木の日」とは・・・「土木」という文字をバラバラにすると、「土＝十一」、「木＝
十八」となるため、また土木の日を提唱した「土木学会」の創立日が、明治12年11月18日ということから「11月18日」
が「土木の日」に制定され、「土木」のイメージアップと、「土木」に対して、地域の皆様に理解を深めていただくため
に、全国各地で、様々なPR活動が行われています。
　　＊今年は、11月6日(土）に土木研究所・国土技術政策総合研究所（茨城県つくば市）にて

　　　　　”　実験施設の公開や土木体験教室などの一般公開”が開催されます。
 下館河川事務所ではこの催しの中で「働く自動車の展示」コーナーにおいて災害対策車両の展示を行う予定です。
　　　　　　　その他各種の催しが行われます。
   普段見ることができない施設などを見ることができます。ぜひご来場下さい。きっと新しい発見が待っています！
　　　詳細は 土木研究所HP　www.pwrp.go.jp／　国土技術政策総合研究所HP　www.nlim.go.jp/　　　をご覧下さい
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リーオでは皆さんのお便りをお待ちしております。川のこと、自然のこと、河川事業

に関することなど、電話又はホームページのお問い合わせにお寄せ下さい。

電話番号 ：０２９６－２５－２１６１（代表)
ＨＰ：https：//www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/toiawase/input.htm

鬼怒川・小貝川沿川地域づくりを積極的に支援します。

地域の皆様の相談の窓口となります。お気軽に声をおかけ下さい！
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