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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

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（ 栃木県真岡市君島地先）小貝川の秋

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/
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鬼怒川・小貝川流域イベントガイド

10／13（日）

シナダレスズメガヤ抜き取り
作業とカワラノギクの観察
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日光け こうフ スティバル

10／12（土）1
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作業とカワラノギクの観察
開催場所：

東京大学カワラノギク実験地
～みんなのひろば

問合せ先：うじいえ自然に親しむ会事務局
（さくら市ミュージアム内）

[028(682)7123]

日光けっこうフェスティバル
日光秋の花火

開催場所：日光市大谷川河川敷
問合せ先：日光市商工課[0288(21)5136]

10／12（土）～10／27（日）２

第22回 鬼怒グリ ンパ ク

ハーブフローのつどい
10／12（土）

開催場所：藤代公民館（取手市藤代地先）
問合せ先 ハ ブフロ の会

３

５ 10／13（日） 第27回 間宮林蔵奉納祭
開催場所：小貝川 岡堰中ノ島（取手市）
問合せ先：林蔵太鼓保存会[0297(58)1507]

10／20（日） 第23回 ポピーの種蒔＆
さつまいも堀り大会

６

開催場所：鬼怒フラワーライン 大形橋上流河川敷
問合せ先：花と１万人の会（下妻市役所都市整備課）

第22回 鬼怒グリーンパーク
コスモスまつり

開催場所：鬼怒グリーンパーク
問合せ先：

鬼怒グリーンパーク管理事務所
[028(675)1909]
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問合せ先：ハーブフローの会
[0297（83）3862]
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問合せ先：花と１万人の会（下妻市役所都市整備課）
[0296(43)2111]

10／26（土） ポピー畑ボランティア種まき
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]
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豊作村「秋の収穫祭」10／27(日）８
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豊作村 秋の収穫祭」
開催場所：農業公社「豊作村」龍ヶ崎市板橋町440
問合せ先：(公財）龍ヶ崎市まちづくり・文化財団

[0297(62)2227]

第1回「全国コロッケフェスティバル」
In龍ヶ崎

開催場所：龍ヶ崎市本町商店街大通り･にぎわい広場
問合 先 龍 崎市商 会 0297 2 1444

11／3（日）９
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問合せ先：龍ヶ崎市商工会 [0297(62)1444]

勝山探鳥会11／17（日）11

開催場所：さくら市ミュージアム玄関前
問合せ先：うじいえ自然に親しむ会事務局

（さくら市ミュージアム内）
[028(682)7123]

芝ざくら公園秋の収穫祭
開催場所：市貝町芝さくら公園
問合せ先：市貝町企画振興課

[0285(68)1118]

11/17（日）10
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開催場所：アルテリオ下館地域交流センター
問合せ先：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]

14 11/24(日) 鮭おかえりな祭

鬼怒川でクリスマス
開催場所：鬼怒フラワーライン 大形橋上流河川敷
問合せ先：青龍楽校利活用委員会事務局

15 12/15（日）

市貝町町民祭11/24（日）13

2013とちぎ熱気球インター
ナショナルチャンピオンシップ

12 11／20（水）～11/24（日）

開催場所：ツインリンク茂木・道場宿緑地他
問合せ先：とちぎ熱気球選手権実行委員会

[042(394)8320] 

９

★上記については、10月１０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★

３下妻市生涯学習課[0296(43)2111] 市貝町町民祭
開催場所：市貝町中央公民館グラウンド
問合せ先：市貝町町民祭運営協議会

（市貝町企画振興課 地域振興係）
[0285(68)1118]

11/24（日）13



鬼怒川の上流域には、鬼怒川・小貝川流域の水瓶となる４つのダムがあります。
鬼怒川・小貝川流域においては、五十里・川俣・川治・湯西川ダムの４ダムによってまかなわれて
います。今年は小雨の影響によりダムの貯水率が大幅に減少したため、鬼怒川において７月２５
日から取水制限を実施しました。その後、降雨による貯水量の増加及び取水量が減少する見込

鬼怒川水系 ４５日間取水制限実施

取水制限を実施 。そ 後、降 貯水 増 及 取水 減少す 見込
みであることから９月６日１７時をもって取水制限を解除しました。

川俣ダム 川俣ダム

限りある水資源の有効活用のため節水にご協力願います。限りある水資源の有効活用のため節水にご協力願います。

鬼怒川上流４ダム貯水容量

250

300

350

400

450

500

平成24年

平成25年

平均（S47～H24）

鬼怒川佐貫上流域平均降水量
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7月の累加降水量（22日まで）は、平均の約24% 7月23日0時の貯水率50%、平年比81%

S60～H24平均

ＸＲＡＩＮ（エックスレイン）登場！

国土交通省では、局地的な雨量をほぼリアルタイムに観測出来る施設の整備を進めていま
す。この度、関東一円を観測出来るようになり、観測情報を配信しておりますので、台風や大雨時
の避難判断等に利活用して下さい。 アドレス http://www.river.go.jp/xbandradar/

観測画像従来の観測画像



【主な工事予定です】

担当出張所 工　　事　　名 工　事　箇　所 内　　容

向河原低水護岸工事 栃木県さくら市向河原地先 低水護岸

上小倉低水護岸工事 栃木県宇都宮市上小倉地先 低水護岸

石井（出） 下館河川事務所石井出張所仮庁舎新設工事 栃木県宇都宮市石井町地先 仮庁舎

伊讃（出） 福良低水護岸工事 栃木県小山市福良地先 低水護岸

中妻地区築堤護岸工事 茨城県常総市中妻地先 築堤

中妻地区（上）築堤護岸工事 茨城県常総市中妻地先 築堤

中妻低水護岸工事 茨城県常総市中妻地先 低水護岸

中妻築堤（上）築堤護岸工事 常総市中妻地先 築堤

羽生町築堤工事 茨城県常総市羽生地先 築堤

鬼
怒
川

鎌庭（出）

下館河川事務所からのお知らせ
●河川工事が始まります●

　　１１月から、下館河川事務所管内の鬼怒川・小貝川では、低水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。

氏家（出）

羽生築堤工事 茨城県常総市羽生地先 築堤

高道祖地区(上)築堤工事 茨城県下妻市高道祖地先 築堤

柳原築堤工事 茨城県下妻市柳原地先 築堤

宮和田（下）築堤工事 茨城県取手市宮和田地先 築堤

宮和田（上）築堤工事 茨城県取手市宮和田地先 築堤

管内維持管理・修繕工事（鬼怒川）
栃木県宇都宮市石井町地先外７箇所
　氏家（出）・石井（出）・伊讃（出）・鎌庭（出）

管理用通路修繕、河岸補
修、竹伐採等

管内維持管理・修繕工事（小貝川）
茨城県常総市本石下地先外９箇所
　真岡（出）・黒子（出）・水海道（出）・藤代（出）

竹伐採・法面補修、護岸補修等

 ＊お問い合わせ先＊　国土交通省　関東地方整備局  出前講座事務局　企画部　企画課
　　　　　　　　　 　　　 　  ＴＥＬ：０４８－６０１－３１５１　内線３１７６　　ＦＡＸ：０４８－６００－１３７２
　　　　                       URL：http://www.ktr.mlit.go.jp/soshiki/soshiki00000039.html
                               又は、下館河川事務所　調査課・管理課　ＴＥＬ：０２９６－２５－２１７１
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藤代（出）
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関係出張所

☆☆出前講座のご案内☆☆
　関東地方整備局では、私たちの行っている事業や施策についてもっと知って頂くとともに、皆様のご意見やナマの声を聞
かせていただく場として、「出前講座」を行っています。この講座は、皆様からのご注文に応じて、各種会議、イベント、自治
会、子供会、学校の授業等にうかがい、川・道路・ダム・港湾空港等についての取り組みや専門的知識を生かしたお話をい
たします。学校の総合学習や市民講座等の学習にもご活用下さい。※講演料は無料です。

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アドレス 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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