


平成３０年 ７月 １日(日)～ ７月３１日(火)
毎年７月を「河川愛護月間」と定め、河川愛護活動を実施しています。この運動は、市民団体と関係行
政機関等による流域全体の良好な河川環境の保全・再生への取り組みを推進するとともに、国民の河川
愛護意識の醸成を目的としています。

特に７月７日は「川の日」として様々な行事、活動が行われます。

河川愛護月間の７月には、多くの自治体や各機関において「利根川クリーン作戦」が
実施されます。皆様の参加・ご協力をお願いします。

利根川クリーン作戦 ～ 河川美化清掃 ～

※河川で活動されるさいには、熱中症に注意しましょう。飲み物・帽子を忘れずに！ゴミは必ず持ち帰りましょう！

利根川沿川の小学校約１００校の小学５年生を

対象に絵画・作文を募集し、河川愛護月間作品集
「川はともだち」を作成します。

平成２９年度はカスリーン台風から７０年にあたり、
「こども利根川 研究・発表会」と称し、新たに「壁
新聞部門」を加え、小学校１年生～中学生を対象
に皆さんから川への思いあふれる作品をいただき
ました。

「川はともだち」作品集
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo00142.html 平成２９年度 利根川上流河川愛護月間

作品集 「川はともだち」

川はともだち
～ 小学生絵画・作文作品集 ～

河川整備、河川利用又は河川環境に関する地域の要望を把握し、地域との連携を進め、河川の適正な
維持管理を図るため、公募により関東地方整備局長から委嘱した地元住民の方に河川の見回り、ご意見
をいただく「河川愛護モニター制度」を実施しています。

平成３０年６月現在、管内を１３名のモニターの方から
意見をいただいて管理に役立てています。

・近隣の方々の要望

・河川利用上の障害

・ゴミ等の投棄

・施設等に関する異常

・河川の利用状況等

河川愛護モニター

河川の情報を連絡

河川管理者

不法投棄の報告

河川愛護モニター制度

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo_index014.html

利根川の沿川
市町村では、
７月以降にも
クリーン作戦が
予定されています。

不法投棄される場所を地図上に示した「ゴミすてないで
マップ」を作成し、公表しています。みなさんに不法投棄の
多い場所を知っていただき、監視をお願いすることで地域
と一体となった不法投棄の防止に努めています。詳細な
マップについては、事務所ＨＰでご確認下さい。

表紙（堤防点検）のほか、出水期（雨が多く、洪水の起きやすい６～１０月の
期間）前には、自治体とも協力し、災害予防に取り組んでいます。

出水期に備えて

★履行検査

許可工作物（樋管など）が正常に稼働

するか、損傷等が無く適切に維持管理さ
れているかを施設管理者と確認します。

★安全利用点検

GW・夏休み前には、河川を訪れた人

が安全に利用できるよう点検、補修を
行っています。

改善後(進入防止ネットを設置)

利根川上流管内「ゴミマップ」 ～ ゴミ、すてないで！！ ～

こども利根川研究・発表会

★合同巡視 (協同点検）

河川の洪水時における重要水防箇所

を自治体、地元水防団、施行業者等と
巡視し、現地での活動に備えます。

自治体名 協力団体名 実施日 実施場所
参加予定人数

（人）
担当窓口・電話

大泉町
大泉町各地区育成会、
大泉町子ども会育成連絡協議会、
大泉町スポーツ少年団等

7月8日 大泉町 利根川左岸河川敷 1，200
千代田町 都市整備課
0276-86-7003

千代田町
子ども会育成会、地区ボランティア、
老人クラブ、ガールスカウト等

7月14日
利根大堰付近
赤岩渡船場付近

1，000
太田市 道路整備課
0276-47-1835

太田市
尾島中学校、押切地区、堀口地区、
前小屋地区、二ﾂ小屋地区

7月14日
早川（前島橋～利根川岸）
利根川河川敷左岸

500
大泉町 道路公園課
0276-63-3111

小山市 小山市河川愛護会間々田支部 7月8日
思川左岸
（間中橋～乙女大橋）

300
小山市間々田出張所
0285-45-1335

板倉町 板倉町谷田川愛護団体 7月29日 板倉町 谷田川河川敷 500
板倉町 都市建設課
0276-82-1111

平成３０年度 河川愛護月間中のクリーン作戦 （代表的なものを記載）
2018/6/13現在



誌面についての率直な意見・感想をお待ちしています。

郵便・ＦＡＸ・ホームページ・メールにてお知らせください。

利根川上流河川事務所

〒３４９－１１９８ 埼玉県久喜市栗橋北二丁目１９番１号

ＴＥＬ ０４８０－５２－３９５２

ＦＡＸ ０４８０－５２－３９６４

ＵＲＬ http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/

E-mail infotonejo@ktr.mlit.go.jp 

利根川に関する雨量・水位の情報はこちら

■携帯サイト

http://www.tonejo.go.jp/m/

■利根川上流河川事務所ＨＰ

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/

開催市区町 開催期間 開催場所 備考

埼玉県 加須市 ７月11日（水） ～ ７月17日（火） 加須市役所庁舎 １階 閉庁日を除く

埼玉県 羽生市 ７月11日（水） ～ ７月17日（火） 羽生市役所庁舎 １階 閉庁日を除く

埼玉県 行田市 ７月18日（水） ～ ７月24日（火） 行田市役所庁舎 １階 閉庁日を除く

埼玉県 久喜市 ７月18日（水） ～ ７月24日（火） 久喜市役所本庁舎 １階 閉庁日を除く

茨城県 坂東市 ７月25日（水） ～ ７月31日（火） 坂東市役所庁舎 １階（多目的ホール） 閉庁日を除く

埼玉県 深谷市 ７月25日（水） ～ ７月31日（火） 深谷市役所庁舎 １階 閉庁日を除く

茨城県 取手市 8月 1日（水） ～ ８月 7日（火） 取手市役所庁舎 １階 閉庁日を除く

茨城県 守谷市 8月 1日（水） ～ ８月 7日（火） 守谷市役所庁舎 １階 閉庁日を除く

群馬県 千代田町 8月 8日（水） ～ ８月14日（火） 千代田町役場庁舎 １階 閉庁日を除く

群馬県 大泉町 8月 8日（水） ～ ８月14日（火） 大泉町役場庁舎 １階 閉庁日を除く

千葉県 野田市 8月15日（水） ～ ８月21日（火） 野田市役所庁舎 １階（ふれあいギャラリー） 閉庁日を除く

栃木県 栃木市 8月20日（月） ～ 8月24日（金） 栃木市役所庁舎 １階 閉庁日を除く

栃木県 佐野市 8月22日（水） ～ ８月28日（火） 佐野市役所庁舎 １階（佐野市紹介スペース） 閉庁日を除く

群馬県 明和町 8月22日（水） ～ ８月28日（火） 明和町役場庁舎 １階 閉庁日を除く

群馬県 館林市 8月27日（月） ～ ８月31日（金） 館林市役所庁舎 １階 閉庁日を除く

栃木県 小山市 8月29日（水） ～ 9月 4日（火） 小山市役所庁舎 １階 閉庁日を除く

茨城県 古河市 9月 5日（水） ～ 9月11日（火） 古河市役所古河庁舎 １階 閉庁日を除く

茨城県 境町 9月 5日（水） ～ 9月11日（火） 境町役場庁舎 １階 閉庁日を除く

2018年はカスリーン台風の襲来から71年目の年
になります。過去の教訓を忘れず、地域の方々に水
害の恐ろしさ、防災避難の重要性を改めて認識して
いただくための取り組みとして、利根川上流河川事
務所では、利根川沿川自治体のご協力を得て、市役
所・町役場庁舎を会場とするパネル展をリレー形式
で順次開催します。もちろん、閲覧は無料です。パ
ンフレット等も配布させて頂きます。多くの方のご
来場をお待ちしております。

リレーパネル展開催のお知らせ
～洪水から身を守るため、今しなければならいこと～

昨年度実施したパネル展示の様子 坂東市役所


