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①「第１０回江戸川の稚アユ 作戦」を行います

救出作戦内容：春になると、冬場に東京湾の浅瀬・干潟で育った稚アユが、江戸川を上ってきます。
でも、江戸川水門や江戸川閘門で上りにくくなっているため、稚アユの遡上を手助けします。
みんなが乗ったボートが閘門を通ると門が開くので、下流部で足止めされていた稚アユも
一緒に遡上出来ます。

日 時 ： ２０１５年４月１８日（土）午前１０時～１２時
小雨決行 荒天中止 （中止の場合は会場に掲示）

場 所 ： 国土交通省江戸川河口出張所及び江戸川閘門（※）周辺
（東京都江戸川区東篠崎町２５０）

注意点 ： ボートに乗船できるのは、原則小学生以下のお子さんのみです。
（その際、保護者の方の同伴・保険への加入が必要になります。）

主 催 ： 利根川・江戸川流域ネットワーク（略称「TON-E-DOネット」）
協 力 ： 江戸川を守る会，松戸市漁業協同組合，市川市，松戸市，

江戸川区，葛飾区，江戸川河川事務所など

救出

江戸川閘門

◆江戸川河川事務所では、この作戦の
他に ３月２３日～５月３１日まで稚アユ
が遡上しやすいように水門の操作を工夫
しています。

◆自然環境団体「利根川・江戸川流域
ネットワーク（略称｢TON-E-DOネット｣）」
が活動の一環として、平成１７年から開始
し、今年で節目の１０回目を迎えます。

江戸川閘門 江戸川水門
行徳可動堰

千葉県市川市

篠崎駅

イベント会場

東京都江戸川区

妙典駅

こ う も ん

（※）閘門とは、水位の異なる川や運河の間で船を上下させて、航行させるための施設です。固定された閘
室（前後を仕切った空間）内の水位を変えることで、船を上下させるのが特徴です。なお、この仕組みはパナ
マ運河でも採用されています。



③東京理科大学と連携して、みんなで力を合わせ池を掘りました！！
～水辺に多様な生物が生息する環境を目指して～

利根運河協議会では、東京理科大学が所有する理窓公園内に湿地造成の目的として、東京理科大学と東邦

大学の教員と学生を中心に約６０名で池を作りました。池は深いところや浅いところををデザインして、多様な生
物が生息できる環境を目指しました。 （平成２７年２月８、１５日実施）

【なぜコウノトリなのか？】

湿地帯の生態系ピラミッド

②コウノトリの舞う地域づくりの取り組みについて
（江戸川・利根川・利根運河周辺地域）

江戸川・利根川・利根運河周辺地域では多くの関係

者が協働・連携し、コウノトリを指標とした河川及び周辺
地域における水辺環境の保全・再生方策を推進してい
ます。また、コウノトリをシンボルとしたにぎわいのある
地域振興・経済活性化方策にも取り組んでいます。広
域連携モデルとしてのエコロジカル・ネットワークの形成
によるコウノトリの舞う魅力的な地域づくりの実現を目
指しています。

エコロジカル･ネットワークとは、優れた自然を有する
地域等を相互に連結させることです。

コウノトリが年間を通じて生息し繁殖できるということは、その地
域に多様な生物が生息できる環境があること、人間にとっても安
心・安全な環境があることを意味します。

野田市では、平成２４年１２月よりコウノトリを飼育しています。

順調に繁殖が進んでおり、現在では６羽のコウノトリが飼育されて
います。

今夏に今年繁殖に成功したコウノトリを試験放鳥する予定にな
っています。

H27.2産卵状況
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みんながんばったよ！

できあがった池
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④「綾瀬川をきれいにするために！！小学４年生とそのご家庭で
１０月の１ヶ月間「川にやさしい排水マナー」を行いました

平成２６年度より、綾瀬川清流ルネッサンス連絡会
は、綾瀬川の更なる再生を目指して
★１０月を「綾瀬川をきれいにする強化月間」
★１０月第４日曜日を「綾瀬川の日」 と設定し、
流域住民の活動を中心とした水質浄化の取り組みを
促進していくことになりました。

今年度取り組んだ綾瀬川周辺の小学校 (１５校）
【さいたま市】西原小学校、新和小学校、春野小学
校、河合小学校、柏崎小学校、美園小学校
【川口市】戸塚北小学校、戸塚南小学校、戸塚綾
瀬小学校、戸塚東小学校
【上尾市】尾山台小学校
【越谷市】大間野小学校
【八潮市】大曽根小学校
【桶川市】加納小学校
【伊奈町】小室小学校 の４年生のご家庭

※「綾瀬川清流ルネッサンス連絡会」は、綾瀬
川の水環境を向上させるために、地域住民・
行政（自治体・国）が一体となり、水環境の改
善に取り組んでいます。

綾瀬川の水質（BOD）は、長年の努力の結果、
著しく改善し、清流ルネッサンスで掲げた高い
目標をほぼ達成しています。今後、文字通り
「清流」とするために、さらに地域の皆様のご
協力が必要です。

「取り組みの成果」発表

（越谷市立大間野小学校４年生）

排水マナーが出来たら
チェックシートに色を塗る

関東地方整備局（江戸川河川事務所）では、皆様からの御依頼に応
じて、各種会議，勉強会，町内会，子供会，学校の授業などで、川（江
戸川河川事務所管内を含む（※））や道路，港などの整備事業などにつ
いて、わかりやすくお話しさせていただく「出前講座」を実施しています。

各講座の詳細につきましては、以下にて御確認ください。ご希望の内
容で調整も致します。皆様からのお申込みをお待ちしております。

（※）江戸川河川事務所管内の河川は、江戸川，中川，綾瀬川，利根
運河，坂川（北千葉導水路）などです。

電話 ０４８（６０１）３１５１（関東地方整備局 企画部 企画課）
０４（７１２５）７３１７（江戸川河川事務所調査課）

ＵＲＬ http://www.ktr.mlit.go.jp/soshiki/soshiki00000039.html

出前講座について(あなたの街に、学校にお伺いします！)広報

綾瀬川がきれいになってきたことを
話しています。

「感謝状」の贈呈

【2月8日「川の再生交流会」（主催：埼玉県）】



掲載箇所の位置図
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江戸川河川事務所管内の花の見所を紹介します!!春目前♪

※いずれの写真も過去に撮影したものです。

あとがき
まだ、寒い日がしばらくは続きますが、春の足音

は確実に近づいてきています。これからたくさんの
花が見頃になる時期です。今号で特集させていただ
いた「江戸川河川事務所管内の花の見所」はもちろ
んですが、江戸川・中川・綾瀬川流域には紹介しき
れないほど、たくさんの「花の見所」があります。

ぜひ、江戸川・中川・綾瀬川へお越しください。体
いっぱいに「春」を感じていただけると思います。

本誌の内容の充実を図るため、皆さんのご意見・
ご感想をお待ちしています。以下の宛先へ郵便、ま
たはURLからメールにてお送りください。

・宛先 〒278-0005千葉県野田市宮崎１３４
国土交通省江戸川河川事務所 E-naだより編集室
・ＵＲＬ
https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/utility/question
.html

※このＱＲコードから江戸川河川事務所
管内の降雨状況や水位情報などが入手
できます。

※「E-naだより」は江戸川河川事務所及び各出張所
（管理支所）で入手できるほか、江戸川河川事務所
H.P.(http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa
00691.html)にも掲載しています。

松戸フラワーライン
（松戸市古ヶ崎）

あけぼの山農業公園
（柏市布施）

綾瀬川左岸広場
（草加市松江）

利根運河眺望の丘
（流山市東深井）

運河駅の北東
に位置する
「眺望の丘」は
桜の名所とし
て有名です。
帰りには、ぜ
ひ利根運河の
ことがよく分か
る「利根運河
交流館」にお
立ち寄りくださ
い。

利根運河 眺望の丘
（千葉県流山市）

綾瀬川 左岸広場
（埼玉県草加市）

「綾瀬川左岸
広場」の護岸
（ラグーン）に
植えられた
「シバザクラ」。
4月中旬から
赤、白、ピンク、
紫の花が一
斉に花付けま
す。公園の
「桜」も楽しみ
です。

江戸川 松戸フラワーライン
（千葉県松戸市）

江戸川河川
敷に位置する
「江戸川松戸
フラワーライ
ン」では、5月
に「ポピー祭
り」，9月には
「コスモス祭
り」が開催さ
れる予定です。
咲き誇る花と
共に散策を。

あけぼの山農業公園
（千葉県柏市）

「あけぼの山
農業公園」で
は、4月11日
(土)・12日(日)
に「チューリッ
プフェスティバ
ル」が開催さ
れます。
会場では江戸
川河川事務
所が広報出
展を行います。

①第１０回江戸川の稚アユ 作戦
（江戸川区東篠崎町）

救出

④綾瀬川をきれいにする
強化月間（１０月）

②コウノトリの舞う地域づくり
③多様な生物の共生を目的とする池


