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学校紹介

さまざまな体験で「ふるさとを学ぶ」
～自然との関わり、地域とのかかわりを大切に～ 

大宮小学校

日野川「もの知りさんに聞いてみよう20」
　水　位
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特 集

431

山陰労災病院
●

日吉津村役場●
日吉津村小学校●

ジャスコ●

至米子IC→←境港

日
野
川

西伯郡日吉津村

米子市皆生 皆生大橋

皆生温泉

水辺の楽校位置図

サッカー場

野球場

　日吉津村で整備が進められている“日吉津 水辺の楽校”について、当

初からこのプロジェクトに関わっていらっしゃる日野川環境整備計画

策定委員の木村 薫代さんと日吉津村役場の山西建設産業課長さんにお

話を伺いました

「昔、よく日野川で泳いだよね」
　平成12年９月、議員の方々の中からこんな声が聞こえてきました。

　「当時、日野川で魚をとったり泳いだりした思い出は今でも鮮明に覚

えている。しかし今では、日野川の水辺で遊ぶ子ども達の姿をまった

く見ることがなくなった事をとても寂しく思う・・・」これが当時を知

る方々の共通の意見でした。

「あの頃の日野川を復活させたい」
　そんな、熱き想いを抱いた方々を中心に幅広い年齢層で「日野川環境

整備計画策定委員会」が発足。委員は私達の他に日吉津小学校の校長先

生をはじめ、スポーツ少年団（野球・サッカー）の主将である子ども達も

含まれています。その委員会の中で、まず「今の子ども達が、日野川の

整備についてどのような考え方を持っているのか」を知るために、日吉

津小学校の４年生から６年生を対象に意見・絵を募集したところ、ほと

んどの児童さんから応募がありました。そこには、「中州に橋をかけて

アスレチックをつくる」「野鳥・昆虫公園をつくる」「チューリップの形

をしたプールをつくる」など、子ども達の“素直な気持ち”がたくさん描

かれていました。

「水辺の楽校プロジェクトが本格的にスタート」
　日野川環境整備計画には子ども達の「遊具、広場、自然がたくさんあっ

て、ホタルが舞い、魚や動物が生息する日野川・・・」といった意見を反映

させた①レジャーエリア②野鳥エリア③防災エリア④スポーツエリア⑤水

辺エリア⑥並木ベルトがあり、「水辺の楽校」を⑤水辺エリアと位置づけ、

子ども達の夢の現実に向けたプロジェクトが本格的にスタートしました。
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「ホタルが舞う日野川に・・・」
　いつの日か、日野川にホタルが舞うようにと日吉津村役場で育てていた
ホタル幼虫約400匹の「ホタル幼虫引継式」が昨年11月17日に日吉津小学
校で行われました。引継を受けた日吉津小学校の科学クラブの皆さんは、
当日“鳥取ホタルを飛ばす会”の澤田技術指導員さんからホタルの生態と飼
育の仕方についての講義を受けました。
　また、役場では日野川への放流に向け、ホタルの適応できる水質や餌の研
究も着々と進められています。

ホタルの幼虫について、興味津津の生徒たち

　当時、絵を描いた日吉津の小学生たちは、今では中
学生と高校生です。まさか自分が描いた絵が現実に
なっていくとは思いもしてなかった事でしょう。完成
したら是非ここに来て、当時の空想を思い出して欲し
いものです。

６年生

５年生

４年生

「まもなく完成」
子ども達の意見を取り入れた「水辺の楽校」の整備が着々と

進んでいます。完成したら是非遊びに来て下さい。

（平成18年度、完成予定）

計画当初のイメージ図

完成イメージ図

現在、完成に向けて着々と工事がすすんでいます。
（上流から見た現在のようす）



202020

　最近は毎年のように大雨による災害が全国的に発生しており、
被害についても甚大なものとなっていますが、災害関係の用語に
ついてラジオやテレビ、防災無線等を通じて耳にすることが多い
と思います。今回は、水位に関する３つの用語について紹介させ
ていただきます。なお、今回紹介させていただく水位は、国土交
通省と気象庁が共同で発表する洪水予報（「洪水注意報」・「洪水警
報」）を発表する際の目安となっています。

指定水 位： 出水時に水位状況を把握するための観測態勢を強化
する目安となる水位です。河川管理者が堤防や河岸
のパトロールを行います。また、水防団体が水防活
動に入る準備を行います。

警戒 水 位： 出水時に災害が起こるおそれのある水位で、「洪水
注意報」発表の目安となるほか、水防団体が出動し
て警戒にあたる水位となっています。

危険 水 位： 警戒水位よりもさらに水かさが増して、溢水・氾濫
等により重大な災害が起こる可能性がある水位で
す。危険水位を越えた場合、または越えそうな場合
は「洪水警報」が発表されます。これらの洪水予報
（「洪水注意報」・「洪水警報」）はテレビやラジオ等を
通じて知ることができるので、地域住民方々は自主
的な避難に心がけてください。また、市町村長から
避難勧告がでた場合には、自治体関係者等の指示に
従い速やかに避難してください。

日野川における各水位は、下表のとおりです。

河　川 基 準 水
位観測所 住　所 指 定

水 位
警 戒
水 位

危 険
水 位 受け持ち区間

日 野 川 車 尾 米子市車尾 1.6ｍ 2.6ｍ 5.0ｍ 河口～八幡橋

日 野 川 溝 口 伯耆町溝口 2.0ｍ 2.6ｍ 4.0ｍ 八 幡 橋 ～
野上川合流点

法勝寺川 福 市 米子市福市 2.7ｍ 4.0ｍ 4.7ｍ 日野川合流点～
東長田川合流点

日野川も上流になると渓谷と山々のコントラストが面白い。特に秋景
は一段とすばらしい。

第８回 日野川フォトコンテスト入賞作品 一般Aの部 金賞   小谷　元伸さん
撮影場所：日南町　日野川石霞渓

水　位

－表紙  石霞渓の春－

 

　今回紹介させていただいた水位の種類について、日野川につい
てはどうなっているのだろうと興味を持たれたかもしれません。
下記のホームページやiモードからリアルタイムで現在の水位を
含めて確認することができます。
　大雨等の際に避難等の決断をされる際の参考としてご活用く
ださい。

日野川河川事務所ＨＰ：http://www.cgr.mlit.go.jp/hinogawa
川の防災情報（iモード）：http://i.river.go.jp

（提供　国土交通省河川局）

 すい　　　　い

鬼守橋（伯耆町）（各水位の位置がわかるように塗装されています。）鬼守橋（伯耆町）（各水位の位置がわかるように塗装されています。）



学 校 紹 介

ある日、鳥取県の地図を見ながら4年生の子ども達に「印

賀川はどこから流れてくるの?」と問いかけたところ

「海です。」と答えた子どもがいました。「よし、川を探検に行

こう。」学校の近くを流れている川の上流、下流を確かめに

行きました。そして、印賀川が菅沢ダムに流れていること

を確かめました。

　小学校中学年という時期は、家や学校の周りだけだった

世界から身近な自然や地域、人との関わりにより少しずつ

地域の認識を広げていく重要な時期です。

　ダムの見学では、昔日野川流域が水害にあったこと、ダ

ムが農業用水や工業用水として大切な働きをしていること。

ダム建設によって沈んだ家屋や、建設工事でなくなった人

のことなど教えてもらいました。中でもダムから油を流さ

ない為の仕掛けがあるという話は、下水処理場で聞いた「油

が水の大敵である」という話と重なり廃油石鹸作りへと思い

は発展していきました。印賀川だけではなく日野川源流の

町の一人として広く町民の皆さんにもアピールしたいと声

を上げたところ、日南ふる里祭りで販売させてもらうこと

になりました。売上金はユニセフに募金することでボラン

ティアクラブのみんなと一緒に声を響かせ、環境を守るこ

とをアピールしながら社会参加もできる学習ができました。

また、日南町100キロマラソンには全国から毎年多く

の人が集まります。「こんな山奥になぜ?」そんな子ど

も達の疑問を解決する為、実際にコースを車で走り、事務

局を訪れて1,000人のボランテイアの取り組みを聞きま

した。「日南町の景色ってすばらしい。日南町の人もすばら

しい。」「この景色を見て走った人たちが、また来たい」と思

うんだ。日南町のすばらしさに自信を持った子ども達は、

100キロマラソンの為に心から歓迎する横断幕を作りま

す。遠く韓国から来る人を応援しようと韓国語を覚えます。

　このように、自然や地域とのかかわりを大切にした教育

をすることで、ふるさとに誇りをもてる大人になって欲し

いと願っています。

日南町立  大宮小学校

大宮地区を流れる日野川の支川「印賀川」は川底が黒く、川の中を磁石で
さぐると砂鉄がたくさんとれます。総合学習のひとつとして、川で集め
た砂鉄を地元のたたら職人さんの協力のもと「鉄づくり体験」を学びま
した。20リットルオイル缶の内側に耐熱の粘土を詰め込んだ釜に木炭
を入れ、何時間もかけて炭と木炭を交互に投入し、7.5Kgの鉧(ケラ)が
出来た時には大歓声が上がりました。

川で学ぼう
　～川とふれあう学習～

大宮小学校

　大宮小学校は、明治６年に菅沢学校として創立され
た古く歴史のある学校です。古くは、たたら製鉄が盛
んで、川で取った砂鉄を使って、たたら製鉄を学ぶな
ど、川に密着した体験型の教育を行っています。４月
から山上小学校、阿昆緑小学校と統合することになっ
ています。

ダムの見学

廃油石鹸の販売

たたら体験 鉄のかたまり(鉧)油を流さないための網場

日南町立  大宮小学校日南町立  大宮小学校

大宮小学校
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　大宮小学校は、明治６年に菅沢学校として創立され
た古く歴史のある学校です。古くは、たたら製鉄が盛
んで、川で取った砂鉄を使って、たたら製鉄を学ぶな
ど、川に密着した体験型の教育を行っています。４月
から山上小学校、阿昆緑小学校と統合することになっ
ています。
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あなたのこころを

編　集　後　記

●江府町

「毛無山登山道開き祭」
平成18年４月29日（祝）
問い合わせ先…… 江府町役場
TEL 0859－75－2211

●南部町

「一式飾り」
平成18年４月８日（土）・９日（日）
問い合わせ先……南部町役場　産業課
TEL 0859－64－3783

●日吉津村

「第28回日吉津村
　　　　　チューリップマラソン」
平成18年４月16日（日）　小雨決行 
問い合わせ先……日吉津村チューリップマラソン大会事務局
TEL 0859－27－0606

●伯耆町

「彼岸市」
平成18年３月19日（日）９時～15時
大山ガーデンプレイスで開催される春の彼岸市
問い合わせ先……大山ガーデンプレイス
TEL 0859－39－8111

●米子市

「米子桜まつり」
平成18年４月１日（土）～12日（水）
場所：米子市　湊山公園
問い合わせ先……米子市観光協会
TEL 0859－37－2311

　この冬は、近年では例がないほど早くから
多くの雪が降り、皆さんには春が待ち遠しい
今日この頃かと思います。今号では日吉津
の水辺の楽校について紹介させていただき
ました。
　今はまだ少し寒いですが、これからどんど
ん暖かくなると思いますので、皆さんも日野
川へ出かけてみていただきたいと思います。

Y．T　

　　GET  HEART
　　 第 34号
発行
・日野川への想いを語る会

編集事務局
・国土交通省日野川河川事務所

〒 689－ 3537
米子市古豊千 678
TEL（0859）27－ 5484

ホームページアドレス　http://www.cgr.mlit.go.jp/hinogawa

Get heart
プレゼントクイズ

問題：◯◯には何が入るでしょうか？

大宮小学校の子ども達は、○○ダムを見学し、水の働きを学びました。
ヒント：日南町には菅沢ダムという大きなダムがあります。

プレゼントをご希望の方は、官製ハガキに、クイズの答え、住所・氏名・年令・電話番号、Get Heart
に関するご感想を記入の上、下記までご応募下さい。抽選にて、5名様に粗品をさしあげます。
※当選者の発表は、発送を持ってかえさせていただきます。

〒 689-3537　米子市古豊千 678
国土交通省　日野川河川事務所　ゲットハート　クイズ係　　　　　

〆切　４月 10日


