
お 知 ら せ

平成２３年 ６月２０日
記者発表資料
配 布 日

■同時発表先：広島県政記者クラブ

合同庁舎記者クラブ

中国地方建設記者クラブ

岩国市政記者クラブ

岩国日刊記者クラブ

参加者募集中!!

川と友達になろう！
～「水辺の安全教室」を開催します～

国土交通省では 「河川水難事故防止週間 （7月1日～7日）を設け、河川水難事故防止に、 」

関する啓発を重点的に行うことにしており、その活動の一環として水辺の安全教室を実施し

ます。川の面白さや豊かさとともに、川の特性や危険を察知する感覚を身につけ、川を利用

する際の安全意識の向上を目的として、太田川・小瀬川において下記のとおり開催します。

１．開催日時・場所
【小瀬川】

日時： (小雨決行)平成２３年７月３０日(土) ９：００～１２：００
場所：廿日市市浅原市民センターと小瀬川河川敷（浅原小学校付近）

【太田川】
日時： (小雨決行)平成２３年７月３１日(日) １３：００～１６：３０
場所：筒賀児童センターと太田川河川敷（轟大橋付近）

２．募集基準 小学生以上と保護者

３．参加方法
「水辺の安全教室」参加募集のお知らせ（小瀬川：別紙１、太田川：別紙
３）の参加申込書に必要事項を記入のうえ、①ＦＡＸまたは②メールにて
申し込み下さい。
申 込 先：①ＦＡＸ ０８２－２２２－２４３２

②メール ootagawa@cgr.mlit.go.jp
申込期限：平成２３年７月１３日（水）

※参加申込書は太田川河川事務所ホームページまたは事務所で入手可能です。

４．実施内容 詳細については別紙をご覧下さい。

＜問合せ先＞ 国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所

副所長(技) 佐藤 秀樹（さとう ひでき）

【担当】 計 画 課 長 友沢 晋一（ともざわ しんいち）

０８２－２２２－９２４６（直通）

〒730-0013 広島市中区八丁堀3-20電話：082-221-2436(代表)

ホームページＵＲＬ：http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/

太田川シンボルマーク

小瀬川シンボルマーク



「水辺の安全教室」参加者募集のお知らせ

平素は河川行政にご理解とご協力を承りありがとうございます。
近年、自然志向・アウトドア志向を受けて河川をキャンプ等の活動の場として利用する方々が増加

している一方で、昨年 月に弥栄キャンプ村付近で大学生が流されるなど小瀬川でも水難事故が発生7
しております。
国土交通省では、平成２１年度から「河川水難事故防止週間 （ 月 日～ 日）を設け、 河川水」 7 1 7
難事故防止に関する啓発を重点的に行うことにしており、その活動の一つとして、太田川河川事務所
においても、水辺の安全教室を開催しています。是非この機会に、安全意識の向上とともに、川にふ
れあう（遊ぶ）楽しさを体験して頂きたいと考えております。
下記のとおり「水辺の安全教室」を実施しますので、参加ご希望の方は末尾の参加申込書に必要事

項を記載のうえ太田川河川事務所あて申込みをお願いします。

１．日時と場所
日時：平成２３年７月３０日（土）９：００～１２：００
場所：浅原市民センターと小瀬川河川敷（浅原小学校付近）
※小雨決行としますが、中止の場合は７月３０日（土）８：００までに連絡を行います。

２．水辺の安全教室のテーマ及びプログラム
（１）テーマ

川辺で遊ぼう、水辺の不思議、自分を守る、水辺から学ぼう
（２）プログラム 詳細は別紙プログラムのとおり

9:00～10:00 座学：廿日市市浅原市民センター
10:00～12:00 体験：小瀬川河川敷（浅原小学校付近）

講師は、ＮＰＯ法人「川に学ぶ体験活動協議会」のインストラクターを予定しています。

３．申し込み方法及び締め切り
（１）募集基準 小学生とその保護者 （参加予定人数 最大３０名程度）

※基本的に４年生以上を対象としたプログラム構築となりますので、小学校３年生以下
については、保護者の付き添いをお願いします。
※保護者の方は、実際川に入っていただくか、見学するかを選んでいただけます。

（２）申込み方法
末尾の参加申込書に、学校名、児童名、保護者名、連絡先などを記入のうえ、電話、メ
ール又はＦＡＸの何れかの方法により申込をお願いします。

（３）申込み締め切り
平成２３年７月１３日（水）まで

無料４．参加費

水着、タオル、水筒、水にぬれても良い靴（サンダルやクロックスは不可）５．持ち物
（必要に応じて着替え）

６．申込先及び問合せ先
国土交通省太田川河川事務所計画課 担当者 富田

730-0013 3-20〒 広島市中区八丁堀
電 話： （平日の ～ ）082-222-9246 9:00 17:00

ootagawa@cgr.mlit.go.jpｅメール：

【 番号：０８２－２２２－２４３２ 】FAX
太田川河川事務所 計画課 富田 行

参加申込書

学校名 学年 児童名 性別 連絡先 保護者名 備考
（付き添い）

５ △△ △△ 男 ××× △△ △△○○小学校 082-

※ でお申し込みの方は、参加申込書に記入して、このまま送信してください。FAX

別紙１



９：００～１２：００
現地：広島県廿日市市浅原 小瀬川河川敷
集合場所：廿日市市浅原市民センター
参加対象：小学生とその保護者
持ち物：水着、タオル、水筒、水にぬれても良い靴（サンダルやクロックスは不可）

申し込み方法：太田川河川事務所HPより申し込み用紙をダウンロードして、
メールかFAXにて申し込み。または下記お問い合わせ先に
直接電話申し込みをして下さい。

太田川河川事務所ＨＰ：http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/

ＲＡＣのインストラクターが教えてくれます。

川で遊んだことのある方はより安全に楽しむため
に、遊んだことのない方は川の楽しさを知るきっ
かけに！

家族でキャンプに行ったとき、友達同士で川遊び
をするとき…いざと言うとき役立つ知識を教えま
す。実際やってみるからよくわかります！

水辺の安全教室 in 小瀬川

7月30日（土）
参加費：無料

川の危険から身を守る方法を
教わろう！

飛び込みや川流れを楽しもう！ 主催：国土交通省 太田川河川事務所 弥栄ダム管理所

み ず べ あ ん ぜ ん き ょ う し つ
おぜがわ

お問い合わせ・申し込み先：太田川河川事務所 計画課 地域連携係

（TEL：082-222ｰ9246 FAX:082-222-2432）
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学ぼう！ 遊ぼう！ 小瀬川を知ろう！

9:00■川の楽しさと怖さを知る

・ビデオ教材「なまず大先生とおねえさんのワル河童を探せ」ほか

■川の危険から身を守る方法を学ぶ

9:45・ライフジャケットの着方ほか　　　　　　　　　　　　★会場：浅原市民センター

【休憩、着替え】

10:00■実践・川の危険から身を守る　

・川の流れ体験

・川での泳ぎ方　他　　　　　　　　　　　　　　　　　★会場：小瀬川河川敷

10:50 【休憩】

11:00■実践・川で友だちを助ける方法を知る

・身近なものでの助け方

・スローロープでの助け方

・川の中の様子を知る　他　　　　　　　　　　　　　　★会場：小瀬川河川敷

11:50・ふりかえり

12:00　　　　　　　　 　　　　　　　　【解散、着替え】

水辺の安全教室　プログラム(案)

平成２３年７月３０日（土）９：００～１２：００

9:00集合　廿日市市浅原市民センター　※現地集合・現地解散です。送迎はありません。

RACインストラクターって？

NPO法人RAC（川に学ぶ体験活動
協議会）が認証する資格で、川の危
険性を正しく理解し伝えられるスキ
ルを身につけた川の指導者です。

体験予定箇所

必要なら着替えを
持ってきてね！

みんなの参加待って
るよ！

別紙２

７月は河川愛護月間です。「せせらぎに ぼくも魚もすきとおる」（河川愛護月間推進標語 熊本県小学生 平成22年度募集） 7/ 1～7/ 7は河川水難事故防止週間 川の防災情報はｺﾁﾗ→



「水辺の安全教室」参加者募集のお知らせ

平素は河川行政にご理解とご協力を承りありがとうございます。
近年、自然志向・アウトドア志向を受けて河川をキャンプ等の活動の場として利用する方々が増加

している一方で、昨年８月に安芸太田町中筒賀で男性が流されるなど太田川でも水難事故が発生して
おります。
国土交通省では、平成２１年度から「河川水難事故防止週間 （ 月 日～ 日）を設け、 河川水」 7 1 7
難事故防止に関する啓発を重点的に行うことにしており、その活動の一つとして、太田川河川事務所
においても、水辺の安全教室を開催しています。是非この機会に、安全意識の向上とともに、川にふ
れあう（遊ぶ）楽しさを体験して頂きたいと考えております。
下記のとおり「水辺の安全教室」を実施しますので、参加ご希望の方は末尾の参加申込書に必要事

項を記載のうえ太田川河川事務所あて申込みをお願いします。

１．日時と場所
日時：平成２３年７月３１日（日）１３：００～１６：３０
場所：筒賀児童センターと太田川河川敷（轟大橋周辺）
※小雨決行としますが、中止の場合は７月３１日（日）９：００までに連絡を行います。

２．水辺の安全教室のテーマ及びプログラム
（１）テーマ

川辺で遊ぼう、水辺の不思議、自分を守る、水辺から学ぼう
（２）プログラム 詳細は別紙プログラムのとおり

13:00～14:00 座学：筒賀児童センター
14:00～16:30 体験：太田川河川敷（轟大橋付近）

講師は、ＮＰＯ法人「川に学ぶ体験活動協議会」のインストラクターを予定しています。

３．申し込み方法及び締め切り
（１）募集基準 小学生、中学生と保護者 （参加予定人数 最大１００名程度）

※基本的に４年生以上を対象としたプログラム構築となりますので、小学校３年生以下
については、保護者の付き添いをお願いします。
※保護者の方は、実際川に入っていただくか、見学するかを選んでいただけます。

（２）申込み方法
末尾の参加申込書に、学校名、児童名、保護者名、連絡先などを記入のうえ、電話、メ
ール又はＦＡＸの何れかの方法により申込をお願いします。

（３）申込み締め切り
平成２３年７月１３日（水）まで

無料４．参加費

水着、タオル、水筒、水にぬれても良い靴（サンダルやクロックスは不可）５．持ち物
（必要に応じて着替え）

６．申込先及び問合せ先
国土交通省太田川河川事務所計画課 担当者 富田

730-0013 3-20〒 広島市中区八丁堀
電 話： （平日の ～ ）082-222-9246 9:00 17:00

ootagawa@cgr.mlit.go.jpｅメール：

【 番号：０８２－２２２－２４３２ 】FAX
太田川河川事務所 計画課 富田 行

参加申込書

学校名 学年 児童名 性別 連絡先 保護者名 備考
（付き添い）

５ △△ △△ 男 ××× △△ △△○○小学校 082-

※ でお申し込みの方は、参加申込書に記入して、このまま送信してください。FAX

別紙３
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水辺の安全教室 in 太田川

7月31日（日） １３：００～１６：３０
現地：広島県安芸太田町上殿 太田川河川敷

集合場所：安芸太田町筒賀児童センター

参加対象：小・中学生とその保護者

持ち物：水着、タオル、水筒、水にぬれても良い靴(サンダルやクロックスは不可）

申し込み方法：太田川河川事務所HPより申し込み用紙をダウンロードして、
メールかFAXにて申し込み。または下記お問い合わせ先に
直接電話申し込みをして下さい。

太田川河川事務所HP：http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/

RACのインストラクターが教えてくれます。

川で遊んだことのある方はより安全に楽しむために、
遊んだことのない方は川の楽しさを知るきっかけに！

家族でキャンプに行ったとき、友達同士で川遊びをす
るとき…いざと言うとき役立つ知識を教えます。実際
やってみるからよくわかります！

参加費：無料

学ぼう！

川の危険から身を守る方法を
教わろう！

もしもの時に…友達を助け
る方法を知っておこう！

遊ぼう！

飛び込みや川流れを楽しもう！

主催：国土交通省 太田川河川事務所 温井ダム管理所 後援：安芸太田町教育委員会

み ず べ あ ん ぜ ん き ょ う し つ
おおたがわ

楽しそうだね～ 会場は
ｺｺだよ！ 太田川ｷｬﾗｸﾀｰ

ｺﾞｷﾞちゃん

RACインストラクターって？

NPO法人RAC（川に学ぶ体験活動協
議会）が認証する資格で、川の危険性
を正しく理解し伝えられるスキルを身
につけた川の指導者です。

お問い合わせ・申し込み先：太田川河川事務所 計画課 地域連携係

（TEL：082-222ｰ9246 FAX:082-222-2432）

必要なら着替えを持ってきてね！
みんなの参加待ってるよ！

13:00■川の楽しさと怖さを知る

・ビデオ教材「なまず大先生とおねえさんのワル河童を探せ」ほか

■川の危険から身を守る方法を学ぶ

13:50・ライフジャケットの着方ほか　　　　　　　　　　　★会場：筒賀児童センター

15:00 【休憩、着替え】

14:00■実践・川の危険から身を守る　（太田川）

・川の流れ体験

・川での泳ぎ方　他　　　　　　　　　　　　　　　　★会場：太田川河川敷

15:00 【休憩】

■実践・川で友だちを助ける方法を知る

・身近なものでの助け方

・スローロープでの助け方

16:00・川の中の様子を知る　他　　　　　　　　　　　　　★会場：太田川河川敷

【休憩】

16:10・ふりかえり

16:30　　　　　　　　　　　　　　　　【解散、着替え】

水辺の安全教室　プログラム(案)

平成２３年７月３１日（日）１３：００～１６：３０

13:00集合　筒賀児童センター　※現地集合・現地解散です。送迎はありません。

別紙４

７月は河川愛護月間です。「せせらぎに ぼくも魚もすきとおる」（河川愛護月間推進標語 熊本県小学生 平成22年度募集） 7/ 1～7/ 7は河川水難事故防止週間 川の防災情報はｺﾁﾗ→





せせらぎに  ぼくも魚も  すきとおる

7月1日～7月31日7月1日～7月31日

7月1日～7日は河川水難事故防止週間

http://www.mlit.go.jp/river/aigo/index.html

平成23年9月26日（月）必着
今すぐアクセス

http://www.mlit.go.jp/river/aigo/index.html
詳しくは詳しくは

平成23年9月26日（月）必着
今すぐアクセス

〈川の防災情報〉http://i.river.go.jp
〈気象庁天気予報〉「市外局番」＋「117」

◆標語（平成22年度募集）は国土交通大臣賞　松永卓眞さん（熊本県八代市立太田郷小学校）の作品
◆絵手紙（平成22年度募集）は国土交通大臣賞他を受賞された方々の作品

事務次官賞：津田　佳奈さん
（高知市立昭和小学校）

事務次官賞：大川　志保さん
（尾鷲市立尾鷲中学校）

国土交通大臣賞：長畑　桜弥さん
（三次市立八幡小学校）

事務次官賞：安岡　萌絵さん
（松坂市立第一小学校）

事務次官賞：山口　悠楽さん
（諫早市立小栗小学校）

事務次官賞：小瀬　夏海さん
（神栖市立神栖第四中学校）

事務次官賞：津田　佳奈さん
（高知市立昭和小学校）

事務次官賞：大川　志保さん
（尾鷲市立尾鷲中学校）

国土交通大臣賞：長畑　桜弥さん
（三次市立八幡小学校）

事務次官賞：安岡　萌絵さん
（松坂市立第一小学校）

●主催：国土交通省／都道府県／市町村
●後援：内閣府／日本放送協会／（社）日本新聞協会／（社）日本民間放送連盟
●協賛：（社）日本河川協会／全国治水期成同盟会連合会／全国水防管理団体連合会／
（社）建設広報協議会／（財）河川環境管理財団／（財）河川情報センター／
（財）リバーフロント整備センター／（財）渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団／
全国建設弘済協議会

“絵手紙”募集中！！“絵手紙”募集中！！

河川愛護月間河川愛護月間

事務次官賞：山口　悠楽さん
（諫早市立小栗小学校）

事務次官賞：小瀬　夏海さん
（神栖市立神栖第四中学校）

事務次官賞：瀧澤　邦男さん
　　　　　　　　　　（自営業）
事務次官賞：瀧澤　邦男さん
　　　　　　　　　　（自営業）

7/7は
川の日です



「河川愛護月間」“絵手紙”募集要領「河川愛護月間」“絵手紙”募集要領

「河川愛護月間」“絵手紙”を募集します。「河川愛護月間」“絵手紙”を募集します。

　「河川愛護月間（7月1日～7月31日）」における広報活動の
　一環として、平成16年度より同月間推進特別事業として
　様々な作品を募集してきました。平成23年度も、昨年に引
　き続き、絵手紙を小学生、中学生、高校生及び一般の方々
　を含め広く募集し、河川愛護意識の高揚を図ることとしま
　す。

３.審査方法

　水環境の専門家、マスコミ関係者、美術の専門家等で構成
　する審査会において審査を行い、入賞作品を決定致しま
　す。

4.入選の発表

　審査終了後に、入賞者に直接通知するとともに、国土交通
　省ホームページ、機関誌等にも掲載します。

5.作品使用

　優秀作品は、平成24年度「河川愛護月間」ポスター、チラ
　シ等に使用するほか、「河川愛護月間」の推進に幅広く活
　用します。

6.賞

　最優秀賞（国土交通大臣賞）　　　　１点
　優秀賞　（国土交通事務次官賞）　 　６点
　優良賞　（国土交通省河川局長賞）　 ８点
　審査員特別賞 　　　　　　　　　　　５点

7.表彰

　主催者である国土交通省から
　賞状を、協賛団体から副賞を
　贈呈します。

　主催：国土交通省
　協賛：（社）建設広報協議会／（社）日本河川協会／
　 　　（財）河川情報センター／（財）河川環境管理財団／
　　　 （財）リバーフロント整備センター

国土交通省河川局治水課管理係　03-5253-8111（内線35663）
HPアドレス　http://www.mlit.go.jp/river/aigo/index.html

　　「川遊び～川での思い出・川への思い～」をテーマに、絵
　　と文章を組み合わせて描いた絵手紙を募集します。
　　デザイン、彩色、画材は自由です。（写真は応募できませ
　　ん。）

1.目的

2.応募規定

送付先・問い合わせ先等

①募集内容

　　河川愛護月間の趣旨に賛同して頂ける方。年齢、性別、
　　職業などの制限はありません。（応募できる作品は一人
　　一作品です。）

②応募資格

　　官製はがきサイズ（100mm×148mm）
③応募作品のサイズ

　　応募作品の裏面に氏名、住所、電話番号のほか、小学生・
　　中学生・高校生は学校名と学年を明記の上、下記送付先
　　へ応募してください。
　 （氏名、住所及び学校名にはふりがなを付けてください。）
　　※ご記入頂いた個人情報は、応募作品の審査に関する確
　　認、審査結果連絡の目的以外には使用致しません。

④応募方法

　　・応募作品の使用・著作権は、国土交通省に帰属します。
　　・応募作品は、未発表のオリジナル作品に限ります。
　　・応募作品は、返却致しません。

⑤応募上の注意

平成23年9月26日（月）まで（当日必着）
⑥締め切り

問合せ先等

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省河川局治水課内　「河川愛護月間」絵手紙募集係

送付先
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