平成２１年 ５月 2７日
国土交通省 東北地方整備局
秋田河川国道事務所
湯沢河川国道事務所

記者発表資料

「雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会」

５月３１日（日）「雄物川流域一斉清掃」を実施します
市街地や耕作地を発生源とし、河川を経由し沿岸部に漂着する「ゴミ問題」は全国共通の課題です。
雄物川流域においても、日常生活の中で発生する飲料用の空き容器や、耕作地等からの使用済み農業用
資材が、降雨時に道路脇の排水側溝や用水路等を経て河川へ流出し続けています。 これら「河川ゴミ」は、
河口を目指して浮遊し各地の河岸に漂着するため、水辺の本来の景観が失われています。
雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会（*１）では、昨年９月５日に流域の８市町村長や秋田県の関係部局
とともに、雄物川の現状を船上から巡視し、その対策について意見交換を行った結果、流域全体での取り
組が必要であることを確認し、「流域一斉清掃」を行うことにしました。
洪水のたびに河川へ流出してくる一般ゴミ（ペットボトル、空き缶類、肥料袋、農業用シートなど）の
減量化、ポイ捨て防止や山間地や河川などでの不法投棄防止を啓発していくため、各地域の皆様の協力で
「雄物川流域一斉清掃」が実施されます。
（*１）「雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会」（昭和４８年１１月設立）
水質汚濁事故の防止、河川水質の向上、河川へ流出するゴミの減量化など、河川環境の保全
などを目的とし、構成機関が情報を共有し、各種活動・訓練を行っています。
構成： 国土交通省、秋田県、秋田県警察本部、流域８市町村、各消防本部 等
（秋田市、仙北市、大仙市、横手市、湯沢市、美郷町、羽後町、東成瀬村）

１．実施内容
今年度は、各地域の実情等により以下のとおり
実施されています。
・４月実施済み ： 仙北市、大仙市
・５月３１日 ： 秋田市、横手市、湯沢市
・６月以降予定 ： 美郷町、羽後町、東成瀬村
詳細は、次ページをご参照ください

写真

雄物川河口に隣接する海岸の一般ゴミ

●発表記者会： 秋田県政記者会、横手記者会、秋田魁新報湯沢支局

〈お問い合せ先〉
○雄物川水系下流支局の事務局
国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所
副所長（河川担当） 高 橋
淳 （内線２０４）
河川管理課長
柏 倉
晃 （内線３３１）
秋田市山王一丁目１０－２９
TEL. 018-864-2290
○雄物川水系上流支局の事務局
国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
副所長（河川担当） 阿 部 富 雄（内線２０４）
河川管理係長
井 上
勇 （内線３３１）
湯沢市関口字上寺沢６４－２
TEL .018３-73-3174
添付資料の構成 → ２枚目：流域図、３枚目：雄物川の実態、４枚目：経過、５枚目以降：秋田市、横手市、湯沢市
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(別添)
雄物川流域図、８市町村の清掃活動状況
①仙北市（４／１１）実施概要
「桧木内川クリーンアップ作戦」
・参加者

２６５名

・可燃ゴミ

７６０㎏

・不燃ゴミ

４４０㎏

雄物川流域
秋田市

仙北市

②大仙市（４／１９）実施概要
「全市一斉クリーンアップ」
・場 所

大仙市全域

大仙市

（雄物川水系の河川敷等含む）
・参加者

１０．５千人

・収集ゴミ

１７，３４０㎏

美郷町

＊次回は、７月１２日（日）クリーンアップ
（毎年実施）

横手市

丸子川河川敷、雄物川河川敷、親水公園など

羽後町
東成瀬村
湯沢市

■各地の清掃活動（予定）
５月３１日（日）実施

６月以降に実施 （＊詳細は、検討中）

秋田市：
「雄物川一斉清掃」
（河口から上流・右岸側 約４㎞）
参加者 約２００人を予定

美郷町：６月７日（日） 支川出川（約３．５㎞）

＊Ｐ－５／８ 参照

横手市：
「横手川などクリーンアップ」
（支川横手川 約１４㎞区間）
参加者 約６０００人規模

＊Ｐ６－７／８ 参照

湯沢市：
「河川一斉クリーンアップ」
（４箇所で約８㎞）

東成瀬村：６月７日（日）

雄物川、支川皆瀬川（２箇所）
、支川役内川
参加者数 約３００人を予定

「水辺環境クリーンアップ作戦」
羽後町：７月４日（土）

５０人程度を予定

＊Ｐ－８／８ 参照
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支川成瀬川（２㎞）

【参考－１】
■雄物川での「ゴミ流出」実態

『水循環』の中で
「ポイ捨て」空き容器などが
降雨により、河川へ、河口～沿岸へ

図－
『水循環のイメージ』
独立行政法人
新エネルギー・産業技術総合研究所ＨＰより

流出経路 （ → 降雨規模や発生場所に応じて、空き容器等の流出の形態は さまざま ）

→

↓

↓

日本海（由利本荘市側）
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【参考－２】
■雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会
「流域一斉清掃」への取り組みと、今後の予定
１９年９月

雄物川で２０年ぶりの大洪水が発生
＊大曲観測所で日１５６㎜の降雨、椿川地点で、最大約３１００立方㍍／秒
「河川ゴミ」の一部は河岸や河畔林に漂着、一部は沿岸部まで到達

２０年 ７月 ４日

「水対協」合同委員会（＊定例会）
雄物川の「河川ゴミの実態調査」実施について

２０年 ９月 ５日

「水上からの実態調査と意見交換会」
秋田市長、大仙市長、仙北副市長、横手副市長、秋田県生活環境文化部長 他

主な意見：
「ゴミ問題は地域の品格を表す」
、
「水系一体となった取り組みが必要」
→ 農業団体とも連携し、
「流域一斉清掃」実施へ
２０年１１月１４日

第１回 流域一斉清掃担当者会議
実施時期、実施方法について など

２１年 ３月１２日

「水対協」合同幹事会
５月末を目標に「流域一斉清掃」実施を決定
（＊ただし、実施日は各市町村の実情に応じて）

●４／１２ 仙北市で実施
２１年 ４月１４日

第２回 流域一斉清掃担当者会議
準備状況の確認、課題検討 など

●４／１９ 大仙市で実施

２１年 ５月３１日

「流域一斉清掃」 秋田市、横手市、湯沢市が実施

○６～７月に美郷町、羽後町、東成瀬村が実施予定

２１年 ７月上旬

＊７月 ５日

「水対協」合同委員会（＊定例会）
「流域一斉清掃」の結果報告、次回の予定 など

「２４時間テレビ」関連 ← 後援：国土交通省秋田河川国道事務所、
（予定）秋田市

７月１２日

大仙市で河川清掃

７月下旬

「河川ゴミ」の実態調査
秋田市内の中学生と共同調査を予定
生活ゴミ、農地ゴミ、河川利用ゴミ、不法投棄家電、自然ゴミ など
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雄物川流域一斉清掃ボランティア募集
～みんなの雄物川をあなたの力でよみがえらせよう！～
秋田市民をはじめ、多くの秋田県民に飲み水や憩いの場などを与えてくれる雄物川に、
最近多くのごみが見られます。このごみは雄物川河岸を汚すだけでなく海まで流れて行き、
海岸に漂着ごみとして流れ着き、海岸部の自治体を困らせています。
昨年、このごみの状況を現地調査し、危機感を抱いた秋田市
を含む雄物川流域８市町村と国土交通省および秋田県の呼びか
けにより、河川愛護意識を高めるための一斉清掃を実施するこ
とになりました。
「みんなの雄物川」を流域の皆さんで協力して、守っていき
ましょう。たくさんの方々のご参加をお待ちしています。
記
日

時

平成 21 年５月 31 日（日）午前８時半～午前 10 時まで（小雨決行）

場

所

雄物川右岸（茨島側の秋田大橋とＪＲ羽越本線鉄橋の間）

集 合

場 所

参加申し込み

当日、実施場所に白いテントを設置しますのでその前に集合してください。
団体または個人で５月 20 日（水）までに、電話またはメールで下記まで
お申し込みください。

実施場所
公園

羽越本線鉄橋

至茨島交差点

雄物川

至日本海
至新屋

（申し込みおよびお問い合わせ先）
秋田市環境部環境保全課
電話 018-866-2075
E ﾒｰﾙ

ro-evpl@city.akita.akita.jp
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みんなで地域の清掃
みんなで地域の清掃活動
地域の清掃活動に参加しよう
活動に参加しよう！！
に参加しよう！！
横手川の恵まれた
横手川の恵まれた自然景観を保全していくことを地域の皆さんや子供たちに受け継いでもらう趣旨で取り組まれます。市民総
恵まれた自然景観を保全していくことを地域の皆さんや子供たちに受け継いでもらう趣旨で取り組まれます。市民総
参加で清掃作業を実施して川に親しみましょう。また、
参加で清掃作業を実施して川に親しみましょう。また、地域の公園や水路・側溝等身近な環境についても考え
また、地域の公園や水路・側溝等身近な環境についても考え、
地域の公園や水路・側溝等身近な環境についても考え、独自に町内など
で予定されている清掃行事にも
で予定されている清掃行事にも参加しましょう。

「横手川水辺のふれあいフェスタ」協賛事業
１．対策本部
１．対策本部 (支部)
支部)
① 横手地域局庁舎にクリーンアップ対策本部を設置し、事務局を市民課（ＴＥＬ３2-2111 内線２１２８）とします。
② 横手地域局管内各出張所にクリーンアップ対策支部を設置します。
２．広報活動および協力要請

① 市報・回覧板などで市民総参加をＰＲするとともに、横手川付近の事務所・団体等に協力をお願いします。
② 秋田県平鹿地域振興局などの関係機関に協力をお願いします。

３．作業日程
３．作業日程
① 実施日時

平成２
平成２１年５月３１日（日
３１日（日）
日（日） 午前９時 作業開始（小雨決行）
作業開始（小雨決行）
実施の有無は午前７時に花火で合図いたします。（雨天の場合は 6 月７日に順延）
月７日に順延）

② 集合場所

★川の清掃に参加する方は・・・最寄りの裏面記載集合場所に午前８時４０分までに集合して、各班長の指示に従っ
てください。
★地域の清掃に参加する方は・・・各地域の計画に従ってください。

③ 作業終了

作業時間は約１時間を予定しており、終了時も花火で合図いたします。

４．作業内容
① 横手川およびその他河川・・・・・河川敷地内の清掃
● 可燃物「紙くず・木くず・プラスチック等」や
資源物「空き缶・空きビン・鉄くず」
可燃物
資源物
不燃物「電池・せともの類等」は、それぞれ分けてごみ袋に入れて車の運搬できる場所にまとめてください。
不燃物
大きいごみも市で収集しますので、車で運搬できる場所にまとめてください。ただし、流木は回収できない場合もあります。
● 河川は、様々な生命をはぐくんでいる場所でもありますので、地域の環境衛生とのバランスを考えながら、草を刈る部分、残す
部分を地域で考えてから行なってください。
● ケガ・事故等の無いように十分注意した作業をし、危険な場所には
危険な場所には絶対に
危険な場所には絶対に近寄らないでください。
絶対に近寄らないでください。
② 地域の公園・水路・道路側溝・泥上げの清掃
● 泥上げの泥は土納袋に入れてください。発泡スチロールやダンボール箱、水の切れない袋には入れないでください。
土納袋は横手地域局・総合案内で配布していますので利用してください。）作業後は、収集車両が入れる場所にまとめてください。
（土納袋
土納袋
作業後回収しますので、横手地域局市民課、電話３２－２１１１（内線）２１２８までご連絡ください。ただし、すべての回収には１週間
ほど時間がかかりますのでご了解ください。

５．その他
① 当日は作業のしやすい服装で、作業用具、軍手等を持参してください。
② ごみ袋は対策本部（支部）で準備します。
③ 各班の集合場所に緊急用の薬箱を準備、配置いたします。また、対策本部に救護員を待機させます。
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雄 物 川 水 系 水 質 汚 濁 対 策 連 絡 協 議 会

主 催

このたび、雄物川水系内(上流の湯沢市から下流の秋田市まで)の河川一斉のクリーンアップを
実施することになりました。
湯沢市では、下記(①～④)の 4 箇所でクリーンアップを実施いたしますので、市民の皆様のご
協力をお願いいたします。どうぞ近くの実施箇所にお集まりください。
ごみ袋・軍手等はこちらで用意しております。動きやすい服装でおいでください。

平成 21 年 5 月 31 日(日) 午前 8:00～９:00
※当日は午前 7：50 まで近くの実施箇所にお集まりください。

クリーンアップ終了後、

アユの
放流体験
を予定しております。

問い合わせ：湯沢市生活環境課(℡ 73-2111(内線 121～123))
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