
  三重四川の 

     「川と海のクリーン大作戦」 
      一般参加者を募集します。 
    １．概要 
       この活動は、地域と行政が一体となって、きれいな川や海を子供たちに残していくため、 
      幅広い世代による河川清掃を通じて“ゴミを捨てない・捨てさせない“精神の高揚のため 
      の普及・啓発を行う目的で、毎年秋季に、伊勢湾・三河湾に流れ込む河川及び海岸を対 
      象に実施されています。 
       昨年、三重四川（鈴鹿川・雲出川・櫛田川・宮川）では、参加者２，８６９人により２㌧ﾄﾗｯｸ 
       換算２４台分のゴミを集めました。 
       17回目の今年、三重四川においては、統一実施日を１０月２２日（日）として、９月２４日 
      （日）から１１月２６日（日）までの間に、全２２会場で実施します。 
       一般参加者の募集をお願いしています。  
      
       ◆ 一般参加の事前申込みは不要です。（当日受付） 
         詳しい内容は、別添資料①に掲載されている関係各市町等の窓口まで 
         お問い合わせ下さい。 
        ◆ 取材等で現地に来られる場合は、事前に下記５の問合せ先までご連絡下さい。 
 
       【呼びかけ人】国土交通省三重河川国道事務所、三重県、各河川・海岸沿いの市町村、 
                賛同企業や河川愛護団体等 
 
                 【三重河川国道事務所ＨＰ】  
                  http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/river/clean/2017.html  
 
   ２．資   料   別紙のとおり 
 
    ３．配布先   三重県政記者クラブ、第二県政記者クラブ 
           
    ４．解   禁  指定なし 
 
    ５．問い合わせ先 
               〒514-8502  津市広明町２９７ 
        国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所 
                       河川占用調整課長 鈴木 良（すずき りょう） 
            保全対策官      福田 寛（ふくだ ひろし） 
                     電話：059-229-2218 ＦＡＸ：059-229-2231 
  

平成２９年 ９ 月１５日 

国土交通省中部地方整備局 

三重河川国道事務所 

平成28年10月1日 
鈴鹿川(亀山市鹿島橋下流) 

平成28年10月23日 
宮川(度会郡玉城町) 



別添資料①

平成29年度「川と海のクリーン大作戦」　実施箇所及び連絡先一覧

水
系
名

実施
予定日

集合
時間

実施場所 集合場所 連絡先

　鈴鹿川右岸 ： 鹿島橋～亀山大橋(R306)

　鈴鹿川左岸 ： 鹿島橋～亀山大橋(R306)

　鈴鹿川右岸 ：鈴鹿川河川緑地公園周辺

　　　　　　　　　　河川敷（庄野橋～定五郎橋）

　鈴鹿川右岸 ： 伊勢鉄道～木田橋 　高岡サッカーグラウンド

　鈴鹿川左岸 ： 伊勢鉄道～高岡橋 　　（鈴鹿市サッカー少年団）

　鈴鹿川左岸 ： 　鈴鹿川緑地公園

　　　　　　　　（本郷橋～内部川分岐点） 　　（四日市南ﾎﾞｰｲｽﾞ）

　雲出古川左岸 ： 雲出伊倉津町 　雲出古川左岸:　津香良洲

　　　　　　　　（津香良洲大橋上下流） 　  　大橋付近（雲出伊倉津町）

　雲出川左岸 ： 雲出島貫町 　雲出川左岸:　雲出橋下流400m付

　　　　　　　　（雲出橋～R23雲出大橋） 　　（雲出島貫町）

　西山公園～津香良洲大橋
　雲出古川右岸:
　　西山公園（香良洲町桜町）

  稲葉ポンプ場前～河口
  稲葉ポンプ場前
                  （香良洲町川原）

　大師堂前～河口
  雲出川左岸:
　　大師堂前（香良洲町馬場）

059-292-4308

　雲出川左岸 ： 木造町 　雲出川左岸:

　　　　　　　　　　（JR雲出川橋梁～雲出橋） 　　JR雲出川橋梁付近（木造町）

　雲出川右岸 ： 須ヶ瀬町 　雲出川右岸:

　　　　　　　　　　（須賀瀬大橋下流） 　　須賀瀬大橋付近（須ヶ瀬町）

　中村川桜堤防（東屋）

　　　　　　（小川橋右岸上流）

　櫛田川右岸 ：

　　　　　多気町兄国から佐奈川合流点

　佐奈川左岸 ：

　　　　ＪＲ佐奈川橋梁から櫛田川合流点

　佐奈川・櫛田川右岸：

　　　 　ＪＲ佐奈川橋梁からJR櫛田川橋梁

松阪市　建設部　土木課

0598-53-4141

三重県松阪建設事務所　管理課

0598-50-0586

　櫛田川左岸 ： 揥水まちづくり協議会

　 　　県道37号線（櫛田橋）から東部中学校 0598-28-2675

　宮川右岸： 伊勢市　都市整備部　監理課

　　　宮川堤公園周辺河川敷（度会橋上下流） 0596-21-5582

玉城町　建設課

0596-58-8205

宮川流域ルネッサンス協議会

0596-27-5411

鈴
鹿
川
水
系

10月7日(土) ８時 　鈴鹿川右岸: 鹿島橋下流河川敷
亀山市建設部　維持修繕室

0595-84-5129

11月26日(日) ８時

　鈴鹿川右岸 ： 派川分起点～磯津橋
　鈴鹿川派川 ： 全域

　本郷河川敷グラウンド
                （本郷橋上流）

059-354-8357

四日市市　都市整備部
河川排水課

10月22日(日) ８時

　鈴鹿市河川防災センター
鈴鹿市土木部　河川雨水対策課

059-382-7614

9月24日(日) ７時

８時
津市　香良洲総合支所

地域振興課
雲
出
川
水
系

9月24日(日)
(予備日10月１日

(日)）

７時
津市　建設部

河川排水推進室
059-229-3207

　雲出川右岸河口
             　（五主町地内）

10月22日(日) ８時

津市　建設部
津南工事事務所

059-254-5350

松阪市　北部建設保全事務所
0598-48-3042

８時

　雲出川右岸 ： 五主町地内～五主海岸

佐奈川を美しくする会

　中村川 ： 小川橋上下流左右岸

　高須海岸（櫛田川河口左岸隣接） 　高須海岸

　松名瀬海岸（櫛田川河口右岸隣接） 　松名瀬海岸

  桜づつみ公園 0598-38-2523

　宮川左岸 ： 宮リバー度会パーク河川敷
　宮川左岸
　宮リバー度会パーク
　　　　　　　　（度会町大野木）

８時
３０分

　宮川左岸 ： 10.0k付近～11.4k付近 　宮川左岸　10.0k付近河川敷

協和コンクリート様事務所前

８時
　宮川右岸　度会橋下河川敷
　（度会橋　橋梁下）

櫛
田
川
水
系

８時10月22日(日)

８時

11月5日(日) ９時

宮
川
水
系

10月22日(日)

10月21日(土)

（予備日）
10月22日(日)

９時



www.cbr.mlit.go.jp/mie/river/clean/2017.html



雲出川　清掃箇所案内図雲出川　清掃箇所案内図

鈴鹿川　清掃箇所案内図鈴鹿川　清掃箇所案内図

宮川　清掃箇所案内図宮川　清掃箇所案内図

櫛田川　清掃箇所案内図櫛田川　清掃箇所案内図 別紙

亀山橋

本郷河川敷グラウンド（本郷橋上流）

河川名 市町名 場所番号 実施予定日 集合時間 実施場所 集合場所

① 　鈴鹿川右岸（鹿島橋～亀山大橋(R306)）

② 　鈴鹿川左岸（鹿島橋～亀山大橋(R306)）

③ 　鈴鹿川河川緑地公園周辺河川敷（庄野橋～定五郎橋） 　鈴鹿市河川防災センター

④ 　伊勢鉄道～木田橋(右岸)・伊勢鉄道～高岡橋(左岸) 　高岡サッカーグラウンド(鈴鹿市サッカー少年団)

⑤ 　鈴鹿川右岸(派川分岐点～磯津橋)、鈴鹿川派川全域 　本郷河川敷グラウンド(本郷橋上流)

⑥ 　鈴鹿川左岸(本郷橋～内部川分岐点) 　鈴鹿川緑地公園(四日市南ボーイズ)

8時

8時

8時

　鈴鹿川右岸：鹿島橋下流河川敷

鈴鹿川

亀山市

鈴鹿市

四日市市

10月7日(土)

10月22日(日)

11月26日(日)

香良洲大橋雲出橋

須
賀
瀬
大
橋

雲出川右岸河口
（五主町地内）

津香良洲大橋付近

須賀瀬大橋付近

中村川桜堤防（東屋）
（小川橋右岸上流）

ＪＲ雲出川橋梁付近

川口樋門

大師堂前
(香良洲町馬場)

稲葉ポンプ場前
(香良洲町川原)

西山公園
(香良洲町桜町)

雲出橋下流400m付近

平成29年10月2日(月)より
香良洲橋は全面通行止め
(架替工事のため)

注意!!

河川名 市町名 場所番号 実施予定日 集合時間 実施場所 集合場所

雲出古川 ①
9月24日(日)

予備日10月1日(日)
7時 　雲出古川左岸：雲出伊倉津町(津香良洲大橋上下流) 　雲出古川左岸津香良洲大橋付近(雲出伊倉津町)

② 9月24日(日) 7時 　雲出川左岸：雲出島貫町(雲出橋～R23雲出大橋) 　雲出川左岸雲出橋下流400m付近(雲出島貫町)

③ 10月22日(日) 8時 　雲出川左岸：木造町(JR雲出川橋梁下流) 　雲出川左岸JR雲出川橋梁付近(木造町)

④ 10月22日(日) 8時 　雲出川右岸：須ヶ瀬町(須賀瀬大橋下流) 　雲出川右岸須賀瀬大橋付近(須ヶ瀬町)

雲出古川

雲出川
⑤ 10月22日(日) 8時

　雲出古川：西山公園～津香良洲大橋

　　　　　　稲葉ポンプ場前～河口

　雲出川左岸：大師堂前～河口

　雲出古川：西山公園(香良洲町桜町)

　　　　　　稲葉ポンプ場前(香良洲町川原)

　雲出川左岸：大師堂前(香良洲町馬場)

雲出川 ⑥ 10月22日(日) 8時 　雲出川右岸・五主海岸・五主町地内 　雲出川右岸河口(五主町地内)

中村川 ⑦ 10月22日(日) 8時 　中村川：小川橋上下流左右岸 　中村川桜堤防(東屋)(小川橋右岸上流)

津市

松阪市

雲出川

度会橋下河川敷(宮川右岸)

宮リバー度会パーク

【宮川流域ルネッサンス協議会】

度会町

河川名 市町名 場所番号 実施予定日 集合時間 実施場所 集合場所

伊勢市 ① 8時 　宮川右岸：宮川堤公園周辺河川敷（度会橋上下流） 　宮川右岸：度会橋下河川敷

玉城町 ② 8時30分 　宮川左岸：10.0k付近～11.4k付近 　宮川左岸：10.0k付近河川敷

度会町 ③ 8時 　宮川左岸：宮リバー度会パーク下河川敷 　宮川左岸：宮リバー度会パーク

宮川 10月22日(日)

近鉄山田線橋梁

国土交通省
三重河川国道事務所

櫛田川出張所

紀勢本線

松阪多気橋

両郡橋

ＪＲ佐奈川橋梁

ＪＲ櫛田川橋梁

櫛田橋

櫛田川

孫川

佐奈川

祓川

高須海岸
【松阪建設事務所】

松名瀬海岸
【松阪市】

協和コンクリート様事務所前
【揥水まちづくり協議会】

新両郡橋

桜づつみ公園
【佐奈川を美しくする会】

新橋
朝長橋

櫛田可動堰
魚見橋

37

東部中学校

文

県道鳥羽松阪線

河川名 市町名 場所番号 実施予定日 集合時間 実施場所 集合場所

　櫛田川右岸：多気町兄国から佐奈川合流点

　佐奈川左岸：ＪＲ佐奈川橋梁から櫛田川合流点

　佐奈川・櫛田川右岸：ＪＲ佐奈川橋梁からJR櫛田川橋梁

② 　松名瀬海岸 　松名瀬海岸

③ 　高須海岸 　高須海岸

④ 11月5日(日) 9時 　櫛田川左岸：県道３７号線から東部中学校 　協和コンクリート様事務所前

9時 　桜づつみ公園
佐奈川

櫛田川
多気町 ①

10月21日(土)

予備日

10月22日(日)

10月22日(日) 8時松名瀬海岸

櫛田川

高須海岸

松阪市
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