川のゴミを
みんなで拾おう

大和川の清流復活を目指して、大和
大和川の清流復活を目指して、大和川流域において、地域住民
、大和川流域において、地域住民・民間団体
川流域において、地域住民・民間団体・
・民間団体・
企業等の方々と連携して清掃
企業等の方々と連携して清掃活動を実施します
して清掃活動を実施します。（大阪府と同日開催）
活動を実施します。（大阪府と同日開催）
皆さまのご参加をお待ちしております。
さまのご参加をお待ちしております。

・集合場所等について、詳しくは裏面をご覧下さい。
・県で傷害保険に加入しますので予め参加者名の連絡をお願いします。
・作業時間は、概ね１～２時間を予定しています。
・駐車場のない会場もありますので、公共交通機関をご利用のうえご参加下さい。
・清掃しやすい服装で、できれば軍手等の清掃道具をご持参下さい。
・一部会場でゴミのモニタリングを実施します。（シールを貼るだけ簡単アンケート）
・雨天時中止等については、裏面の問い合わせ先にお問い合わせ下さい。
奈良県・国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所・奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・御所市・生駒市・香芝市・葛城市・
平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・川西町・三宅町・田原本町・高取町・明日香村・上牧町・王寺町・広陵町・河合町
〔参加予定団体〕：大安寺西地区社会福祉協議会/菰川環境美化協議会/菩提川をよごさない会/秋篠川源流を愛し育てる会/大和川市民ネットワーク/下
水文化研究会関西支部/環境市民ネットワーク天理/土睦会/やまと郡山環境を良くする市民の会/昭和工業団地協議会/ 「まほろば遊歩道」整備構想推
進協議会/三郷町建設業協会/法隆寺青年会議所/安堵桜遊会（岡崎川に桜を育てる会）/葛城青年会議所/大和信用金庫高田支店/大和高田商工会議
所青年部/大和高田ローターアクトクラブ/みずほ証券(株)高田支店/(株)南都銀行高田支店/ディアプロッサ高田ＦＣ/御所市地域婦人団体連絡協議会/御
所地区更生保護女性会/ボランティアグループまどか/御所地区青年会議所/ボランティアクラブぼちぼち/楽まち/(株)南都銀行王寺支店/大和信用金庫王
寺支店/ボランティアグループアクアグリーン/大鉄工業(株)/東王塚若葉会/明治安田生命保険(相)王寺支店/奈良ニッセイエデンの園/寺川わんわんパト
ロール隊/万葉飛鳥川長寿散歩道の会/大和信用金庫八木支店/真菅ボランティア/坊城きつき会/河西老人クラブ寿会/(株)奥村組/宮森老人会/イオンリ
テール(株)東近畿カンパニー/(株)ファミリーマート/ＪＲ西日本(株)/大和信用金庫/奈良中央信用金庫/(株)南都銀行/各地域自治会・連合会 （順不同）

集合時間 一般参加
問い合わせ先
0742-23-8011
佐保川 三条川西町～八条五丁目
大安寺西小学校グラウンド 7:45 可
菰川 法華寺町第２大芝橋～一条高校前 グリーンパーク奈良マンション北側 8:00 可
菰川 法華寺町第２大芝橋～近鉄菰川橋梁 創価学会駐車場
8:00 可
菰川
近鉄橋梁～菰川橋
大安寺西小学校グラウンド
7:
45 可
奈良市
菰川 菰川橋～四条大路南町
大安寺西小学校グラウンド 7:45 可 奈良土木事務所（0742-23-8011）
菰川 法華寺町一条高校～法蓮町佐保小学校前 県奈良総合庁舎前
8:00 可
菩提川 三条桧町左京橋～恋の窪佐保川合流部 大安寺西小学校グラウンド 7:45 可
秋篠川 中山町西一丁目～中山町西三丁目 中山町西泉橋付近
8:30 可
天理市
大和川 嘉幡町帰仁橋～常宝寺橋
天理市環境クリーンセンター前 8:45 可
郡山土木事務所管内
0743-51-0205
富雄川 満願寺橋～外川橋
満願寺橋
9:00 可
大和郡山市 富雄川 河原自治会館～小泉橋
河原自治会館前
8:30 可 郡山土木事務所（0743-51-0205)
岡崎川 昭和大橋～大池橋
大池橋西詰
10:00 可
富雄川
高山町川崎橋～出店橋
高山八幡宮
9:00 可 生駒市環境政策課(0743-74-1111(代))
生駒市
竜田川 新山崎橋～蓮池橋
井出川橋南付近
9:00 可
平群町
竜田川 協和橋～近鉄生駒線橋梁
プリズムへぐり前
10:00 可 郡山土木事務所（0743-51-0205)
三郷町
大和川 勢野東・若草橋～立野北１丁目神前橋 三郷町役場前
9:00 可 三郷町建設経済課(0745-73-2101(代)）
富雄川 安富橋～大和郡山境界
上宮遺跡公園
8:00 可
大和川 御幸橋～潜水橋
御幸橋付近
8:00 可
大和川 神南３丁目～潜水橋
神南３丁目
8:00 可 斑鳩町建設課（0745-74-1001(代)）
斑鳩町
三代川 安富橋バス停～興留１０丁目
安富橋バス停
8:00 可
三代川 興留１０丁目～竜田川合流点
いかるがホール
8:00 可
竜田川 神南１丁目・塩田橋～竜田公園北の駐車場 塩田橋付近
8:00 可
安堵町
岡崎川 窪田・三の坪橋～大和橋
安堵中央公園横
9:00 可 安堵町産業建設課(0743-57-1511(代)）
高田土木事務所管内
0745-52-6144
大和高田市 高田川 大中公園
大中公園
8:30 可 大和高田市土木管理課（0745-22-1101(代)）
御所市
葛城川 栄町地内～西柏町地内
御所小学校体育館
9:30 可 御所市環境政策課・土木課（0745-62-3001(代)）
香芝市
葛下川 下田東四丁目・下田橋～下田東五丁目・いがた南橋 香芝市役所南側駐車場
9:00 否 香芝市土木課（0745-76-2001(代)）
葛城市
葛城川 新町
奈良県新庄第１健民運動場 9:00 可 葛城市環境課（0745-69-3001(代)）
上牧町
滝川 大字上牧
上牧町中央公民館
9:30 可 上牧町まちづくり推進課（0745-76-1001(代)）
王寺町
大和川 ふれあい広場付近
ふれあい広場
9:00 可 王寺町住民課（0745-73-2001(代)）
高田川 六道山地区～沢地区
8:00 可
各自治会により指定
広陵町
葛城川 南郷地区～萱野地区
8:00 可 広陵町生活環境課（0745-55-1001(代)）
(約30カ所）
メイン会場：広陵健民グラウンド横 8:00 可
曽我川 百済地区～大場地区
河合町
大和川 市場～大輪田
泉台調整池西側
9:00 可 河合町都市整備課（0745-57-0200(代)）
桜井土木事務所管内
0744-42-9191
寺川 中町宇治橋～東竹田町界
宇治橋
9:00 可
飛鳥川 雷・小治田橋～上飛騨町上飛騨橋 田中橋
9:00 可
飛鳥川 南八木町～小房町
晩成小学校校門前
9:00 可
飛鳥川 南八木町
晩成小学校校門前
9:00 否
米川 葛本町上品寺大橋～中央橋
中央橋
8:00 否
橿原市
米川 新賀町三山橋付近
市杵島神社前
9:00 可
米川 木原町木原橋～上流
木原橋
9:00 可
曽我川ゲートボール前（２４号バイパス下） 9:00
可
曽我川 曽我町
銭川 常盤町
常盤町自治会館前
8:30 可 桜井土木事務所(0744-42-9191）
曽我川 東坊城町坊城橋～古川橋
坊城杵築神社前
9:00 否
高取川 西池尻町鳥屋橋～西池尻下橋
西池尻町会館前
9:00 可
寺川 谷・東光寺橋～河西・稚桜橋
天満橋東詰
9:00 可
寺川 桜井・谷一号橋～谷・梅の森橋
昭和公園
9:00 可
桜井市
大和川 大泉・打合橋～三輪・新大三輪橋 浄化槽前
9:00 可
大和川 三輪・出口橋～三輪大橋
松之本公民館前
9:00 可
大和川 大泉・打合橋～大西との境界付近 庚申橋南詰（ギフト山口前） 9:00 可
川西町
大和川 吐田・馬場尻橋～板屋ヶ瀬橋
南吐田公民館
9:00 可 川西町総務課（0745-44-2211(代)）
三宅町
飛鳥川 伴堂・出屋敷橋～但馬・辰ヶ辻橋 三宅町健民運動場
8:45 可 三宅町土木建設課（0745-44-2001(代)）
中の橋川 佐味
中の橋
9:00 否
寺川 阪手
阪手西自治会集会所
9:00 可
可
リハビリセンター～笠縫大橋付近 9:00
飛鳥川 秦楽寺～リハビリセンター付近
田原本町 飛鳥川 宮森・笠縫大橋～多・多宮橋
県営福祉パーク
9:00 可 桜井土木事務所(0744-42-9191）
飛鳥川 笠縫
県営福祉パーク
9:00 可
寺川 宮森・千宮橋
宮森木虎歯科駐車場
9:00 可
寺川 田原本町役場周辺
田原本町役場正面玄関前 9:00 可 田原本町土木管理課（0744-32-2901(代)）
高取町
高取川 観覚寺・増屋橋～高市消防署前 増屋橋バス停付近
9:00 可 高取町住民福祉課（0744-52-3334(代)）
明日香村 飛鳥川 岡・高市橋～川沿い北側
明日香村役場
10:00 可 明日香村地域づくり課（0744-54-2001(代)）
●作業時間は概ね１～２時間を予定しています（場所・天候によって異なります）。
●駐車場のない会場もありますので、公共交通機関をご利用のうえご参加下さい。
●清掃しやすい服装でご参加下さい。軍手等清掃道具は数に限りがありますのでできるだけご持参いただきますようお願いします。
●雨天時中止については、各会場（または市町村）ごとに決定します。お手数ですが、各会場記載のお問い合わせ先までご確認下さい。

市町村名 河川名
奈良土木事務所管内

実施場所

集合場所

チラシ制作：奈良県県土マネジメント部河川課河川環境改善係 ０７４２－２７－７５０４
http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=12730

