
 

別紙－２　「キャンプ砂防２００７」実施予定表

期間 参加予定

開始月日 ～ 終了月日 （日間） 人数 実施テーマ 実施概要

苫小牧河川事務所 苫小牧市字柏原32番地の４０ 8月28日 ～ 8月31日 4日間 3人 樽前山と火山防災
樽前山山麓の生活と防災、砂防施設見学体験、樽前山登山、有珠山噴火の足跡
を知る（噴火と復興、火山防災）

新庄河川事務所 山形県新庄市小田島町５－５５ 9月10日 ～ 9月14日 5日間 4人
《キャンプ砂防in月山》～実体験を通
して中山間地域の生活と砂防を学ぶ

炭焼き体験、地すべり観測講習、環境調査体験、砂防えん堤工事の現場体験

利根川水系砂防事務所 群馬県渋川市渋川１２１－１ 8月6日 ～ 8月10日 ５日間 4人 利根川上流域　水と緑のハーモニー

明治時代の巨石堰堤調査
火山と共に生きるー浅間山・草津白根山と地域の生活
地すべり対策ー譲原地すべり施設見学
水源地の自然を訪ねるー尾瀬の自然学習
地域交流会

日光砂防事務所 栃木県日光市萩垣面２３９０ 8月17日 ～ 8月23日 ７日間 5人
知ろう学ぼう日光地域―日光の歴史は
土砂災害との戦いの歴史

世界的観光地である日光は過去に幾度となく土砂災害に見舞われ、災害との長
い戦いの歴史を重ねてきた。１２００年以上に及ぶ日光の歴史と文化を学びつ
つ、その日光地域を守るために続けられている砂防事業を、崩壊地・流域調
査・山腹工・砂防堰堤工事の施工体験・大谷川地形発達史・日光の自然と歴史
の講話・二社一寺・日光植物園見学等を通じて学ぶ。

渡良瀬川河川事務所 栃木県足利市田中町661-3 8月23日 ～ 8月28日 ６日間 5人
渡良瀬川の歴史と砂防～豊で安全な地
域を目指して～

渡良瀬川の歴史と砂防事業の取り組みについて、迫力ある生の現場の見学。工
事実施体験等。

富士川砂防事務所 山梨県甲府市富士見２－１２－１６ 8月20日 ～ 8月24日 ５日間 5人
南アルプスを源に、自然と暮らしを守
るSABOを目指して

現地調査、現地体験、体験学習等

立山砂防事務所 富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂61 8月24日 ～ 8月31日 ８日間 5人
立山の大自然の麓で学ぼう、砂防と地
域のくらし

工事現場体験（立山カルデラ内踏査、水谷出張所管内砂防工事、トロッコ軌道
保線）、地場産業体験（林業体験）、住民との交流（ホームステイ）

金沢河川国道事務所 石川県金沢市西念４丁目２３－５ 8月20日 ～ 8月24日 ５日間 6人
白山の歴史と将来「世界遺産と砂防事
業の共存を考える」

世界遺産登録を目指す霊峰白山、そこでは８０年にわたり砂防事業が行われて
います。
今回、白山麓の歴史生活文化を体験（白峰出作り体験）し、地域の人々とふれ
あい、世界遺産と砂防事業の共存について考えます。

湯沢砂防事務所 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３ 8月20日 ～ 8月24日 ５日間 4人
魚野川上流域の魅力発見！
～登川の自然や暮らしを体感～

巻機山登山、地域学習、砂防施設見学、工事現場実習等

阿賀野川河川事務所 新潟県新潟市南町１４－２８
「地すべり」の模型を使ってメカニズ
ムと対策工を学ぶ。

①「地すべり」の模型から移動のメカニズムと対策を学ぶ。
②地元の古老から「地すべり」体験談を聞く。

飯豊山系砂防事務所
山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町3-
48

キャンプ砂防in飯豊　－ブナとマタギ
の文化にふれあう－

現地調査・工事現場見学・地域の人々との交流等を通して砂防について学ぶと
ともに、中山間地域の文化や歴史を体験する。

松本砂防事務所 長野県松本市元町１丁目８番２８号 9月3日 ～ 9月7日 5日間 5人
中山間地域で生活する人たちとの交流
を通じて、砂防事業との関わりを学ぶ

信濃川上流の梓川流域ではＮＰＯ法人「梓川流域を守る会」（旧安曇村、奈川
村：現松本市）の人々が活動している。それらの方々との生活体験と交流を通
して、災害体験や砂防についての意見交換を行う。

神通川水系砂防事務所 岐阜県飛騨市神岡町殿316-2 8月3日 ～ 8月9日 ７日間 4人
奥飛騨の大自然の中、山間地での砂防
体験学習

各種講義、災害体験講話、焼岳登山、崩壊地調査、ホームステイ、農業・林
業・建設業体験、地域住民との交流

黒部河川事務所 富山県黒部市天神新１７３ 8月20日 ～ 8月24日 ５日間 5人 黒部峡谷の砂防を体感しよう
砂防事業計画・実施箇所の現地調査、砂防工事現場体験、砂防工事従事者との
交流、自然環境調査、治水施設（水系一貫）見学等

天竜川上流河川事務所 長野県駒ヶ根市上穂南7-10 8月6日 ～ 8月10日 ５日間 5人
南アルプスと中央アルプスに抱かれた
南信州で、自然に触れ、砂防を学ぶ

南アルプス登山、工事現場体験、砂防施設見学、災害体験講話

静岡河川事務所 静岡県静岡市葵区田町３－１０８

沼津河川国道事務所 静岡県沼津市下香貫外原３２４４－２

多治見砂防国道事務所 岐阜県多治見市坂上町６－３４ 8月6日 ～ 8月10日 ５日間 4人

「キャンプ砂防ｉｎ多治見」
木曽川・庄内川体感「水流と緑樹」
木曽谷体験「中央アルプスの自然と中
山間地域」

御嶽山の崩壊地調査、砂防工事体験、土砂災害の歴史を学ぶ、中山間地域の暮
らしに触れる（町長との面談、郷土史家の講話）、地域の歴史と文化を学ぶ
（木曽路中山道『馬籠宿』・『妻籠宿』見学及び宿泊、美濃焼陶芸体験）

越美山系砂防事務所 岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺１３７ 8月3日 ～ 8月9日 7日間 4人 水とみどりと人のハーモニー 砂防施設見学、ナンノ谷大崩壊、徳山ダム、横山ダム見学、夜叉が池登山等、

富士砂防事務所 静岡県富士宮市三園平１１００ 9月10日 ～ 9月14日 5日間 5人 活火山富士山と砂防 火山教室・渓流教室・源頭部調査工事見学・砂防施設見学

琵琶湖河川事務所 滋賀県大津市黒津４－５－１ 8月6日 ～ 8月10日 5日間 5人
なんで山は荒れたのか、どうやって緑
はもどったのか体感

渓流調査、間伐体験、山腹工施工体験、歴史的砂防施設見学

六甲砂防事務所 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3-13-15 8月20日 ～ 8月24日 5日間 5人 六甲山系の自然と砂防
六甲山系の砂防・六甲山の自然体験・六甲山系のグリーンベルト・砂防工事の
見学

木津川上流河川事務所 三重県名張市木屋町８１２－１ 8月6日 ～ 8月10日 5日間 4人
触れて感じて自然と暮らし！木津川上
流砂防体験

渓流調査と砂防堰堤トレッキング、室生の地すべり、オオサンショウウオ生息
調査体験、中山間地域の地場産業林業体験

福井河川国道事務所 福井県福井市花堂南2-14-7 8月6日 ～ 8月10日 5日間 5人 体験・ふれあい・感動 過去の災害を学び、砂防・林業の体験学習

日野川河川事務所 鳥取県米子市古豊千678 日野川流域(大山)の歴史探索、現場見学等

倉吉河川国道事務所 鳥取県倉吉市福庭町1-18 三徳川流域の歴史探索、ｵｵｻﾝｼｮｳｳｵ調査、渓流調査、小鴨川流域現場見学等

四国山地砂防事務所 徳島県三好市井川町西井川６８－１ 8月14日 ～ 8月21日 8日間 4人 四国山地から学ぶ
①砂防・地すべり学習、②中山間地域活性化取組、③砂防堰堤設計概論、④砂
防ボランティア活動、⑤土木遺産視察、⑥伝統文化体験（阿波おどり）

川辺川ダム砂防事務所 熊本県球磨郡相良村大字柳瀬３３１７ 8月6日 ～ 8月10日 ５日間 2人 川辺川砂防の自然環境と親水
ふれあい体験、砂防現場体験、環境調査、災害体験者講話、H18年度の出水に
ついて

宮崎河川国道事務所 宮崎県宮崎市大工２丁目３９番 8月6日 ～ 8月11日 6日間 3人 霧島火山の砂防事業を体験すること。 霧島火山観察及び砂防施設、砂防工事見学、地域青年との交流会等

大隅河川国道事務所 鹿児島県肝属郡肝付町新富1013-1 8月20日 ～ 8月24日 5日間 5人
火山との共生をめざして～人と自然を
守る事業～

講義及び工事現場の体験をして桜島の砂防事業を知ってもらう。また、桜島で
の生活を体験してもらう。

雲仙復興事務所 長崎県島原市南下川尻町７番地４ 8月6日 ～ 8月10日 ５日間 4人 火山との共生　～よみがえる雲仙～
地域の方による災害時の体験談、雲仙・普賢岳登山、無人化施工現場見学会、
救急救命講習会、期間中は避難施設に宿泊体験等。

127人

5人
砂防と歴史探索（倉吉・日野川の合同
開催）

5人
「狩野川台風の痕跡」「安倍川の大谷
崩れ」砂防にふれてみよう

8月20日 ～ 8月24日 5日間

砂防管内（狩野川・安倍川）視察、工事現場体験、狩野川台風被害状況学習

9月3日 ～

8月20日 ～ 8月24日 ５日間

実施事務所名 所在地
実施時期

9月7日 ５日間 7人

実施内容


