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吉野川 マナー アップ キャン ペーン を夏休 み期間 中に実 施
～統一 行動は ７月２ ０日 に実施し ます～
１ ．目

的

吉 野川は 奈良 県を代 表す る清澄 な河 川とし て人々 に親 しまれ 、多 くの県 民が 生活用 水
や農 業用水 等と して恩 恵を 受けて いま す。し かし、 美し い自然 や清 流を求 めて 訪れる 行
楽客 やキャ ンプ 客、釣 り客 等の残 して いくご みが、 景観 はもと より 河川の 水質 等の環 境
に悪 影響を 及ぼ してい ます 。また 、そ のごみ の処理 が、 流域の 市町 村に過 大な 負担と な
って います 。
こ のため 、本 期間中 は、 流域７ 市町 村及び 県が一 体と なって 、行 楽客や キャ ンプ客 、
釣り 客等に 対し 、ごみ の持 ち帰り のマ ナー向 上を呼 び掛 ける啓 発活 動を実 施し ます。

２ ．期

間

７ 月２０ 日（ 土）～ ８月 ３１日 (土)
（ 行楽客 が多 く訪れ る夏 休みの 期間 中を対 象とし ます 。）

３ ．実 施 主 体
県、流 域市 町村（ 五條 市、吉 野町 、大淀 町、下 市町 、黒滝 村、 川上村 、東 吉野村 ）

４ ．内

容

１） 横断幕 によ る啓発
横断幕 を流 域７市 町村 に配布 し、 橋の欄 干、道 路等 に掲出

心に 残そ う
吉野川マナーアップキャンペーン

残 し ち ゃい け ない

（イメ ージ）

や

奈 良 県 ､五 條 市 ､吉 野 町 ､大 淀 町 ､下 市 町 ､黒 滝 村 ､川 上 村 ､東 吉 野 村 、 吉 野 川 を 守 る 会

２） 県、市 町村 の広報 誌等 による 啓発 （県民 だより ７月 号など ）

３） 統一行 動キ ャンペ ーン
(1) 実施 日時 ：７月 ２０ 日（土 ）

(2) 場

１０： ００ ～１１ ：０ ０

所 ：流域 ７市 町村で 、重 点箇所 を中心 に実 施
メ イン会 場～リ バー フィー ルド よしの ～
統一 行動キ ャン ペーン 実施 場所
五 條市

大 川橋（ 南詰 、北詰 ）、芝 崎河 川公園 、き すみ広 場

吉 野町

リ バーフ ィー ルドよ しの、
吉 野高校 下、 近鉄上 市鉄橋 下河 川敷

大 淀町

広 報車に よる 啓発活 動（下 渕河 川敷、 増口 河川敷 ）

下 市町

広 報車に よる 啓発活 動（吉 野川 、丹生 川）
森 林公園 やす らぎ村

黒 滝村

森 物語村 、き ららの 森

川 上村

広 報車に よる 啓発活 動（入 之波 (三之 公)）
（上 多古 ～白川 渡～ 奥瀬戸 ）

東 吉野村

(3) 内

東 吉野キ ャン プ場

容： 各市町 村ご との重 点箇 所を中 心に、 地元 ボラン ティ ア、市 町村 職員、

県職 員に よる啓 発活 動や清 掃等 を行う 。（キ ャン ペーン 隊は たすき を着 用）
○ 河原 やキャ ンプ 場等で ごみ 袋の配 布によ る呼 びかけ
※ゴ ミ袋は 奈良 県リサ イク ル認定 製品を 使用
○ マイ ク等で の呼 びかけ
※河 原やキ ャン プ場等 での 呼びか け、 広報車 より 周辺道 路か らの呼 びかけ
○ 既に 捨てら れて いるご みの 回収等 、美化 活動 の実践

(4) 参加 予定 団体
県、 流域 ７市町 村(五 條市､吉野 町､大淀 町､下 市町 ､黒滝 村､川 上村､東吉野 村)
ボラ ンテ ィア

(5) その 他
台風 接近 やその 他気 象警報 等が 発令さ れた場 合等 に中止 とな ること があ ります 。
※台 風接 近の場 合
統 一行 動日の 前々 日の夕 刻ま でに、 当課Ｈ Ｐ（ エコな ら） により 中止 の発表 を
し ます 。
※雨 天、 その他 気象 警報等 の場 合
当日の ８時 ３０分 まで に、当 課ＨＰ （エ コなら ）に より中 止の 発表を しま す。

