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１．３ 長良川河口堰県民調査団の実施状況

県民調査団は平成４年度から平成１８年度までに合計２９回実施しています。県民調

査団の実施状況はP1-24～P1-26のとおりです。

アクアプラザながら(平成18年10月23日)

アクアプラザながらにおいて、長良川河口堰の概要について説明を受ける

長良川河口堰(平成17年10月27日)

管理橋上より、長良川河口堰の状況を視察
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せせらぎ魚道(平成15年5月30日)

長良川河口堰右岸に設置された、せせらぎ魚道を視察

人工河川(平成18年10月23日)

長良川河口堰右岸に設置された人工河川における、アユ人工ふ化放流事業を視察
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ヨシ群落(平成14年5月27日)

長良川右岸の上之輪地区におけるヨシ群落の復元状況を視察

早田川排水機場(平成14年5月27日)

長良川支川伊自良川の早田川排水機場を視察
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ナガラちゃん(平成15年5月30日)

長良川(13.6km地点)に設置された水質自動監視装置を視察

木曽川大堰(平成15年5月30日)

木曽川大堰(馬飼頭首工)を視察
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羽島市浄化センター(平成16年8月4日)

羽島市浄化センターにおいて、羽島市の下水道整備状況について説明を受ける

境川河川浄化施設(平成18年10月23日)

境川河川浄化施設において、長良川支川浄化対策について説明を受ける
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長良川河口堰県民調査団の実施状況
Ｎｏ．１

回 実 施 日 調査テーマ 調 査 箇 所 調 査 メ ン バ － 人数

１ Ｈ４年５月８日 ○鮎のそ上状況と河口堰の ○木曽川大堰(鮎のそ上状況) 漁協・旅館業協同組合・鵜匠・船員組合 69人
建設状況 ○ブランケットの施工状況 ・釣具商組合・学識経験者・弁護士会・

○しゅんせつの現場 労働団体・県議会議員・市町村関係・市
○長良川河口堰建設現場 町村議会議員

２ Ｈ４年９月25日 ○治水事業と河口堰の建設 ○伊自良川合流点(引堤の状況) 水防団・消防団・土地改良事業団体連合 75人
状況 ○犀川第３排水機場(内水排除) 会・日本赤十字岐阜県支部・連合自治会

○安八町破堤箇所 ・税理士・学識経験者・弁護士会・労働
○長良川河口堰建設現場 団体・県議会議員・市町村関係・市町村

議会議員

３ Ｈ５年２月17日 ○長良川の環境に配慮した ○安八町地内の魚巣ブロックと 各種青年団体連絡協議会・地域婦人会連 63人
護岸と河口堰の建設状況 ヨシ原の復元 合会・河川協会・砂防協会・林材業団体

○長島町農地への塩水浸透状況 ・地下水対策協議会・学識経験者・労働
○しゅんせつの現場 団体・県議会議員・市町村関係・市町村
○長良川河口堰建設現場 議会議員

４ Ｈ５年４月30日 ○鮎のそ上状況と魚類に関 ○美濃市の魚描センター 学識経験者・観光協会・鵜匠・釣具商組 68人
する対策事業及び河口堰 ○木曽川大堰(鮎のそ上状況) 合・弁護士会・商工会連合会・地域婦人
の建設状況 ○長良川河口堰建設現場 会連合会・調理師連合会・岐阜市中央卸

売市場協会・バス協会・労働団体・県議
会議員・市町村関係・市町村議会議員

５ Ｈ５年８月27日 ○河川の汚濁防止対策と河 ○各務原浄化センター 検討会委員・食生活改善連絡協議会・栄 81人
口堰の建設状況 ○境川河川浄化施設 養士会・食品衛生協会・日本水道協会岐

○水質監視所 阜県支部・日本下水道協会岐阜県支部・
○長良川河口堰建設現場 環境計量証明岐阜県支部・公害防止協会

・長良川流域青年会議所・学識経験者・
労働団体・県議会議員・市町村関係市町
村議会議員

６ Ｈ５年11月30日 ○長良川流域の治水対策と ○両満川排水機場 水防団・消防団・建設業協会・各種青年 82人
河口堰建設状況 ○本川改修状況(羽島市地先) 団体連絡協議会・地域婦人会連合会・農

○しゅんせつの現場 業協同組合連合中央会・国際ロータリー
○長良川河口堰建設現場 ・学識経験者・労働団体・県議会議員・

市町村関係・市町村議会議員

７ Ｈ６年５月20日 ○魚類などに関する対策事 ○長良川河口堰建設現場 漁協・観光旅館組合・鵜匠・釣具商組合 103人
業の確認 ○長良川河口堰管理所 ・学識経験者・国際ロータリー・地域婦

人会連合会・商工会連合会・卸売市場協
会・自治会連合会・土地改良連合会・県
政モニター・労働団体・県議会議員・市
町村関係・市町村議会議員

８ Ｈ６年８月29日 ○水質保全対策などの状況 ○境川河川浄化施設 漁協・公害防止協会・環境計量証明事業 87人
○総合対策船とＤＯ対策船 協会・薬剤師会・簡易水道組合・公衆浴
○水質自動監視装置 場組合・長良川流域青年会議所・学識経
○長良川河口堰建設現場 験者・国際ロータリー・地域婦人会連合
○長良川河口堰管理所 会・自治会連合会・県政モニター・労働

団体・県議会議員・市町村関係・市町村
議会議員

９ Ｈ６年10月14日 ○諸対策事業の総合対策 ○桑原川排水機場 漁協・鵜匠・水防組合・自治会連合会・ 70人
○植生の復元 土地改良連合会・野鳥の会・植物研究会
○浸透水対策(承水路：海津町) ・哺乳動物調査研究会・昆虫分布研究会
○長良川河口堰建設現場 ・観光旅館組合・商工会連合会・労働団
○長良川河口堰管理所 体・学識経験者・県議会議員・市町村関

係・市町村議会議員

10 Ｈ７年４月19日 ○魚類のそ上状況の確認 ○長良川河口堰 検討会委員・漁協・自治会連合会・労働 44人
○地震対策と活断層調査結 ○アクアプラザながら 団体市町村関係・市町村議会議員
果の確認

11 Ｈ７年９月４日 ○長良川支川河川浄化施設 ○境川河川浄化施設 検討会委員・漁協・公害防止協会・環境 54人
の効果の確認 ○しゅんせつの現場 計量証明事業協会・労働団体・県議会議

○しゅんせつの状況 ○ＤＯ対策船 員・市町村関係・市町村議会議員
○ＤＯ対策船の確認 ○長良川河口堰
○夏期の水質の確認 ○アクアプラザながら
○アユのそ上結果の確認

12 Ｈ７年11月８日 ○しゅんせつ、河川改修の ○伊自良川合流点(引堤の状況) 検討会委員・漁協・鵜匠・水防事務組合 40人
状況の確認 ○貴重種移植試験地(立田大橋 ・労働団体・県議会議員・市町村関係・

○貴重種の育成状況(移植試 下) 市町村議会議員
験地)の確認 ○長良川河口堰

○人工河川(アユ人工ふ化施 ○アクアプラザながら
設)の確認

○水質(夏期における水質等
のモニタリング結果)の確
認
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長良川河口堰県民調査団の実施状況
Ｎｏ．２

回 実 施 日 調査テーマ 調 査 箇 所 調 査 メ ン バ － 人数

13 Ｈ８年９月２日 ○長良川支川河川浄化施設 ○境川河川浄化施設 検討会委員・漁協・公害防止協会・環境 59人
の効果の確認 ○しゅんせつの現場 計量証明事業協会・労働団体・県議会議

○しゅんせつの状況 ○総合監視船(作業船) 員・市町村関係・市町村議会議員
○総合監視船(作業船)の確 ○長良川河口堰
認 ○アクアプラザながら

○魚類のそ上結果の確認
○夏期の水質の確認

14 Ｈ８年11月11日 ○支川改修、排水機の確認 ○早田川排水機場 検討会委員・漁協・鵜匠・水防事務組合 48人
○しゅんせつの状況 ○伊自良川合流点(引堤の状況) ・自治会連合会・労働団体・市町村関係
○ヨシ等の生育状況の確認 ○しゅんせつの現場 ・市町村議会議員
○人工河川(アユ人工ふ化施 ○ヨシ等の生育現場
設)の確認 ○長良川河口堰

○Ｈ８年度のモニタリング ○アクアプラザながら
実施状況

15 Ｈ９年５月６日 ○しゅんせつの状況 ○しゅんせつの現場 検討会委員・漁協・水防事務組合・自治 49人
○魚類のそ上の確認 ○長良川河口堰 会連合会・労働団体・市町村関係・市町
○河口堰の最近の管理状況 ○アクアプラザながら 村議会議員
○Ｈ８年度のモニタリングﾞ
実施状況

16 Ｈ９年11月28日 ○しゅんせつの効果の確認 ○墨俣水位・流量観測所 検討会委員・漁協・鵜匠・公害防止協会 58人
○ヨシ等の生育状況の確認 ○ヨシ等の生育現場 ・環境計量証明事業協会・水防事務組合
○魚類迷入防止対策 ○長良導水建設現場 ・自治会連合会・労働団体・県議会議員
○水質自動監視装置 ○水質自動監視装置 ・市町村関係・市町村議会議員
○Ｈ８年度のモニタリング ○長良川河口堰
実施状況 ○アクアプラザながら

17 Ｈ10年５月８日 ○しゅんせつの効果の確認 ○墨俣水位・流量観測所 検討会委員・漁協・鵜匠・公害防止協会 77人
○水質保全対策 ○境川河川浄化施設 ・環境計量証明事業協会・地域婦人会連
○魚類のそ上の確認 ○羽島市公共下水道、 合会・水防事務組合・自治会連合会・労
○魚類迷入防止対策 ○長良川河口堰 働団体・県議会議員・市町村関係・市町
○Ｈ９年度のモニタリング ○アクアプラザながら 村議会議員
実施状況

18 Ｈ10年11月30日 ○しゅんせつの効果の確認 ○伊自良川合流点付近 検討会委員・漁協・鵜匠・公害防止協会 42人
○支川改修の状況の確認 ○長良導水管理所 ・環境計量証明事業協会・水防事務組合
○魚類迷入防止対策の効果 ○長良川河口堰 ・自治会連合会・市町村関係・市町村議
の確認 ○アクアプラザながら 会議員

○Ｈ１０年度のモニタリン
グ実施状況

19 Ｈ11年５月28日 ○しゅんせつの効果の確認 ○墨俣水位・流量観測所 検討会委員・漁協・環境計量証明事業協 58人
○植物の保全の確認 ○桑原川河川浄化施設 会・水防事務組合・自治会連合会・地域
○水質保全対策 ○長良川河口堰 婦人会連合会・労働団体・県議会議員・
○Ｈ１０年度のモニタリン ○アクアプラザながら 市町村関係・市町村議会議員
グ実施状況

20 Ｈ12年２月15日 ○しゅんせつの効果の確認 ○墨俣水位・流量観測所 検討会委員・漁協・環境計量証明事業協 72人
○治水の歴史 ○海津町歴民俗資料館 会・公害防止協会・水防事務組合・自治
○河口堰運用の状況 ○長良川河口堰 会連合会・地域婦人会連合会・県土連・
○Ｈ１１年度のモニタリン ○アクアプラザながら 高須輪中土地改良区・労働団体・県議会
グ実施状況 議員・市町村関係・市町村議会議員

21 Ｈ12年10月12日 ○しゅんせつの効果の確認 ○伊自良川合流点付近 検討会委員・漁協・水防事務組合・自治 58人
○支川改修の状況の確認 ○犀川第三排水機場、 会連合会・地域婦人会連合会・高須輪中
○内水排除対策の確認 ○新大江川揚水機場 土地改良区・労働団体・市町村関係・市
○利水の状況の確認 ○ヨシ等の生育現場 町村議会議員
○ヨシ等の生育状況の確認 ○長良川河口堰、
○Ｈ１１年度のモニタリン ○アクアプラザながら
グ実施状況

22 Ｈ13年５月30日 ○アユの遡上状況とアユ種 ○魚苗センター関事業所 検討会委員・漁協・水防事務組合・女性 59人
苗生産の状況 ○海津町(環境対策) 防火クラブ等・自治会連合会・県土連・

○環境対策(ヤナギ・ヨシの ○長島町(塩害対策) 高須輪中土地改良区・県議会議員・市町
植生復元)の状況 ○長良川河口堰 村関係・市町村議会議員

○塩害対策の状況 ○アクアプラザながら
○Ｈ１２年度のモニタリン
グ実施状況

23 Ｈ13年10月15日 ○本川、支川の改修状況 ○両満川排水機場 検討会委員・水防事務組合・女性防火ク 69人
○排水機・樋門の確認 ○長良川右岸河渡橋付近 ラブ自治会連合会、商工会、婦人会、漁
○河口堰管理状況 ○天王川排水樋門 協、労働団体、県土連、高須輪中土地改

○境川改修 良区、県議会議員、市町村関係・市町村
○長良川河口堰 議会
○アクアプラザながら
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長良川河口堰県民調査団の実施状況
Ｎｏ．３

回 実 施 日 調査テーマ 調 査 箇 所 調 査 メ ン バ － 人数

24 Ｈ14年５月27日 ○治水事業 ○早田川排水機場 検討会委員・水防、消防協会・水防、消 68人
○水質保全対策 ○境川河川浄化施設 防団・女性防火クラブ・自治会連合会・
○ヨシ群落の保全対策 ○ヨシ群落 漁協・労働団体・県土連・高須輪中土地
○河口堰管理状況 ○長良川河口堰 改良区・県議会議員・市町関係・市町議

○アクアプラザながら 会議員

25 Ｈ15年１月15日 ○河口堰管理状況 ○長良川河口堰 検討会委員・自治会連合会・漁協・婦人 30人
○魚類・水質 ○アクアプラザながら 会・地域活動団体・町村関係

26 Ｈ15年５月30日 ○治水事業 ○天王川排水樋門 検討会委員・漁協・水防、消防団・女性 66人
○アユの遡上状況と魚道 ○木曽川大堰魚道 防火クラブ・自治会連合会・県土連・高
○水質の状況 ○水質観測(長良川大橋付近) 須輪中土地改良区・労働組合連合会・女
○環境保全対策 ○ヨシの復元現場 性大学・県議会議員・市町村議会議員・
○河口堰管理状況 ○長良川河口堰 市町村関係

○アクアプラザながら

27 Ｈ16年８月４日 ○水質保全対策 ○境川河川浄化施設 検討会委員・漁協・水防、消防団・女性 64人
○環境保全対策 ○羽島市浄化センター 防火クラブ・自治会連合会・県土連・高
○河口堰管理状況 ○ヨシの復元現場 須輪中土地改良区・労働組合連合会・女

○長良川河口堰 性大学・市町村議会議員・市町村関係・
○アクアプラザながら 公募

28 Ｈ17年10月27日 ○水質保全対策 ○境川河川浄化施設 検討会委員・漁協・水防、消防団・自治 60人
○治水対策 ○長良川河口堰 会連合会・県土連・高須輪中土地改良区
○河口堰管理状況 ○アクアプラザながら ・労働組合連合会・女性大学・県議会議

員・市町議会議員・市町関係・公募

29 Ｈ18年10月23日 ○水質保全対策 ○逆川排水路 検討会委員・漁協・水防、消防団・自治 52人
○環境保全対策 ○境川河川浄化施設 会連合会・県土連・高須輪中土地改良区
○河口堰管理状況 ○長良川河口堰 ・労働組合連合会・県議会議員・市町議

○アクアプラザながら 会議員・市町関係・公募

30 Ｈ19年10月22日 ○水質保全対策 ○羽島市浄化センター 検討会委員・鵜匠・漁協・水防、消防団 50～
（予定） ○環境保全対策 ○桑原川河川浄化施設 ・自治会連合会・婦人会・県土連・県議 60人

○河口堰管理状況 ○長良川河口堰 会議員・市町議会議員・市町関係・公募 程度
○アクアプラザながら

※ 第１回から第２９回までの長良川河口堰県民調査団の、延べ参加人数は１，８２５人です。
第３０回長良川河口堰県民調査団は、平成１９年１０月２２日に実施予定であり、参加人数は５０～６０

人程度を見込んでいます。
従って、第１回目からの延べ参加人数は、約１，９００人となります。


