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連絡先

1 岐阜
７月２７日

（水）

長良川うかい
ミュージアム

（岐阜市）

水環境イベント
（主催：岐阜県、共催：木曽川上流河
川事務所）

小学生の親子を対象に、清流長良川におけ
る「人の生活、水環境、漁業資源が連関す
る里川の循環システム」をイベントを通じて
体感していただき、清流の国ぎふづくりへの
理解を深めるとともに 「世界農業遺産」に認
定された「清流長良川の鮎」を県民に広く周
知する。http://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-
kiban/kasen/kasen/11652/H28mizukannkyo
uibennto.html

80
岐阜県河川課企画環境係
058-272-1111(内3727)

2 岐阜
７月３１日

（日）

ＪＲ岐阜駅北
口、アクティブ
Ｇ，じゅうろく
プラザ（岐阜

市）

山の日フェスタぎふ２０１６
（主催：岐阜県、ぎふ山の日運動推進
実行委員会）

県民の利用者の多いＪＲ岐阜駅周辺を主会
場に、体感・展示ブースなどを設け、県民一
人ひとりが、楽しみながら、ぎふの山や自然
のことを考えていただく機会として実施す
る。

3,000
恵みの森づくり推進課木育
推進係058-272-1111（内
3028）

3 岐阜
7月30日～8

月9日
岐阜県図書
館（岐阜市）

水資源・水循環パネル展
（岐阜県）

水循環のしくみや水資源の大切さについ
て、パネルにより紹介 300

岐阜県水資源課企画係
058-272-1111（内2483）

4 岐阜 7月3日（日）
運動公園、他
6施設（羽島

市）

スポーツ施設利用者団体一斉清掃
（羽島市教育委員会スポーツ推進課）

「体育施設クリーンアップ事業」と称して、ボ
ランティア清掃を行う。（目的としては、施設
を利用される団体をはじめ市民が一緒に
なって清掃を行うことにより、相互のコミュニ
ケーションを深め、お互いの活動の理解を
深めていただく機会とするもの。また、利用
者団体自らが利用する施設の清掃をするな
かで、施設利用のルールの遵守とマナーの
向上を図ろうとするもの。）

150
羽島市スポーツ推進課
058-393-4622

5 岐阜 7月3日（日）
各務原市内

河川等
市民清掃の日
（各務原市民憲章推進協議会）

自治会等を中心に市民が参加し、市内一斉
清掃（堤防の草刈、ごみ拾い等）を行う。 ―

各務原市まちづくり推進課
（058-383-1663）

6 岐阜 7月18日（月）
河川環境楽
園（各務原

市）

水生生物の採取と観察・封入標本作り
（各務原市）

次世代を担う子供たちに河川環境に関心を
持ってもらい、夏の研究のテーマを探すイベ
ントの開催。

30
各務原市環境政策課
（058-383-4232）

7 岐阜 7月18日（月）
アクア・トトぎ
ふ（各務原

市）

水生生物のおはなしとアクア・トトぎふ
のナイトツアー＆バックヤードツアー
（各務原市）

普段見ることのできない夜の水族館をま
わってもらい、淡水に棲む生き物に興味を
持ってもらいます。

30
各務原市環境政策課
（058-383-4232）

8 岐阜 7月30、31日
河川環境楽
園（各務原

市）

かわしま夏まつり
（川島地区まちづくりイベント実行委員
会）

河川環境楽園を会場として「かわしま夏まつ
り」など夏まつりイベントを開催する。 ―

各務原市ブランド創造課
（058-383-9925）

平成２８年度　清流月間の取組計画表
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実施場所
（市町村名）
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（主催）
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9 岐阜 7月～9月 本巣市
水生生物調査
（本巣市）

本巣市が地元の環境保護団体と協同で、市
内河川水辺の植物、昆虫、魚類等水生生物
調査を実施し、河川の水質等の判定を行い
ます。

4
本巣市市民環境部生活環
境課担当者：小川058-
323-7751内線2133

10 岐阜 7月 本巣市
河川水質調査
（本巣市）

市内を流れる河川33箇所において水質調
査を行い、市内河川の水質を把握します。
冬季にも同様の調査を予定しています。

2
本巣市市民環境部生活環
境課担当者：小川058-
323-7751内線2133

11 岐阜 ７月26～28日
山県市谷合、

円原

「木に触れて、木に学び、木と生きる」木育
寺子屋
（といろ）

小学生から中学生を対象にした2泊3日の夏
の木育キャンプを行います。
山や川の散策を通して自然の不思議や仕
組みを学び、自然と自分が一体であること
や環境について考えるきっかけを作ります。
ものつくりを通して作ることの楽しさや日常
のあたりまえを見つめ直す機会とします。
また、樹木と材のつながりを知ります。

15
といろ
http://www.toirotoy.jimdo.
com/

12 西濃
7月26日

（火）、7月29
日（金）

大垣市 家族で学ぼう！３Ｒツアー（岐阜県）

ごみを減らしたり、いらなくなったものを再利
用するための工夫や、ごみが再び私たちの
暮らしに役立つものに生まれ変わる「リサイ
クル」について学習し、地球にやさしい生活
について考えるバスツアーです。

80
県廃棄物対策課058-272-
1111（内線2715）

13 西濃
７月１９日

（火）
吉里小学校
（海津市）

清流の国ぎふ環境学習推進事業

小学校５年生の環境学習として、水環境に
ついての実験や考察を行い、森林と森のつ
ながりについて学ぶ。

12
県環境生活政策課政策企
画係058-272-1111（内
2386）

14 西濃
７月１８日（月

祝）

大垣市情報
工房（大垣

市）

夏休み親と子の水源林教室（主催：岐
阜県）

小学生とその保護者を対象に、森と水の仕
組みについて専門家の話と実験やゲームに
よって楽しく学ぶ。

50
恵みの森づくり推進課緑
化・水源林保全係058-
272-1111（内3034）

15 西濃
７月９日、23

日
徳山ダム（揖

斐川町）
徳山湖自然環境観察会（揖斐川町）

水資源機構が保有する連絡船を活用し、湖
上からダムを見学するとともに、ダム周辺の
自然環境を観察する。

200
岐阜県水資源課徳山ダム
係058-272-1111（内２４８
４）

16 西濃
７月２４日

（日）
海津市志津

地内
ぎふ田んぼの学校（西濃農林事務所）

将来を担う子供たちに、農業の大切さや農
村の持つ多面的な機能について学んでもら
うために、環境学習および農業用水路での
生きもの調査を行う。

100
西濃農林事務所農地整備
課計画調整係0584-73-
1111（内331）

17 西濃
7月1日～H29
年1月31日

一級河川飛
鳥川(揖斐川
町谷汲神原）

県単河川維持修繕工事（揖斐土木事
務所）

「水みち」の連続性確保のため、魚道機能
が損なわれている既設魚道の改築工事を
行う。

－
揖斐土木事務所河川砂防
課0585-23-1111(341)

18 西濃 ７月30日(土)
水門川（大垣

市）

川底学習（県大垣土木事務所、水門
川クリーン作戦実行委員会、NPO法人
まち創り）

水門川にどんな生物がすんでいるのかを、
実際に川の中に入り、自ら魚を捕獲し観察
し発表を含めながら学習する。参加者の一
般募集あり。

70
県大垣土木事務所河川砂
防課0584-73-1111（内線
372）
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19 西濃 ７月30日(土)
水門川（大垣

市）
水門川クリーン作戦（水門川クリーン
作戦実行委員会、NPO法人まち創り）

河川愛護月間である７月と水まつりの開催
を控えた時期に、私たちの生活に潤いとや
すらぎを与えてくれている水門川を美しく保
ち、後世に引き継いでいくため、市民が中心
となって水門川の清掃活動を実施する。参
加者の一般募集あり。

700
県大垣土木事務所河川砂
防課0584-73-1111（内線
372）

20 西濃
６月下旬～１

０月下旬

海津明誠高
校および大江

川
大江川浄化対策事業

中国野菜の空芯菜を大江川で栽培（高校生
の啓発活動） 10～35

海津明誠高校0584-53-
1155

21 西濃 7月24日(日)
輪之内町全

域
輪之内町環境美化運動

区単位で午前7時30分の一斉同報無線の
合図で、主要導水路、各家庭周辺、神社、
広場、学校、事業所周辺を清掃する

3,000
輪之内町役場住民課
0584-69-3111(内148)

22 西濃 ７月9日（土）
牧田川（大垣
市上石津町）

環境まるごと探検隊2016～牧田川の
水生生物調査（主催：大垣市環境市民
会議）

河川環境保全への意識向上を図り、また命
の大切さを学ぶため、専門家による指導の
元、大垣市上石津町地内において水生生
物調査を行う。

80
大垣市環境市民会議
0584-82-1761

23 西濃 ７月12日（火）

江東小学校
ビオトープ（大
垣市内原三

丁目）

カワゲラウオッチング（主催：大垣市）
水生生物指標による河川水質調査を通じて
環境保全への意識向上を図る。

15
大垣市生活環境部環境衛
生課0584-47-8563

24 西濃 7月29日（金）

加賀野八幡
神社、大垣市
クリーンセン
ター、かみい
しづ緑の村公

園（大垣市
内）

夏休み水と緑の探検隊2016（主催：大
垣市）

希少生物ハリヨや平成の名水である「加賀
野八幡神社井戸」、で水環境について学
び、大垣市クリーンセンターの見学、かみい
しづ緑の村公園での自然体験を通じて環境
意識の向上を図る。

30
大垣市生活環境部環境衛
生課0584-47-8563

35 中濃 7月24日 美濃市
鮎友釣り体験教室主催：長良川中央
漁業協同組合

新規参入の拡大と技術の伝承を目的とした
鮎釣り体験教室を行う。 40

長良川中央漁協（0575-
33-1203）

36 中濃 ７月８日（金）
川辺西小学
校（川辺町）

清流の国ぎふ環境学習推進事業

小学校５年生の環境学習として、カワゲラ
ウォッチングの事後授業を行い、環境保全
について学ぶ。

37
県環境生活政策課政策企
画係058-272-1111（内
2386）

37 中濃 7月4日
川辺西小学
校（川辺町）

総合学習支援（可茂土木事務所）
カワゲラウォッチングを通じ、水質の保全、
清流の大切さについて伝える活動 37

可茂土木事務所河川砂防
課0574-25-3111(323)

38 中濃
７月７日（木）
（予備日７月
８日（金））

美濃加茂市
山之上町　農
業用排水路

ぎふ田んぼの学校活動事業（可茂農
林事務所）

農地や農業用排水路などの農村資源の大
切さについての理解を深めるため、山之上
小学校児童を対象に、農村資源に生息する
多様な生き物の調査を実施し、農村資源が
有する多面的機能を広くＰＲするための環
境学習も併せて実施する。

22
可茂農林事務所農地整備
課計画調整係0574-25-
3111内線417



No. 活動地域 実施予定日
又は期間

実施場所
（市町村名）

事業名
（主催）

事業内容
参加者数（人）

（計画）
連絡先

39 中濃
７月１３日

（水）

中濃総合庁
舎大会議室
（美濃市生櫛

1128-1）

平成２８年度岐阜県森林研究所「研
究・成果発表会」

森林管理及び森林資源の活用に関する森
林研究所の研究内容を発表します。
http://www.forest.rd.pref.gifu.lg.jp/

150
岐阜県森林研究所森林環
境部058-33-2585(内線
221)

40 中濃 7月1日 関市 総合学習支援（博愛小学校） カワゲラウォッチングと水質調査 34
美濃土木事務所河川砂防
課　0575-33-4011(321)

41 中濃 7月12日 関市 総合学習支援（安桜小学校） カワゲラウォッチングと水質調査 79
美濃土木事務所河川砂防
課　0575-33-4011(321)

42 中濃 未定 関市 総合学習支援（冨野小学校） カワゲラウォッチングと水質調査 18
美濃土木事務所河川砂防
課　0575-33-4011(321)

43 中濃 7月3日、17日

石徹川（白
鳥）、吉田川
（明宝）、長良

川（高鷲）

河川パトロール（郡上市水上安全環境
保全連絡協議会）

釣り人や川遊びをしている人に、水難事故
防止、防犯、環境保全を呼びかける。

10
郡上土木事務所施設管理
課0575-67-1111(内311)

44 中濃 7月中
長良川（郡上
市白鳥町）

魚道点検

県土整備部では「清流の国ぎふ」づくりに向
けた取り組みとして、県内魚道における魚
類等の遡上・降下環境を確保するため、魚
道点検及び点検結果を踏まえた修繕工事
を実施しています。特に郡上市内では長良
川を中心に魚道数も多く、毎年実施の点検
結果に応じて順次補修を行っています。そこ
で、地元漁協等とともに引き続き点検を行
う。

5
郡上土木事務所河川砂防
課河川係0575-67-1111
（内344）

45 中濃
5月9日から7

月29日
可児市土田・

羽崎地内
特定外来生物オオキンケイギク防除
活動

市内に生息するオオキンケイギクについて
委託防除作業を行う。 7

可児市役所環境課0574-
62-1111(内線3404)

46 中濃
６月２６日

（日）７月　３
日（日）

関川、吉田川
等（関市）

河川清掃（関市自治会連合会）
地域住民、自治組織による河川美化運動の
実施 1,000

関市役所生活環境課
0575-23-7702

47 中濃
７月（４月下
旬～１１月）

坂祝町酒倉、
取組地内

アルゼンチンアリ防除対策事業

特定外来生物のアルゼンチンアリの防除剤
を地域住民及び事業所に配付し一斉に防
除を実施。

300
坂祝町　住民課0574-26-
7111（222）

48 中濃 7月4日
雄鳥川（川辺

町）
カワゲラウォッチング（川辺町立川辺
西小学校）

河川内での水生生物調査 40
川辺町役場産業環境課
0574-53—7212

49 中濃 未定
川辺町内（川

辺町）
一般河川水質調査(川辺町) 町内の主要河川の水質調査 －

川辺町役場産業環境課
0574-53—7212

50 中濃 7月27日
可児川（御嵩

町）
可児川とふれあおう！（カワゲラウオッ
チングと水質調査）

町内を流れる可児川の上流と下流で生物
調査と水質検査を行います。どんな生き物
がいるか観察することで、より良い河川環境
の維持には何が必要かを考えます。

御嵩町環境モデル都市推
進室
0574-67-2111（内線2233）

51 東濃 7/3・7/24 恵那市
釣り教室（7/3アマゴ・7/24アユ）主催：
恵那漁業協同組合

新たな釣り人の創出とマナーや規則の周知
を目的とした釣り体験教室を行う。 60

恵那漁業協同組合（0573-
65-5118）

52 東濃 ７月１日（金）
中津川市蛭

川
森と水と木の環境教育支援事業（緑と
水の子ども会議）中津川市立蛭川小

和田川の環境学習とカワゲラウォッチング 30
蛭川小学校０５７３－４５－
２００９

53 東濃 ７月中旬
中津川市福

岡
森と水と木の環境教育支援事業（緑と
水の子ども会議）中津川市立付知南

付知川の水質検査とカワゲラウォッチング 22
付知南小学校０５７３－８２
－３０７２
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54 東濃 5月～10月
一級河川（多
治見、土岐、

瑞浪）
川を題材とした総合学習支援

川を題材とした総合学習支援に取り組む小
学校に対して、講師派遣等の支援を実施

1,000
多治見土木事務所河川砂
防課0572(23)1111　内318

55 東濃 7月3日(日）
土岐川（多治

見市）
たじみエコカレッジ（マイスターコース） 河川体験 10

土岐川観察館0572-21-
2151

56 東濃 7月10日(日）
高田川（多治

見市）
子どもガサガサ探険隊-4　高田川 河川体験 40

土岐川観察館0572-21-
2151

57 東濃 7月23日(土）
笠原川（多治

見市）
自然の会の土岐川自然観察会「魚」 河川体験 30

土岐川観察館0572-21-
2151

58 東濃 7月31日（日）
大原川（多治

見市）
小泉校区青少年まちづくり市民会議 河川体験 100

土岐川観察館0572-21-
2151

59 飛騨 7月24日（日）
水辺の館（下

呂市）
ぎふ清流馬瀬川あゆまつり（ぎふ清流
馬瀬川あゆまつり実行委員会）

・ぎふ水土里の展示会（農業・農村の多面
的機能のＰＲ）

50
下呂農林事務所農地整備
課0576-52-3111(210)

60 飛騨 7月中
未定（下呂

市）
森と木と水の環境教育支援事業（下呂
市立萩原小学校）

・川の観察（カワゲラウォッチング、パックテ
ストを使用した水質検査） 59

下呂市立萩原小学校　：
0576-52-1600

61 飛騨 7月中
下呂市萩原
町位山（下呂

市）

森と木と水の環境教育支援事業（下呂
市立萩原小学校）

・森林調査・自然観察（位山登山、原生林の
美しさに触れながら、森林機能を学び自然
保護の大切さを実感する）

59
下呂市立萩原小学校　：
0576-52-1600

62 飛騨 7月中
上原小学校
（下呂市）

森と木と水の環境教育支援事業（下呂
市立上原小学校）

・木工体験（枝葉や木の実等を用いて、オリ
ジナルの木工作品を制作する） 45

下呂市立上原小学校　：
0576-27-1007

63 飛騨 7月中
上原小学校
演習林（下呂

市）

森と木と水の環境教育支援事業（下呂
市立上原小学校）

・森林整備：下刈り（６年前に植林した学校
林の下刈りを通じて、下刈りの意義を理解し
粘り強く取り組むことの大切さを体感する）

45
下呂市立上原小学校　：
0576-27-1007

64 飛騨 7月中
下呂市萩原
町位山（下呂

市）

森と木と水の環境教育支援事業（下呂
市立中原小学校）

・森林整備：下刈り（６年前に植林した学校
林の下刈りを通じて、下刈りの意義を理解し
粘り強く取り組むことの大切さを体感する）

11
下呂市立中原小学校　：
0576-28-2014

65 飛騨 7月中
未定（下呂

市）
森と木と水の環境教育支援事業（下呂
市立中原小学校）

・川の観察（カワゲラウォッチング、パックテ
ストを使用した水質検査） 11

下呂市立萩原小学校　：
0576-28-2014

66 飛騨
7月16日（土）
～18日（月）

高山市
ジャパンEVラリーin乗鞍＆EV・PHEV
試乗会in高山

環境負荷の小さい電気自動車（EV）・燃料
電池自動車（FCV）の全国のユーザーが一
堂に会し、乗鞍スカイラインを始めとした県
内道路を走行することで、自然環境の保全
と観光資源のPRにつなぐ。同時に、非ユー
ザー向けに国内外のEV等の試乗会を実施
し、普及促進を図る。

ラリー200名＋試
乗会2,000名

岐阜県新産業・エネルギー
振興課エネルギー・成長産
業係058-272-1111（内線
2935）

67 飛騨 ７月下旬
高山市西之
一色町（高山

市）

カワゲラウォッチング（高山市立松倉
中学校）

水生昆虫の生態調査を行います。また河川
や砂防の災害についての知見を深め、災害
に対する心構えを学びます。

12

高山土木事務所（河川砂
防課）0577-33-1111（内線
381）
飛騨県事務所（環境課）
0577-33-1111（内線225）
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68 飛騨 ７月２日(土)
飛騨特別支
援学校（高山

市）

「やる！やる！マーケット」（飛騨特別
支援学校高等部　木材工芸班が、作
業学習で製作した物品の販売）

高等部の木材工芸班生徒で地元岐阜県産
木材も使用して「ヘリコプター」等の玩具や
「箸」等の日常生活用の木製品、他「スマホ
スタンド」等を製作し、７月2日(土)に一般販
売する。（木材工芸班生徒11名、担当教員
で製作）

200
県立飛騨特別支援学校高
等部　0577-34-7122

69 飛騨 ７月中旬
高山市宮川

町種蔵
棚田地域水と土保全基金事業(飛騨
農林事務所)

棚田の美しい景観の形成、伝統の継承など
食糧生産以外の役割の理解を深めるため、
飛騨農林事務所職員に棚田の維持管理作
業を通して農山村の生活の厳しさを体験す
る職場研修を行う。

15
県飛騨農林事務所0577-
33-1111（内線343）

70 飛騨 ７月１日（金）
古川西小学
校（飛騨市）

カワゲラウォッチング・河川の安全利
用講習

小学生を対象に、水質保全団体の参加を得
て、身近な河川の生物調査を実施。また、
夏にむけて河川の安全利用講習も実施。

45
古川土木事務所河川砂防
課0577-73-2911（内線
2261）

71 飛騨 ７月６日（水）
神岡小学校
（飛騨市）

カワゲラウォッチング・河川の安全利
用講習

小学生を対象に、水質保全団体の参加を得
て、身近な河川の生物調査を実施。また、
夏にむけて河川の安全利用講習も実施。

42
古川土木事務所河川砂防
課0577-73-2911（内線
2261）

72 飛騨
７月１２日

（火）
宮川小学校
（飛騨市）

カワゲラウォッチング・河川の安全利
用講習

小学生を対象に、水質保全団体の参加を得
て、身近な河川の生物調査を実施。また、
夏にむけて河川の安全利用講習も実施。

8
古川土木事務所河川砂防
課0577-73-2911（内線
2261）

73 飛騨
6月3日～9月
2日（8日間）

下呂市 カワゲラウォッチング
水生生物調査による河川の水質調査。市内
小学生が実施。（８校予定） 210

下呂市環境課0576-26-
5011

74 県内 7月24日（日）
岐阜市、関

市、美濃市、
郡上市、各務

世界農業遺産「清流長良川の鮎」推進
協議会

世界農業遺産の認定を契機として、「清流
長良川の鮎」をPRする。 3,000

岐阜県里川振興課里川振
興係058-272-1111（内
2892）

75 県内
７月１日～７

月３１日
県内 清流月間公害発生源特別監視

清流月間において工場・事業場の監視指導
を重点的に実施する。 -

岐阜県環境管理課水環境
係058-272-1111（内2833）

76 県内 ６月～８月中 県内１９市町
清流の国ぎふ・水みちの連続性連携
検討会への貢献（農業水路の魚類相
調査）

水田、農業水路、河川の面的な水みち連続
性の再生のため、県内の農業水路の生物
調査を実施し、データを蓄積する。

　　－ 水産研究所0586-89-6352


