
No 活動地域
実施日又は
実施期間

事業名（主催） 実施場所 事業内容 参加者数 連絡先

1 岐阜 7月1日（日）

第6回各務原市環境行
動都市市民推進大会
（各務原市環境行動都
市市民推進本部）

各務原市産業文化セン
ター（各務原市）

環境にやさしい街づくりに貢献した団体への表彰や、小学校・ボラ
ンティア・企業が、緑化推進や節電などの取組を紹介し、親子を対
象にした環境教室や講演会などを行った。

800
各務原市 環境政策
課
058-383-4230

2 岐阜 7月2日（火）
ぎふ田んぼの学校活動
事業
（県岐阜農林事務所）

本巣市七五三地内（本
巣市）

土貴野小学校４年生児童が、生態系に配慮し整備された農業用
排水路内の魚などを捕獲し、生息状況を学習することで、水路内
の生態系保全の大切さを学ぶことが出来た。

33
県岐阜農林事務所
農地整備課
058-214-6973

3 岐阜 7月5日（金）
家庭から省エネチャレン
ジ事業
（県環境管理課）

羽島市立正木小学校
（羽島市）

身近な電化製品の消費電力を児童自身が測定することで、児童
たちの節電に対する興味を深めることが出来た。

157
県環境管理課
058-272-1111 （ 内
線2694）

4 岐阜 7月6日(土)
水生生物調査
(本巣市)

市内一円の河川13箇
所（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
行った。

4
本巣市 生活環境課
058-323-7751 （ 内
線134）

5 岐阜
7月6日（土）、7日
（日）

チーム清流ミナモ森林・
環境税ＰＲキャラバン
（県清流の国づくり推進
課）

マーサ２１（岐阜市）
森林・環境税ＰＲステージ、パネル展示・啓発用映像の上映、啓発
用うちわ配布、ミナモグッズ販売を行った。（うちわ配布枚数2,000
枚。）

-

県清流の国づくり推進
課
058-272-1111 （ 内
線2913）

6 岐阜 7月7日(日)
スポーツ施設利用者団
体一斉清掃
（羽島市）

運動公園、他6施設（合
計７施設）（羽島市）

「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中
で、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
うことが出来た。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る意識
が深まった。※収集実績 燃やせるゴミ 10袋、ペットボトル 3袋、
カン　3袋、ビン　1袋、その他3袋

244
羽島市 生涯学習課
スポーツ推進室
058-393-4622

7 岐阜 7月７日(日)
市民清掃の日
（各務原市民憲章推進
協議会）

各務原市内の河川等
（各務原市）

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、ゴ
ミ拾い等）を行った。

29,307
各務原市 ライフデザ
イン課
058-383-1210

平成25年度　清流月間の取組結果表

「清流月間」の期間中、136の取組が開催され、7万人を超える方が、清流を「守る」「活かす」「伝える」活動に参加されました。
（計画数147件。参加報告人数74,793人。悪天候等により中止が6件、延期が5件）
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8 岐阜 7月7日(日)
生涯学習講座「木から
樹へ」
(森林文化アカデミー)

岐阜市三輪北地区（岐
阜市）

森林資源を活用した里山・地域文化と木育建築をテーマとし、美
濃保育園の取組紹介や三輪地区の在り方を考えるディスカッショ
ン、階段づくりなどを行った。

15
森林文化アカデミー
事務局
0575-35-2525

9 岐阜 7月9日（火）
岐阜県産J-VER活用セ
ミナー
（県環境管理課）

じゅうろくプラザ（岐阜
市）

カーボン・オフセットの意義や、岐阜県産J-VERの活用方法、新ク
レジットの概要などの講演があり、好評を得られた。個別相談の時
間も設けられ、岐阜県産J-VERの販売促進にも繋がった。

27
県環境管理課
058-272-1111 （ 内
線2694）

10 岐阜 7月10日(水)
河川水質調査
(本巣市)

市内一円の河川32箇
所（本巣市）

市内を流れる河川32箇所において水質調査を行い、市内河川の
水質を把握した。

5
本巣市　生活環境課
058-323-7751 （ 内
線134）

11 岐阜 7月10日（水）
ぎふ田んぼの学校活動
事業
(県岐阜農林事務所）

本巣市上保地内 （本
巣市）

席田小学校４年生児童が、農業用水路内の魚などを捕獲し、生
息状況を学習することで、きれいな用水を維持していくことの大切
さを学ぶことが出来た。

47
県岐阜農林事務所
農地整備課
058-214-6973

12 岐阜 7月11日（木）
水生生物調査
(本巣市)

市内一円の河川13箇
所（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
行った。

4
本巣市　生活環境課
058-323-7751 （ 内
線134）

13 岐阜 7月1３日(土)
トンボ池の整備活動
(トンボ池を守る会)

笠松トンボ天国（笠松
町）

守る会のメンバーや地域住民などが参加し、約1時間竹や雑草を
刈り、粗大ごみなどを回収した。

200
トンボ池を守る会事務
局
058-387-7151

14 岐阜
7月13日（土）～7
月15（祝）

開館記念日特別企画
「小学生以下無料」
（世界淡水漁水族館）

世界淡水魚園水族館ア
クア・トト ぎふ（各務原
市）

小学生以下のお子さんが大勢来館され、岐阜県の自然環境、河
川環境を楽しく学んだ。

6,360
県街路公園課
058-272-1111 （ 内
線3778）

15 岐阜 7月20日（土）

24時間テレビ・長良川
清掃プロジェクト
(中京テレビ放送24時間
テレビチャリティ-委員
会、岐阜県、長良川流
域環境ネットワーク協議
会、NPO法人長良川環
境レンジャー)

岐阜市内の長良川河畔
(岐阜グランドホテル前
から金華橋付近)

幅広い世代の皆さんがボランティアとして参加し、総勢400名に及
んだ。約1時間の清掃活動を行い、約400キロのゴミを回収するこ
とができた。

400

中京テレビ 放送事
業局事業部 24時間
テレビチャリティー委
員会
052-951-8851

16 岐阜 7月20日(土)
水生生物調査
(本巣市)

市内一円の河川13箇
所（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
行った。

4
本巣市　生活環境課
058-323-7751 （ 内
線134）
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17 岐阜
7月20日（土）、
21日（日）

チーム清流ミナモ森林・
環境税ＰＲキャラバン
（県清流の国づくり推進
課）

モレラ岐阜（本巣市）
森林・環境税ＰＲステージ、パネル展示・啓発用映像の上映、啓発
用うちわ配布、ミナモグッズ販売を行った。（うちわ配布枚数8,000
枚。）

-

県清流の国づくり推進
課
058-272-1111 （ 内
線2913）

中止 岐阜
7月22日(月)、23
日(火)

川の楽校２０１３
（自然発見館）

河川環境楽園（各務原
市）

河川環境楽園環境教
育ネットワーク 自然
発見館
0586-89-7022

18 岐阜 7月27日（土）

流域を考える「森林の在
り方と現状、海岸のゴミ・
漂着物しらべ」事業
(天神川を考える会)

天神川（岐阜市）
長良川での清掃を活動を行った。親子を含め、約200名で清掃活
動を行い、約10袋分のゴミを回収した。

200
天神川を考える会事
務局
058-294-3135

19 岐阜 7月27日(土)
水生生物調査
(本巣市)

市内一円の河川13箇
所（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
行った。

4
本巣市　生活環境課
058-323-7751 （ 内
線134）

20 岐阜 7月27日(土）
清流の国ぎふ親子「森・
川・海」体験ツアー
(県自然環境保全課）

河川環境楽園(各務原
市)

午前中に木曽川中流で生き物さがしを行い、インストラクターのそこ
に棲む生き物を観察した。午後からはアクア・トト岐阜でバックヤード
ツアーなどを行った。

25
名 鉄 観 光 サ ー ビ ス
岐阜支店
058-265-8103

21 岐阜
7月27日（土）、
28日（日）

チーム清流ミナモ森林・
環境税ＰＲキャラバン
（県清流の国づくり推進
課）

イオンモール各務原（各
務原市）

森林・環境税ＰＲステージ、パネル展示・啓発用映像の上映、啓発
用うちわ配布、ミナモグッズ販売を行った。（うちわ配布枚数8,000
枚。）

-

県清流の国づくり推進
課
058-272-1111 （ 内
線2913）

22 岐阜
7月27日(土)、28
日(日)

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（各務原
市）

各務原市川島笠田町にある「河川環境楽園」において夏祭りイベ
ントが開催され、大勢の参加者で賑わった。

-
各務原市 観光文化
課
058-383-9925

23 岐阜 7月29日（日）

第57回全国選抜長良
川中日花火大会清掃奉
仕活動
（中日新聞社）

岐阜市内長良川 花火
会場とその周辺

地域住民やボランティアと協力して清掃活動を実施した。 4,000
中日新聞社 普及事
業課
052-221-0671
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24 岐阜
7月１・8・10・12・
17・19・22・31日

ギフチョウ生息地域調査
事業
（山県市）

市内一円（山県市）
調査員を雇用し、カンアオイ（ギフチョウの食草）の分布調査を実施
した。一部分布域を確認しており、今後ギフチョウの生息地域の確
認調査を実施するための指標とする。

16
山県市教育委員会
生涯学習課
0581-22-6845

25 西濃 7月4日(木)
大江川浄化対策事業
（県立海津明誠高校）

海津明誠高校の北を流
れる大江川（海津市）

中国野菜の空心菜を大江川で栽培。空心菜による浄化効果実
験。順調に育てば１０月ごろ刈り取り作業を行う。

14
県立海津明誠高校
0584-53-1155

26 西濃 7月8日（月）

森と木と水の環境教育
支援事業
（県恵みの森づくり推進
課）

揖斐川・高知川合流地
点（揖斐川町）

久瀬小学校５、６年生に対して、川についての環境学習として、川
の生きもの調査を実施した。

9

県揖斐農林事務所
林業課
0585-23-1111 （ 内
線441）

27 西濃 7月9日（火）
ぎふ田んぼの学校
（県揖斐農林事務所）

四ッ谷沼ビオトープ公園
（揖斐川町谷汲深坂地
内）

揖斐川町立谷汲小学校３年生の生徒を対象に県営農村環境整
備事業で整備した「四ッ谷沼ビオトープ公園」で生きもの調査や水
質調査を行い、身近にある豊かな自然環境を体験することが出来
た。

15

県揖斐農林事務所
農地整備課
0585-23-1111 （ 内
線431)

中止 西濃　 ７月１１日（木）
緑と水の子ども会議
（養老町立養北小学校）

牧田川（養老町）

県西濃農林事務所
林業課
0584-73-1111( 内
線395）

28 西濃
7月14日（日）、
15日（月）

チーム清流ミナモ森林・
環境税ＰＲキャラバン
（県清流の国づくり推進
課）

アクアウォーク大垣（大
垣市）

森林・環境税ＰＲステージ、パネル展示・啓発用映像の上映、啓発
用うちわ配布、ミナモグッズ販売を行った。（うちわ配布枚数6,000
枚。）

-

県清流の国づくり推進
課
058-272-1111 （ 内
線2913）

29 西濃 7月16日(火)
「平和の森・池田」で森
林整備活動
（平和堂）

平和の森・池田 (池田
町)

(株)平和堂社員と(株)ヤナゲン社員及び池田町の皆さんによる森
林整備活動を行った。参加者93名が下刈りや除伐作業を実施し
た。

93
県恵みの森づくり推進
課
058-272-8472

30 西濃 7月17日（水）
ぎふ田んぼの学校
（県揖斐農林事務所）

谷汲小学校（揖斐川町
谷汲名礼地内）

揖斐川町立谷汲小学校３年生の生徒を対象に、７月９日に行った
生きもの調査の結果をもとに、水辺の生態系や環境保全の大切さ
を学ぶことが出来た。

15

県揖斐農林事務所
農地整備課
0585-23-1111 （ 内
線431)

31 西濃 7月18日（木）
県民の感覚による河川
調査・試薬調査
（大垣市生活学校）

大垣八幡神社周辺貴船
神社前（大垣市）

県民の感覚による河川調査を実施した。 8
大垣市生活学校
0584-89-4150
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32 西濃 7月21日（日）
環境美化デー
（揖斐川町）

旧揖斐川町 125地区で、河川のヘドロ除去や雑草雑木の清掃等を行った。 7,000

揖斐川町 生活環境
課
0585-22-2111 （ 内
線222）

33 西濃 7月22日（月）
夜 叉 ヶ 池 環 境 保 全 ツ
アー
（揖斐建設業協会）

夜叉ヶ池（揖斐郡） 夜叉ヶ池登山とその登山道の清掃活動を行った。 13
（一社）揖斐建設業協
会
0585-22-1168

34 西濃 7月24日（水）
西濃地区生活学校研究
交流会
（大垣市）

大 垣 市 ス イ ト ピ ア セ ン
ター（大垣市）

4つのテーマに分かれてそれぞれの生活学校で取り組んでいること
や生活の中で感じていることなどをそれぞれ話し合い交流を深め
た。

90

大垣市 男女共同参
画推進室
0584-81-4111 （ 内
線268）

35 西濃
7月25日（木）、
26日（金）

緑と水の子ども会議
（県立岐阜農林高等学
校）

揖斐川町東横山演習
林、徳山ダム

徳山ダム資料館にて、ダムの構造・特色について説明を受け、ダ
ムの機能を学ぶことができた。揖斐川上流域の演習林では、人工
林施業の在り方、植生調査、間伐の効果や雪害による根曲がりの
様子など直接現地で見ることで、生きた学習につなげることが出来
た。

40

県立岐阜農林高等学
校　森林科学科
058-324-1145
県岐阜農林事務所
林業課
058-214-7408

36 西濃 7月26日（金）
大江川浄化対策事業
（県立海津明誠高校）

県立海津明誠高校
大江川美化啓発ポスターの制作。６人が絵の具で、１６人がパソコ
ンを使いポスターを制作。今後、海津市の公共施設で掲示（展示）
する予定。

22
県立海津明誠高校
0584-53-1155

37 西濃
7月26日 (金 )～
28日(日)

県産農産物販売力強化
事業
（県農産物流通課）

イオン大垣店 １階野菜
売場前

「ぎふ夏やさいフェア」を開催。そのうち27日(土)のＰＲイベントでミ
ナモが「清流の国ぎふ」をＰＲ。

-
県農産物流通課
058-272-8418 （ 内
線2855）

38 西濃 7月27日（土）
川底学習
（県大垣土木事務所）

水門川（大垣市）
クリーン作戦の一環である川底学習会は、例年通りの応募があり、
生き物調査を実施した。今回は、アユを捕獲することができた。子
どもたちは、たくさんの疑問や質問を持ち熱心に学習していた。

80

県大垣土木事務所
河川砂防課
0584-73-1111 （ 内
線368）

39 西濃 7月27日（土）
水門川クリーン作戦
（水門川クリーン作戦実
行委員会）

水門川（大垣市）

今回１2回目となる水門川クリーン作戦は、市民に定着化しており、
例年通りスムーズに開催出来た。燃えるゴミ1760kg、燃えないゴミ
360kg、合計2,120kg回収できた。また、今回は水門川にかかる
東外側橋、高岡橋、龍の口橋の３箇所の欄干の清掃も実施した。

756

県大垣土木事務所
河川砂防課
0584-73-1111 （ 内
線368）



No 活動地域
実施日又は
実施期間

事業名（主催） 実施場所 事業内容 参加者数 連絡先

40 西濃 7月27日（土）
緑と水の子ども会議
（垂井町立岩手小学校）

岩手川（不破郡垂井町） 川に棲む生き物を調査し、環境について考えるきっかけとなった。 30

県西濃農林事務所
林業課
0584-73-1111( 内
線395)

41 西濃 7月28日（日）
輪之内町環境美化運動
（輪之内町）

輪之内町全域
区単位で、午前7時30分の一斉の同報無線の合図で、主要道水
路、各家庭周辺、神社、広場、学校、事業所周辺等の清掃を行っ
た。

3,000
輪之内町　住民課
0584-69-3111 （ 内
線148）

42 西濃
7月21日(日)、28
日（日）

池田町親子クリーンカン
バック作戦
（池田町）

池田町自治会区域内 各区内の道路、水路沿いの清掃を行い、親子でゴミを回収した。 3,500
池田町　住民課
0585-45-3111 （ 内
線165）

43 西濃
7 月 1 日 ～ 31 日
（平日　19日間）

里地生態系保全支援事
業
（輪之内町）

安八郡輪之内町内
町内一円のスクミリンゴガイ駆除事業で卵落とし中心の 実績塊数
約37,000。今後は卵落としに加え、１１月まで（土日雨天時除く毎
日）成貝駆除を町内一円実施予定。

57

県西濃農林事務所
農地整備課
0584-73-1111( 内
線397)

44 西濃 7月（～9月）
大江川浄化対策事業
（県河川課）

大江川（海津市）
アオコの発生等により水質悪化や悪臭など環境問題の発生してい
る大江川において、浄化に向けた取り組みの一環として揖斐川か
ら導水を行い、水質改善を図った。

-
県河川課
058-272-1111 （ 内
線3728）

45 西濃 7月（5月～8月）
河川水質調査
（県立大垣北高等学校
自然科学部）

大垣市および岐阜市周
辺の用水路

学校周辺の用水路等では出水に伴い、数種の魚類が進入してい
ることがわかった。また、河川構造が単調であっても、大河川との
連続性を保っている河川では種数が多い傾向にあった。つまり、用
水路のような小河川においては、河川構造よりも大河川との連続
性が重要で、水のつながりを利用して小型の魚類は分布を維持・
拡大していると考えられる。

5
県立大垣北高等学校
0584-81-2244

46 西濃
7月（5月31日～
10月31日）

大垣特別支援学校高等
部棟内装木質化工事
（県公共建築住宅課）

大垣特別支援学校E棟
教室等の内装をぎふ証明材に施工を行っている。10月末に終了
予定。

実施中
県公共建築住宅課
058-272-1111 （ 内
線3666）

47 西濃 7月（通年）
牧田川河川敷クリーン
活動事業
（一之瀬地域振興会）

牧田川（養老町）
毎週日曜日に啓発活動として、チラシとゴミ袋を配布し、毎週月曜
日の朝に地域住民の方とゴミの回収を行った。

46
一之瀬地域振興会事
務局
0584-47-2300



No 活動地域
実施日又は
実施期間

事業名（主催） 実施場所 事業内容 参加者数 連絡先

48 中濃 7月2日（火）
カワゲラウォッチング
（美濃加茂市立伊深小
学校）

美濃加茂市大洞川
４年生がたも網を使用して、生物採取を行った。昨年同様オヤニ
ラミを採取した。

6
美濃加茂市　環境課
0574-25-2111（内
線304）

49 中濃 7月5日(金)
加茂農林高校　林業工
学科3年課題研究
(県立加茂農林高校)

蜂屋調整池（美濃加茂
市）

浮島植物の観察、水質サンプルを採取して顕微鏡による観察、説
明看板の設置を行った。

8
県立加茂農林高校
林業工学科
0574-26-1238

50 中濃
7月7日（日）、14
日（日）

河川清掃
（関市自治会連合会）

市内の中小河川一帯
（関市）

実施日の7日・14日に、約2,000名の自治会の皆さんが、早朝から
河川のゴミ拾い、草刈り等に汗を流した。

2,000
関市　生活環境課
0575-23-7702

51 中濃 7月8日（月）
カワゲラウォッチング
（川辺町）

川辺町内　雄鳥川
河川内での水生生物調査やパックテストを行った。事前事後に環
境学習も実施した。

56
川辺町　産業環境課
0574-53-7212

52 中濃 7月8日(月)
総合学習支援
（関市立武芸小学校）

関市立武芸小学校
カワゲラウォッチングを通して河川の水質を判定した。川が汚れて
いたことに気づき、河川環境について興味を持ってもらうことが出来
た。

17

県美濃土木事務所
河川砂防課
0575-33-4011( 内
線321)

53 中濃 7月9日(火)
総合学習支援
（関市立博愛小学校）

関市立博愛小学校
カワゲラウォッチングを通して河川の水質を判定した。川が汚れて
いたことに気づき、河川環境について興味を持ってもらうことが出来
た。

50

県美濃土木事務所
河川砂防課
0575-33-4011( 内
線321)

54 中濃 7月9日（火）
清流の国ぎふ環境学習
推進事業
（県環境生活政策課）

川辺町立川辺西小学校
実施済みのカワゲラウオッチングの結果確認や、川とその周辺の
環境について学び、自分たちで出来る行動を考えることが出来た。

49
県環境生活政策課
058-272-8202

55 中濃 7月9日（火）
ぎふ田んぼの学校活動
事業
（県加茂農林事務所）

美濃加茂市山之上町農
業用排水路

生きもの調査では、魚や水生昆虫など多種の生きものが採取さ
れ、講師指導のもと種類分け、名前の確認を行った。児童たちは、
生きものが水路のどのあたりにいるのか等の話を聞いたあと、もとの
水路へ生きものを放流。調査・学習会を通して農村資源、農村環
境への理解が深められたと思う。

33

県可茂農林事務所
農地整備課
0574-25-3111 （ 内
線417）



No 活動地域
実施日又は
実施期間

事業名（主催） 実施場所 事業内容 参加者数 連絡先

56 中濃 7月11日(木)
河川総合学習
（県加茂土木事務所）

名場居川（八百津町篠
原、潮見小学校）

１～４年生児童によるカワゲラウォッチングとパックテストを行った。 7

県可茂土木事務所
河川砂防課
0574-25-3111( 内
線324)

57 中濃 7月11日（木）
カワゲラウォッチング
（八百津町立潮見小学
校）

名場居川 （八百津町
篠原）

潮見小学校の生徒が水生生物を採取して、名場居川にどのような
水生生物が生息しているかについて理解を深めた。また、パックテ
スト及び採取した水生生物の種類と数を調査することにより、名場
居川の水質がきれいであることを確認し水質保全の重要性を学ん
だ。

7

県中濃振興局 環境
課
0574-25-3111 （ 内
線217）

58 中濃 7月12日(金)
総合学習支援
（関市立博愛小学校）

関市立博愛小学校
伝統的な防災施設である霞堤について学んだ。身近な地域の施
設が、治水に大きく役立っており、歴史的にも価値がある事を学ん
だ。

73

県美濃土木事務所
河川砂防課
0575-33-4011( 内
線321)

59 中濃 7月12日(金)
伝統的防災施設マップ
を活用した総合学習
（県河川課）

関市立瀬尻小学校
校区の池尻地区にある「霞堤」についての授業を行った。
子どもたちは霞堤の説明を聞いたり実験を興味深く観察し
たりして、先人の知恵を学ぶよい授業を経験した。

74
県河川課
058-272-1111 （ 内
線3728）

60 中濃 ７月13日（土）
水泳場整備
(東白川村)

村内の水泳場（河川）
川沿いの除草による整備を実施した。また、大雨による土砂堆積
等、地形が変わり遊泳に適しない箇所が発見された。

70
東白川村 村民課
0574-78-3111

61 中濃 7月14日(日)

マリンスポーツフェスティ
バル
(岐阜県B&G連絡協議
会)

八百津町B&G海洋セン
ター艇庫

ヨットやバナナボートなどを体験し、暑い夏を快適に過ごした。 200
八百津町　教育課
0574-43-2111 （ 内
線2517）

62 中濃 7月14日（日）
河川パトロール
（郡上市水上安全環境
保全連絡協議会）

長良川（郡上市美並町）
吉田川（郡上市明宝町）

警察、漁協、関係団体（ヤナ組合、ラフティング組合、観光連盟）
が参加し、釣り人や川遊びをしている人に、水難事故防止や防犯
を呼び掛けるティッシュを配布するなどして、安全な河川利用を啓
発した。

100

県郡上土木事務所
総務課
0575-67-1111 （ 内
線311）

63 中濃 7月16日（火）
カワゲラウオッチング
（美濃加茂市立山手小
学校）

美濃加茂市加茂川
５年生がたも網を使用して、生物採集を行った。２班に分け、パック
テストも実施した。

89
美濃加茂市　環境課
0574-25-2111（内
線304）

64 中濃 7月17日（水）

清流の国ぎふシンポジウ
ム「森林を未来につなぐ
人づくり」
（岐阜県、共催：美濃
市）

美濃市文化会館（美濃
市）

農林水産事務次官・皆川芳嗣氏の基調講演と県立森林文化アカ
デミー学長・涌井史郎氏をコーディネーターとしたトークセッションを
実施。ロビーにて森林・環境税ＰＲ、環境保全啓発のパネルを展示
した。

600

県清流の国づくり推進
課
058-272-1111 （ 内
線2913）



No 活動地域
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実施期間

事業名（主催） 実施場所 事業内容 参加者数 連絡先

65 中濃 7月17日(水)
総合学習支援
（関市立上之保中学校）

関市立上之保中学校
カワゲラウオッチングを通して河川の水質を判定した。思いの外、
川が汚れていたことに気づき、河川環境について興味を持ってもら
うことができた。

10

県美濃土木事務所
河川砂防課
0575-33-4011( 内
線321)

66 中濃 7月17日（水）
里山ウォッチング
（岐阜県博物館）

岐阜県博物館 岐阜県
百年公園（関市）

岐阜県百年公園内の里山を散策し、植物ではリョウブやアキノタム
ラソウなどの花を確認し、動物では芝生から山へ駆け上がるノウサ
ギの姿などを観察することができた。

20
岐阜県博物館
0575-28-3111

67 中濃 7月21日(日)
清流の国ぎふ親子「森・
川・海」体験ツアー
(県自然環境保全課）

長良川支流・粥川(郡上
市)

午前中に沢登りをし、午後からは魚つかみ獲りや百年杉のある森ま
で散策した。森・川のつながりを体感することが出来た。

42
名 鉄 観 光 サ ー ビ ス
岐阜支店
058-265-8103

68 中濃
7月22日 (月 )～
24日(水)

子ども寺小屋エコキャン
プin栃尾
（NPO法人ななしんぼ）

明 宝 二 間 手 古 民 家
【源右衛門】（郡上市）

自然の中での体験学習。川ではボートに乗ったり、岩から飛び込み
体験。山では自然散策を行った。また、ドラム缶風呂体験をしたり、
ご飯をかまどで炊いたり子供たちにとっては貴重な体験をすること
が出来た。なお、今回の体験学習に当っては地元の方々にアドバ
イスや指導を受けた。

22
ＮＰＯ法人ななしんぼ
0575-87-3799

69 中濃
7月23日(火)、26
日(金)

山・川・じゃぶじゃぶ体
験
（岐南町）

郡上市八幡地内の吉田
川

清流吉田川において、川への飛び込みやカヌー体験、急流下り、
魚とりなど、自然と親しむ活動を行った。

87
岐南町　生涯教育課
058-247-1395

70 中濃
7月27日(土)、28
日（日）

み の か も 環 境 フ ェ ア
2013
（美濃加茂市）

美濃加茂市
民間企業、地元の団体、行政などが出展し、イベントを大いに盛り
上げた。

500
美濃加茂市　環境課
0574-25-2111（内
線304）

71 中濃
7月27日 (土 )～
28日(日)

栃尾里人塾
（NPO法人ななしんぼ）

明 宝 二 間 手 古 民 家
【源右衛門】（郡上市）

樫の木の遊歩道整備を始め、農業体験では来年度使う土づくりを
行った。

32
ＮＰＯ法人ななしんぼ
0575-87-3799

中止 中濃 7月27日（土）
はざこウォッチング
（和良振興事務所振興
課）

郡 上 市 和 良 町 和 良
川・鬼谷川

和良振興事務所
0575-77-2211

72 中濃 7月27日（土）
水生生物調査
（矢戸環境保全会）

可児市矢戸地域内の水
路

地元小学生を対象に水質調査、水生生物の生息調査を行うこと
により、環境保全等に対する意識を高めた。

20
可児市　産業振興課
0574-62-1111



No 活動地域
実施日又は
実施期間

事業名（主催） 実施場所 事業内容 参加者数 連絡先

73 中濃 7月28日（日）
第28回水と緑に親しむ
市民の集い
（郷土の環境を守る会）

美濃市
記念植樹を行い、市内の観光ホテルで自然や伝統文化を生かし
たまちづくりの講話を行った。

100
美濃市
0575-33-1122

74 中濃 7月28日（日）

第26回マリンスポーツ
フェスティバルinかわべ
(川辺町B＆G海洋セン
ター)

川辺町B&G　海洋セン
ター艇庫

カヌーやバナナボートなどのマリンスポーツや、モーターボートによる
遊覧などにより、最も身近な飛騨川に子どもから大人まで楽しく親し
むことが出来た。

50
川辺町B&G海洋セン
ター
0574-53-2911

75 中濃 7月28日（日）
河川パトロール
（郡上市水上安全環境
保全連絡協議会）

和良川（郡上市和良）
警察、郡上市、漁協、消防署が参加し、釣り人や川遊びをしている
人に、水難事故防止や防犯を呼び掛けるティッシュを配布するな
どして、安全な河川利用を啓発した。

100

県郡上土木事務所
総務課
0575-67-1111 （ 内
線311）

76 中濃 ７月28日（日）
カワゲラウオッチング
(東白川村)

白川河川沿の3地区
晴天の中の実施となり、子どもたちは笑顔で参加できた。調査結果
は、「水質階級Ⅰ: きれいな水」が5箇所で、調査河川は、すべてき
れいであった。

54
東白川村 村民課
0574-78-3111

77 中濃 7月31日（水）
清流の国ぎふ環境学習
推進事業
(県環境生活政策課)

(株)谷口製陶所（可児
市）

環境問題から、自分ができるエコについて考えることができたと好
評であった。

18
県環境生活政策課
058-272-8202

78 中濃
7月1日（日）～7
月31日（水）

人文展示室１展示「輪
中の歴史」
（岐阜県博物館）

岐阜県博物館（関市）
輪中の歴史を振り返ることで、郷土の人々と水との関わりについて
学んだ。

2,540
岐阜県博物館
0575-28-3111

79 中濃
7月1日（日）～7
月31日（水）

人文展示室２展示「増
山たづ子」写真コーナー
（岐阜県博物館）

岐阜県博物館（関市）
増山たづ子さんの写真を紹介し、揖斐川上流部の暮らしについて
紹介した。

2,540
岐阜県博物館
0575-28-3111

延期 中濃 ７月中の１日
魚道点検及び遡上調査
（県郡上土木事務所）

長良川（郡上市白鳥町）

県郡上土木事務所
河川砂防課
0575-67-1111 （ 内
線344）

80 中濃

7月（4月から11
月まで土日祝・8
月1日～25日まで
の毎日）

サイクリング列車
（長良川鉄道）

長良川鉄道
7/13 1台、7/20 6台、7/21 1台、7/27 1台の自転車とともに
乗車の利用があった。

9
長良川鉄道(株) 運
輸部
0575-23-3921



No 活動地域
実施日又は
実施期間

事業名（主催） 実施場所 事業内容 参加者数 連絡先

81 中濃
7 月 （ 6 月 ～ 9 月
末）

「緑のカーテン」事業
（県中濃振興局 環境
課）

可茂総合庁舎本館南側
壁面等

ゴーヤー、アサガオにより可茂総合庁舎南側壁面等４カ所に緑の
カーテンを設置した。カーテンで覆った場所の壁面付近の温度は、
覆わない場所よりも約２～８度低いことを確認した。

-

県中濃振興局 環境
課
0574-25-3111 （ 内
線216）

82 中濃
7月15日(月)(6月
1日～）

長良川清流巡りサイクリ
ング
(ＯＤＳＳエコツーリズム)

美濃市
洲原神社や美濃橋を通りながら、うだつの町並みまで目指しサイク
リングを行った。道中で生き物とのふれあいや自然と触れ合うことも
出来た。

2
ＯＤＳＳエコツーリズム
事務局
0575-46-9232

83 中濃
７月（４月中旬～１
１月）

アルゼンチンアリ防除対
策事業
(坂祝町）

坂祝町酒倉、取組地内
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した。住民からの聞き取りによるとア
ルゼンチンアリの被害は、昨年より減少している。

500
坂祝町　住民課
0574-26-7111

84 東濃 7月2日（火）

河川体験学習
（多治見市立市之倉小
学校、協力機関：土岐
川観察館、多治見土木
事務所）

市之倉小学校（多治見
市）

総合学習の中で、身近な川の水生生物、水質などについて体験
学習を行い、清流の大切さを学んだ。また、川は大雨が降ると急に
増水することがあるため、十分注意するよう水難事故防止の啓発
を行った。

42

県多治見土木事務所
河川砂防課
0572-23-1111(内
線318)

85 東濃
7月6日（土）、7日
（日）

あすなろヴィレッジ“湖で
遊ぼう シャワークライミ
ング”
(保古自然館)

根の上高原(恵那市)
カヌー体験とシャワークライミングを行った。シャワークライミングで
は険しい道ではあったが参加者は苦労しながらもついてきて、水と
親しむ2日間となった。

15
自然体験工房ＮＥＮＯ
050-3333-1314

86 東濃 ７月７日（日）
二本木ヘリポート周辺里
山林保全整備事業
（上小田生産森林組合）

瑞浪市小田町馬瀬口
ヘリポート周辺の里山林で地域住民が参加して、笹やつる等の草
刈りを実施した。この活動により地域住民の環境保全意識の高揚
が図られた。

150

県東濃農林事務所
林業課
0572-23-1111 （ 内
線291）

87 東濃 ７月10日（水）
カワゲラｳｫｯﾁング
（瑞浪市立日吉小学校）

日吉町白倉川
カワゲラｳｫｯﾁングを通して、河川の水質状況を確認し、白倉川の
水質は少し汚れていたことから、水質の保全及び浄化の重要性に
ついて学習した。

11
瑞浪市　環境課
0572-68-2111

88 東濃 7月10日（水）

河川体験学習
（瑞浪市立日吉小学
校、協力機関：土岐川
観察館、多治見土木事
務所）

瑞浪市立日吉小学校

総合学習の中で、身近な川の水生生物、水質などについて体験
学習を行い、清流の大切さを学んだ。また、川は大雨が降ると急に
増水することがあるため、十分注意するよう水難事故防止の啓発
を行った。

11

県多治見土木事務所
河川砂防課
0572-23-1111(内
線318)
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89 東濃 7月10日（水）

河川体験学習
（瑞浪市立釜戸小学
校、協力機関：土岐川
観察館、県多治見土木
事務所）

瑞浪市立釜戸小学校

総合学習の中で、身近な川の水生生物、水質などについて体験
学習を行い、清流の大切さを学んだ。また、川は大雨が降ると急に
増水することがあるため、十分注意するよう水難事故防止の啓発
を行った。

31

県多治見土木事務所
河川砂防課
0572-23-1111(内
線318)

90 東濃 7月11日（水）

河川体験学習
（瑞浪市立瑞浪小学
校、協力機関：土岐川
観察館、県多治見土木
事務所）

瑞浪市立瑞浪小学校

総合学習の中で、身近な川の水生生物、水質などについて体験
学習を行い、清流の大切さを学んだ。また、川は大雨が降ると急に
増水することがあるため、十分注意するよう水難事故防止の啓発
を行った。

165

県多治見土木事務所
河川砂防課
0572-23-1111(内
線318)

91 東濃 7月20日(土)
アマゴ釣り教室
(恵那漁業協同組合)

四ツ目川(中津川市)
新たな釣り人を創出するため、子供を対象にアマゴ釣り教室を開
催した。マナーを身に付け、規則を覚え、環境にも関心を持っても
らえた。

48
恵那漁業協同組合
0573-65-5118

92 東濃 7月21日(日)

第21回親子さかなつか
み大会
(阿木レイクサイド振興
会)

さざなみ親水公園(中津
川市阿木)

阿木川の浅瀬を利用したさかなつかみ大会で、自然と水の恵みを
親子で楽しみながら体験した。

2,000
中津川市阿木事務所
0573-63-2001

93 東濃 7月25日(木)
森の学校はっぱっぱ「タ
イヤ下り」
（NPO恵那山みどりの会)

中津川市 川下りを通じて自然の中で遊ぶ楽しみを参加者は体感した。 77
NPO恵那山みどりの会
0573-65-1366

94 東濃 7月25日(木)
水田魚道設置研修会
（県農村振興課）

中津川市

水田魚道設置研修会の参加者に対し、生態系保全の必要性のほ
か、水田魚道の設置について理解を深めることができた。（アン
ケートの結果では、地元で水田魚道を設置してみたいとの回答も
得られた。）

25
県農村振興課
058-272-1111 （ 内
線3158）

95 東濃 7月26日（金）

りばーぴあ庄内川2013・
うながっぱ土岐川あそび
（りばーぴあ庄内川実行
委員会、共催：多治見
砂防国道事務所、県多
治見土木事務所）

土岐川（多治見市）
河川敷でイベントを開催することで、河川に親しみ、環境を考える
機会ができた。また、多治見市キャラクター「うながっぱ」や清流の
国マスコットキャラクター「ミナモ」の出演により、会場を盛り上げた。

1,200

多治見市　道路河川
課
0572-22-1111(内
線1367)
土岐川観察館
0572-21-2151
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96 東濃
7月29日 (月 )～
31日（水）

根の上高原子どもネイ
チャーキャンプ
(自然体験工房ＮＥＮＯ)

根の上高原(恵那市)
2泊３日の中で、火おこしや水遊びなど自然の中で楽しむことができ
た。

10
自然体験工房ＮＥＮＯ
050-3333-1314

97 東濃 7月1日～31日
河川汚濁防止パトロール
（県東濃振興局）

東濃振興局管内一円
（多治見市、瑞浪市、土
岐市）

水環境保全のため、河川監視を行った。 2

県東濃振興局 環境
課
0572-23-1111 （ 内
線217）

98 東濃 7月（6月～10月）
カワゲラウォッチング
（中津川市）

中津川市内各河川
河川の生物調査を通じて、清流と生物多様性の大切さを伝える
きっかけとなった。

574

中津川市役所環境政
策課
0573-66-1111 (内
線125)

99 東濃 7月（通年）

黒の田湿地周辺の里山
環境保全及び付帯施設
整備事業
（稲津コミュニティーセン
ター）

黒の田湿地周辺
8日に資材搬入を行い、21日に杭打ち、ロープ張りを実施し、反省
会を行った。30日には道の整備も行った。

49
稲津コミュニティーセ
ンター事務局
0572－68－3201

100 東濃 7月（通年）

木曽川左岸遊歩道等周
辺整備事業
（木曽川左岸遊歩道友
の会）

可児市
木曽川左岸河川敷の遊歩道周辺の草刈りと、駐車場に除草剤を
散布を行った。

83
木曽川左岸遊歩道友
の会事務局
0574－62－5781

延期 飛騨 7月4日（木）
水生生物調査
（下呂市立尾崎小学校）

山之口川（下呂市萩原
町尾崎）

下呂市　環境課
0576-26-5011

中止 飛騨 7月5日（金）
水生生物調査
（下呂市立竹原小学校）

竹原川（下呂市宮地）
下呂市　環境課
0576-26-5011

延期 飛騨 7月5日（金）
水生生物調査
（下呂市立菅田小学校）

菅田川（下呂市金山町
菅田桐洞）

下呂市　環境課
0576-26-5011
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101 飛騨 7月7日(日)

小坂の滝めぐり“百聞滝
コース”
( Ｎ ＰＯ 法 人 飛 騨 小 坂
200滝）

小坂200滝(下呂市) 川原を歩き高山植物の観察やパノラマの滝をみて体感した。 10
ＮＰＯ法人飛騨小坂
200滝
0576-62-2215

102 飛騨 7月7日(日)
飛 越 源 流 の 森 づ く り
2013
(ＮＰＯ法人ドングリの会）

飛騨市古川町畝畑
今回は、2007年より植樹活動を続けている畦畑会場の下草刈りを
行った。途中雨にも降られたが作業を順調に終えることが出来た。

121

ＮＰＯ法人ドングリの会
「飛越源流の森づくり」
事務局（森林たくみ塾
内）
0577-88-2468

103 飛騨 7月10日（水）
カワゲラウオッチング
（下呂市立上原小学校）

輪川（下呂市夏焼）
きれいな川にすむ水生生物が多く発見され、きれいな川であること
が確認された。

28
下呂市　環境課
0576-26-5011

104 飛騨 7月11日（木）
カワゲラウオッチング
（下呂市立小坂小学校）

小坂川（下呂市小坂町
落合）

きれいな川にすむ水生生物が多く発見され、きれいな川であること
が確認された。

24
下呂市　環境課
0576-26-5011

105 飛騨 7月13日(土)

小坂の滝めぐり“あまつ
ばの滝コース”
( Ｎ ＰＯ 法 人 飛 騨 小 坂
200滝）

小坂200滝(下呂市)
滝の裏を通過できる唯一のコースであり、参加者には滝の迫力の
ほかに、清涼感も体感した。

10
ＮＰＯ法人飛騨小坂
200滝
0576-62-2215

中止 飛騨
7月13日（土）、
14日（日）

里山の美食と、古民家
お泊りサイクリング
（美ら地球）

飛騨市種蔵

美ら地球
0577-73-5715
(reservation@satoya
ma-cycling.com）

106 飛騨 ７月１６日(木)
カワゲラウォッチング
（高山市立南小学校）

高山市内 （苔川）

調査の結果、トビゲラ類が見られたり、ヒルなどの生物が確認され
た。水質としては、きれいな水ときたない水の中間であった。自分た
ちの心がけひとつできれいな水ともきたない水とも変わりうることを
認識した。

70
高山市　生活環境課
0577-35-3138

107 飛騨 7月16日（火）
カワゲラウオッチング
（下呂市立金山小学校）

馬瀬川（下呂市金山町）
きれいな川にすむ水生生物が多く発見され、きれいな川であること
が確認された。

15
下呂市　環境課
0576-26-5011

108 飛騨 7月18日（木）
カワゲラウオッチング
（下呂市立萩原小学校）

桜谷（下呂市萩原）
きれいな川にすむ水生生物が多く発見され、きれいな川であること
が確認された。

95
下呂市　環境課
0576-26-5011
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109 飛騨 7月20日（土）

小坂の滝めぐり“回廊の
滝コース”
( Ｎ ＰＯ 法 人 飛 騨 小 坂
200滝）

小坂200滝(下呂市)
参加者は回廊の滝を目指す中で、手つかずの自然を体感し満足
していた。

10
ＮＰＯ法人飛騨小坂
200滝
0576-62-2215

110 飛騨 7月20日（土）
自然観察ウォーク“夏の
原生林を歩く”
(森のなりわい研究所）

下呂市萩原町山之口

参加者は位山峠付近に広がるブナ林と天然ヒノキ林の原生林を体
感した。また、昔焼畑が行われていただろう、と考えられる森ではウ
ダイカンバなどをみながら、沢沿いまで下りてみたりと、自然の中で
良い活動が出来た。

12
森のなりわい研究所
090-9934-4116

111 飛騨 7月20日（土）
清流の国ぎふ親子「森・
川・海」体験ツアー
(県自然環境保全課）

小坂200滝(下呂市)
小坂の滝めぐり(覚名トレイルコース)やウッディランドで魚つかみを
行い、上流域の環境を楽しみながら学んだ。

20
名 鉄 観 光 サ ー ビ ス
岐阜支店
058-265-8103

112 飛騨
7月20日（土）、
21日（日）

清流の国ぎふ親子「森・
川・海」体験ツアー
(県自然環境保全課）

乗鞍畳平（高山市）
初日は乗鞍畳平で外来植物駆除活動や高山植物の観察を行い、
2日目は郷土料理作りを体験した。

26
名 鉄 観 光 サ ー ビ ス
岐阜支店
058-265-8103

113 飛騨 7月2１日(日)

小坂の滝 めぐ り“ 赤谷
コース”
( Ｎ ＰＯ 法 人 飛 騨 小 坂
200滝）

小坂200滝(下呂市)
参加者は、きれいな水を浴びながら沢登りを体験し清流を体感し
た。

10
ＮＰＯ法人飛騨小坂
200滝
0576-62-2215

114 飛騨 7月27日(土）

小坂の滝めぐり“しょうけ
の滝コース”
( Ｎ ＰＯ 法 人 飛 騨 小 坂
200滝）

小坂200滝(下呂市)
参加者は、森林の中に入り巡ることで涼しさを体感し、様々な滝を
満喫した。

10
ＮＰＯ法人飛騨小坂
200滝
0576-62-2215

115 飛騨 7月28日（日）
乗鞍環境ウォーキング
（乗鞍環境ウォーキング
実行委員会）

乗鞍山頂畳平(高山市
丹生川町)

乗鞍岳畳平周辺の高山植物の観察を行ったり、ガイドと散策するこ
となどが出来た。

19
飛騨コンソーシアム
0577-37-6111

116 飛騨 7月28日(日)

小坂の滝 めぐ り“ 赤谷
コース”
( Ｎ ＰＯ 法 人 飛 騨 小 坂
200滝）

小坂200滝(下呂市)
参加者は、きれいな水を浴びながら沢登りを体験し、清流を体感し
た。

10
ＮＰＯ法人飛騨小坂
200滝
0576-62-2215

117 飛騨 7月28日（日）
現地観察会「乗鞍 高
山植物観察会」
（岐阜県博物館）

乗鞍山頂畳平(高山市
丹生川町)

乗鞍岳畳平および富士見岳のふもとにおいて，コマクサ，クロユリ，
コバイケイソウ等の高山植物を観察した。

1
岐阜県博物館
0575-28-3111
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延期 飛騨 7月上旬
カワゲラウォッチング
（飛騨市、飛騨市立神
岡小学校）

高原川
飛騨市　環境課
0577-73-7482

延期 飛騨 7月上旬
カワゲラウォッチング
（飛騨市、飛騨市立河
合小学校）

稲越川
飛騨市　環境課
0577-73-7482

118 飛騨 7月中
鮎釣り体験教室
（NPO法人馬瀬川プロ
デュース）

下呂市馬瀬若佐谷 参加者は、友釣り名人に教わりながら鮎釣りを行った。 6
フィッシングセンター
水辺の館
0576-47-2841

119 飛騨 7月中
森林アドベンチャー
（NPO法人馬瀬川プロ
デュース）

下呂市馬瀬若佐谷 森の中で、綱渡りや人力ロープウェイなどを実施した。 49
フィッシングセンター
水辺の館
0576-47-2841

120 飛騨 7月中
沢のぼり
（NPO法人馬瀬川プロ
デュース）

下呂市馬瀬厚谷・馬瀬
川

参加者は、渓流を歩いたり、泳いだり、滝つぼにはいったりと清流を
満喫した。

50
フィッシングセンター
水辺の館
0576-47-2841

121 飛騨 7月中
下呂市でプチ留学
（NPO法人馬瀬川プロ
デュース）

下呂市馬瀬
参加者は、自然の中で日本食や外国の料理をそれぞれ教え合っ
たり、生活英語を学ぶことが出来た。

4
フィッシングセンター
水辺の館
0576-47-2841

122 飛騨 7月(4月～11月)
小坂の滝めぐり
(NPO法人飛騨小坂200
滝)

小坂200滝（下呂市） 連日多くの参加者でにぎわい、滝めぐりを満喫していた。 300
ＮＰＯ法人飛騨小坂
200滝
0576-62-2215

123 飛騨
7月 (4月13日～
11月24日)

レールマウンテンバイク
（ＮＰＯ法人神岡・町づく
りネットワーク）

神岡町 旧奥飛騨温泉
口駅

多くの県内外の方が利用し、神岡鉄道の雰囲気を体感した。 180

ＮＰＯ法人神岡・町づ
くりネットワーク レー
ルマウンテンバイク事
務局
090-7020-5852
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124 飛騨 7月（5月～11月）
特定外来植物防除事業
（飛騨市）

飛騨市
特定外来生物のオオキンケイギク、オオハンゴンソウの防除を呼び
掛けるチラシの作成、全戸配布や広報誌による市民への協力要
請と民間委託による防除を行った。

6
飛騨市　環境課
0577-73-7482

125 県内
７月１日（日）、２０
日（土）

出 前 授業 「カ ワゲ ラウ
オッチング」
（岐阜県博物館）

出前授業を依頼した学
校の近隣の川（関市）

１日：鳥羽川において，水生昆虫および魚類を採集し，とれた生き
物の豊富さから郷土の自然のすばらしさを学習した。カワゲラウオッ
チング結果は，水質階級Ⅱであった。
２０日：博物館講座「川の生き物を観察しよう」を開催、津保川にお
いて，トビケラなどの水生生物を採集し，それを指標生物にした水
質調査を行なった。カワゲラウオッチング結果は，水質階級Ⅱで
あった。

84
岐阜県博物館
0575-28-3111

126 県内 7月7日（日)
七夕ライトダウン
（環境省）

岐阜県内一円の取組み
施設

環境省主唱のもと、岐阜県内でも多くの施設（307施設）の賛同を
得ることができ、照明オフによる電力使用削減を通して、地球温暖
化防止啓発に寄与することが出来た。

-
県環境管理課
058-272-1111 （ 内
線2694）

127 県内 ～7月12日(金)
フィッシュウェイサポー
ターの募集
（県河川課）

県内全域
魚類がすみやすい河川環境を創出するよう県民と協働で魚道点
検を実施する「フィッシュウェイサポーター」を募集した。

115
県河川課
058-272-1111 （ 内
線3724）

中止 県内
7月24日（水）（通
年）

木曽三川こども狂言「失
せうろこ」事業
（木曽三川こども狂言ク
ラブ）

木曽川流域
木曽三川こども狂言ク
ラブ事務局
080－3071－8311

128 県内 7月中
清流月間公害発生源特
別監視
（県環境管理課）

県内
清流月間を含む5月～7月を特別監視期間と位置づけ、有害物質
使用工場・事業場などについて重点的に立入調査を実施した。

-
県環境管理課
058-272-1111（内
線2834）

129 県内 7月中

水生生物保全環境基準
の類型指定にかかる基
礎調査
（県環境管理課）

木曽川上流域、庄内川
流域、矢作川流域

魚などの水生生物を保全するため環境基準を適用するにあたっ
て、河川水質や水生生物の生息状況等の調査を実施した。

-
県環境管理課
058-272-1111（内
線2833）

130 県内
7月（6月7日～11
月12日）

ぎふ水土里の魅力写真
コンクール
（県農村振興課）

県下全域

コンクールに関するチラシの配布など各種広報活動により、県民か
らの問い合わせなども寄せられ、農業・農村の魅力や多面的機能
の普及啓発が図られるものと期待している。本年度に最優秀賞等
の選定を行い、作品の展示等を通じ、農業・農村並びにこれらを取
り巻く清流についてＰＲしていく。

実施中
県農村振興課
058-272-1111 （ 内
線3158）
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131 県内
7月19日（金）（～
9月30日）

ぎふの田舎へいこう！
キャンペーン
（県農村振興課）

県下各地域

キャンペーンチラシの配布等県が行う各種広報活動に加え、トヨタ
自動車が運営するドライブ情報サイト「ＧＡＺＯＯ.ｃｏｍ」の協力を得
て、同サイトにおけるＰＲやプレゼント企画など取り組みの強化を
図っており、本キャンペーンに関する県民からの問い合わせもあり、
体験者数の増加に繋がるものと期待している。

実施中
県農村振興課
058-272-1111 （ 内
線3173）

132 県内外 7月中
カーボン・オフセット普及
促進
（県環境管理課）

岐阜県内及び県外各地
カーボン・オフセットの取組みの普及啓発やカーボン・オフセットの
取組みに活用できる岐阜県産J-VER（オフセット・クレジット）の県
内外への普及啓発・販売促進を図った。

-
県環境管理課
058-272-1111 （ 内
線2694）

133 県外 ７月１３日、１４日
山の子海の子交流
（高山市）

富山湾 海の自然を海水浴やいかだにのるなど海の暮らしを体験した。 45
高山市 環境政策推
進課
0577-35-3533

134 県外 ７月23日（火）

シティOL夏祭り２０１３
in 椿山荘
（サンケイリビング新聞
社）

ホテル椿山荘東京（東
京都）

「シティOL夏祭り２０１３ in 椿山荘」イベントにおいてミナモによる清
流ぎふPR効果により観光農産物をPRを行った。

2,000
県農産物流通課
058-272-1111 （ 内
線2854）

135 県外 ７月27日（土）
大都市販路販路拡大対
策事業
（県農産物流通課）

木津の朝市（大阪府大
阪市）

「木津の朝市」において、ミナモによる県産農産物のＰＲを行った。 200
県農産物流通課
058-272-1111 （ 内
線2854）

136 県外 7月25日(木)
地球環境教室
（各務原市、(財)岐阜県
公衆衛生検査センター）

キリンビアパーク名古屋
(清須市) 電気の科学
館（名古屋市）

市内の小中学生と保護者が参加し、キリンビアパーク名古屋（CO2
削減、リサイクル、省資源など環境への取組みを学ぶ。）工場見
学・電気の科学館（環境やエネルギーについて学ぶ。）見学・ペット
ボトル風車製作、地球温暖化についての話を聞くなど環境保全に
ついての意識を高めた。

40

各務原市 環境政策
課
058-383-4232
財団法人岐阜県公衆
衛生検査センター総
務企画室
058-247-3105


