
※詳細については、問い合わせ先へご確認願います。
地 実施日 実施場所 協力事業 事業名 実施内容 参加者数
域 (期間) リンク （主催者等）

岐
阜 1

7月1日(日)
7月15日(日)

各務原市内の河川等 市民清掃の日
（主催：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
一斉清掃を行った。特に1日は新境川、
15日は大安寺川を中心に堤防の草刈、
ゴミ拾い等を行った。

30,000
各務原市ライフデザイン課
（058-383-1210）

岐
阜 2

7月1日(日)
産業文化センター あすか
ホール
（各務原市）

環境行動都市市民推進大会
（主催：各務原市環境行動都市市民推進本
部）

こども環境宣言優秀賞表彰、小学校・市
民団体・事業所の環境活動報告など行っ
た。
また「誰でもできる省エネのコツ」と題し、
NPO法人ソフトエネルギープロジェクト理
事長佐藤一子さんによる講演を行った。

440
各務原市環境水道部環境政策課
（058-383-4232）

岐
阜 3

7月1、7、8、
14、15、21、
22、28、29日
(土、日)

世界淡水魚園水族館アク
アトトぎふ館内
（各務原市川島笠田町）

ものづくりワークショップ～河原はアートが
いっぱい！おさかなペーパーウェイトを作ろ
う！（仮）～
（主催：アクア・トトぎふ）

幼稚園から小学校低学年の子供たちを
中心に大人までの利用があった。皆楽し
そうに自由な作品を作っていた。８月末ま
で継続して開催予定。

1038作品

世界淡水魚園水族館アクア・トトぎ
体験学習チーム
（0586-89-8200）

岐
阜 4

7月中
(毎週実施)

山県市立富岡小学校
（山県市東深瀬）

緑と水の子ども会議
戸羽川調査隊
（主催：山県市立富岡小学校）

子どもたちは鳥羽川に入って生き物調査
を行いました。タモやペットボトルで捕ま
えた魚の名前、特徴を調べたり、水槽に
入れ観察して分かったことなどを「鳥羽川
生き物図鑑」としてまとめました。
担任の先生からは「川の様子に興味を示
す児童の姿が多く見られ、ふるさとの川と
しての認識、生き物への関心が高まっ
た」という感想がありました。

57
岐阜農林事務所
林業課林務第一係
（058-264-1111　内線421)

岐
阜 5

【中止】
※当初予定7月
1日(日)

木曽川・長良川堤外ス
ポーツ施設内（羽島市内）

スポーツ施設利用者団体一斉清掃
(主催：羽島市スポーツ振興課)

雨天中止 羽島市スポーツ振興課
　（058-393-4622）

岐
阜 6

7月3日(火)
岐阜希望が丘特別支援学
校
（岐阜市鷺山）

総合的な学習の時間
（主催：岐阜希望ヶ丘特別支援学校）

身近な水（川の水、食器を洗ったときの
水、プールの水、米のとぎ汁等）の水質
検査を実際に体験することで、水の汚れ
に気づくことができた。

2
岐阜県立岐阜希望ヶ丘特別支援学
校
058-231-6500

岐
阜

7

7月4日
11、18、25日
（～9月）

市内一円の河川13カ所 本巣市水生生物調査
（主催：本巣市生活環境課）

本巣市が地元の環境保護団体と協働
で、市内河川の水辺の植物、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。8月にも同様に実施
予定。

4
本巣市市民環境部生活環境課
（058-323-7751　内線134）

平成２４年度「清流月間」関連事業　実施結果一覧表

問い合わせ先

「清流月間」の期間中、１３７の取組が開催され、６万人を超える方が、清流を「守り」「活かし」「伝える」活動に参加されました。 

（計画数１４８件。参加報告人数 ６５，２４１人。悪天等による期間外への時期変更及び中止が１１件ありました。） 



地 実施日 実施場所 協力事業 事業名 実施内容 参加者数
域 (期間) リンク （主催者等）

問い合わせ先

岐
阜

8

7月4日(水)
本巣市立土貴野小学校
(本巣市七五三)

掲
載
票

田んぼの学校活動
（主催：岐阜農林事務所）

泥や水生植物で足元が悪い中、一生懸
命生き物調査に取り組んでいた。
児童たちは、身近な水路に魚や貝、水生
昆虫等が多く生息していることに驚いて
いた。
来年度以降も継続したい。

46

岐阜農林事務所
農地整備課計画調整担当
(058-264-1111 内線412）

岐
阜 9

7月4日(水)
本巣市立一色小学校
（本巣市見延）

掲
載
票

ぎふ田んぼの学校活動
（主催：岐阜農林事務所）

水路の両側から草が覆いかぶさる中、一
生懸命生き物調査に取り組んでいた。
児童たちは、身近な水路に魚や貝、水生
昆虫等が多く生息していることに驚いて
いた。
来年度以降も継続したい。

37

岐阜県岐阜農林事務所
農地整備課計画調整担当
(058-264-1111 内線412）

岐
阜 10

7月5日
～7月6日

羽島市立正木小学校 家庭から省エネチャレンジ事業
（主催：岐阜県清流の国ぎふづくり推進課）

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できた。
他の小中学校でも、実施していきたい。

187
岐阜県清流の国ぎふづくり推進課
温暖化対策係
（058-272-1111　内2694）

岐
阜 11

7月11日(水)
市内一円の河川30箇所 本巣市総合調査（河川水質調査）

（実施主体：本巣市生活環境課）
市内を流れる河川30箇所において水質
調査を実施した。冬期にも実施を予定し
ており、市内の河川の水質を把握する。 5

本巣市市民環境部生活環境課
（058-323-7751　内線134）

岐
阜 12 7月13日(金)

長良川河川敷・岐阜メモリ
アルセンター界隈

掲
載
票

「全国環境美化活動」(We Love Green)
（主催：株式会社ファミリーマート）

県との包括連携協定に基づき、株式会社
ファミリーマートが岐阜メモリアルセン
ターや長良川河畔で清掃活動を行いまし
た。

50
株式会社ファミリーマート　東海支
社
(052-938-4512)

岐
阜 13

7月14日(土)
～7月17日(火)

オアシスパーク川島
（各務原市）

ぎふの米粉フェア
（主催：岐阜県・岐阜県産米粉普及推進ネッ
トワーク）

水田の有効活用につながる米粉をＰＲす
るため、県産米粉のＰＲを行う。
・県産米粉食品の販売
・米粉クイズの実施
・チームミナモによる清流国体のＰＲ

米粉クイ
ズ参加者

180名

岐阜県農政部農産園芸課
（058-272-8436）

岐
阜 14

7月14日(土)
住宅展示場「ひだまりの
森」
（岐阜市東鶉）

生涯学習講座「木と遊ぶ『トントンカチカチ
広場』」
（主催：森林文化アカデミー）

木の端材や自然物などで好きな物を好き
なように作れる子供のための木育イベン
トを開催した。
今年度の開催はこの１回のみ。来年度の
開催は未定。

110
岐阜県立森林文化アカデミー
(0575-35-2525)

岐
阜

15
7月16日(土)

世界淡水魚園水族館アク
アトトぎふ館内
（各務原市川島笠田町）

アクア・マイスターになろう！
～ミクロの世界をのぞいてみよう～
（主催：川島ライフデザインセンター
共催：アクア・トトぎふ）

身の回りにある水場や土壌中に、さまざ
まな生物がいることを発見できた。このプ
ログラムは年間を通して複数回行われる
が、次回は川に入って生物採集をする。

14

世界淡水魚園水族館アクア・トトぎ
体験学習チーム
（0586-89-8200）

岐
阜 16

【中止】
※当初予定
7月16日(月)

伊自良川
（岐阜市岩利地区内）

農地・水保全管理活動
（主催：岩利クリーン協議会）

当日前までの大雨の影響により、伊自良
川が増水していたため活動は中止となり
ました。 －

岐阜市農地整備課管理係
(058-265-4141　内線6221,6222）

http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0032.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0032.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0032.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0031.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0031.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0031.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0061.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0061.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0061.html


地 実施日 実施場所 協力事業 事業名 実施内容 参加者数
域 (期間) リンク （主催者等）

問い合わせ先

岐
阜

17

7月17日(火)
県立岐阜希望が丘特別支
援学校

・岐阜希望ヶ丘特別支援学校「総合的な学
習の時間」（主催：岐阜希望が丘特別支援
学校）
・森・川・海の環境学習コーディネーター派
遣事業（主催：岐阜県環境生活政策課）

さいころゲームを通して、水の循環の仕
組みを改めて理解し、自分たちの身近
に、飲むことができる水が循環してくるこ
との大変さを知ることができた。
ゲームを通して、楽しく活動することがで
きた。

2

県立岐阜希望が丘特別支援学校
(058-231-6500)
岐阜県環境生活政策課政策企画
係
（058-272-1111　内線2385）

岐
阜 18

7月18日(水)
各務原市立鵜沼第一小学
校

森・川・海の環境学習コーディネーター派遣
事業
（主催：岐阜県環境生活政策課）

身近な川である大安寺川でのカワゲラ
ウォッチングとパックテストを行った。今
後は本流である木曽川について学び、学
習の範囲を広げていく。

118

岐阜県環境生活政策課政策企画
係
（058-272-1111　内線2385）

岐
阜 19

7月22日(日)
世界淡水魚園水族館アク
アトトぎふ館内
（各務原市川島笠田町）

アクア・スクール　水の性質を調べよう！～
おもしろ実験教室～
（主催：アクア・トトぎふ）

水の三態や性質について学び、生物が
すめるきれいな水とはどんなものかにつ
いて学んだ。

8

世界淡水魚園水族館アクア・トトぎ
体験学習チーム
（0586-89-8200）

岐
阜 20

7月24日(火)
モンテール工場
（美濃加茂市）
御嵩宿さんさん広場
（御嵩町）

地球環境教室
（主催：各務原市・(財)岐阜県公衆衛生検査
センター）

市内の小中学生と保護者が参加し、モン
テール美濃加茂工場見学・御嶽宿（低酸
素型のまちづくり）見学・ソーラーカー製
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。

38

各務原市環境水道部環境政策課
（058-383-4232）
財団法人岐阜県公衆衛生検査セン
ター総務企画課
　(058-247-3105)

岐
阜 21 7月24日(火)①

25日(水)②

郡上市八幡町地内の吉田
川

（防衛施設周辺整備協会融和事業）
山・川・じゃぶじゃぶ体験
（主催：岐南町)

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。

各回47人
岐南町役場生涯教育課
（058-247-1395）

岐
阜

22

7月26日(木)
7月27日(金)

岐阜市文化産業交流セン
ターじゅうろくプラザ

掲
載
票

全国水シンポジウム(2012ｉｎぎふ)
（主催：第17回水シンポジウム2012ｉｎぎふ
実行委員会(土木学会水工学委員会、中部
地方整備局、岐阜県、岐阜市、(社)中部建
設協会)）

「第１７回水シンポジウム２０１２ｉｎぎふ」
を開催。
流域全体での川の保全について参加者
は考えを深めていました。
●平成２４年７月２６日（木）
シンポジウム：日本水フォーラム報告、基
調講演、分科会、パネル展示
参加者　約６５０名（概数）
●平成２４年７月２７日（金）
現地見学会（長良川　長良橋周辺）：鏡
岩水源地（水の資料館）、長良川遊覧
（鵜飼観覧船、長良川鵜飼ミュージアム
周辺散策、長良川陸閘など
参加者　　　　４５名

695
岐阜県河川課企画環境係
(058-272-1111内3727)

岐
阜 23

7月27日(金)
岐阜市 環境推進研修会

（主催：岐阜県環境推進協会）
環境関連企業、市町村を対象に清流の
国ぎふづくりの取り組みなどについて研
修会を開催した。 82

岐阜県環境管理課
大気環境係
(058-272-1111　内線2831)

岐
阜

24 7月28日(土)
7月29日(日)

河川環境楽園
（各務原市川島笠田町）

かわしま夏まつり
（主催：川島地区まちづくりイベント実行委
員会）

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）

http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0036.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0036.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0036.html


地 実施日 実施場所 協力事業 事業名 実施内容 参加者数
域 (期間) リンク （主催者等）

問い合わせ先

岐
阜

25
7月28日(日)

世界淡水魚園水族館アク
アトトぎふ館内、河川環境
楽園内
（各務原市川島笠田町）

プレアクア・スクール
夏のもりたんけん
（主催：アクア・トトぎふ）

4,5歳児を中心に、身近な公園や河畔林
などにいる生物を探した。今後も生物と
触れ合う第一歩として、秋と冬にも同様
の講座を開講する。

19

世界淡水魚園水族館アクア・トトぎ
体験学習チーム
（0586-89-8200）

岐
阜 26

7月28日(土)
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）

２４時間テレビ・長良川清掃プロジェクト
（主催:中京テレビ放送24時間テレビチャリ
ティー委員会、岐阜県、長良川流域環境
ネットワーク協議会、ＮＰＯ法人法人長良川
環境レンジャー）

県が進める「清流の国ぎふづくり」の一環
として、県民協働で長良川清掃を実施し
ました。
岐阜市内の長良川河畔において、猛暑
の中、約500人が参加し、清掃活動に汗
を流しました。

500
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）

岐
阜 27

7月29日(日)
武儀川
（山県市美山町地内の武
儀川）

美山いかだ川下り
（主催：YACC）

学校からの参加（山県市立いわ桜小学
校）や、スペースシャトルの形をしたいか
だを家族で作成し（アイデア賞）、参加す
る方もいらっしゃいました。天気も良く、緑
豊かな自然環境を十分に味わいながら
12団体が楽しく川下りに参加することが
できました。　　　　　　　　　　　　　　また、
このイベントは来年（７月最終日曜日）も
実施予定です。

70
山県市中央公民館
（0581-52-1106）

岐
阜 28

7月29日(日)
岐阜県美術館
（岐阜市宇佐）

子どもワークショップ「水をさわって川にな
る」
（主催：岐阜県美術館）

画家「ヨコヤ茂未」さんを迎えて清流を思
い浮かべながら、一人一人の川を描き、
さらにみんなで大きな川にし,川の美しさ
や川と人とのかかわりなど、様々な思い
を表現した。染料やアクリル絵の具など
の画材を生かし、子どもらしい生き生きと
した活動となった。1月22日からスタート
する企画展「体感アート＠県美．ドットコ
ム」に展示する予定である。

57
岐阜県美術館　教育普及
（058-271-1314）

岐
阜

29
7月29日(日)

長良川 北側堤防沿い（金
貨橋～長良橋付近）

〔伊勢湾　森・川・海のクリーンアップ大作戦
参加企画〕
長良川河川清掃
(主催：岐阜市赤十字奉仕団）

岐阜市日本赤十奉仕団で、長良川の清
掃活動を実施しました。

40
岐阜市赤十字奉仕団
(058-255-5511)

岐
阜

30
7月29日(日)

長良川河川敷 〔伊勢湾　森・川・海のクリーンアップ大作戦
参加企画〕
長良川河川清掃
(主催：中日新聞岐阜支社）

前日（7／28）に開催の「全国選抜長良川
中日花火大会」によるゴミなどを清掃しま
した。 4,000

中日新聞岐阜支社
(058-265-0267)



地 実施日 実施場所 協力事業 事業名 実施内容 参加者数
域 (期間) リンク （主催者等）

問い合わせ先

岐
阜

31

7月31日(火)
河川環境楽園
（各務原市川島笠田町）

掲
載
票

川の楽校２０１２
（主催: 河川環境楽園環境教育ネットワー
ク）

身近な自然を体験し、地域の自然環境や
生き物を育み守る心を養うため、河川環
境楽園内の各施設職員の連携協力のも
と、環境体験学習を実施しました。当日
は、親子あわせて26名の参加があり、河
川環境楽園の河川で生き物を採集して
遊んだり、川や魚などの不思議を学習し
たりしました。
次年度以降も引き続き開催したいと考え
ています。

26

河川環境楽園環境教育ネットワー
ク
自然発見館
(0586-89-7022)

西
濃 32

【延期】
※当初予定7月
中

不破郡輪之内町内 緑と水の子ども会議
（主催：養老町立上多度小学校）

延期 岐阜県西濃農林事務所
林業課林務担当
（0584-73-1111　内線393）

西
濃 33

7月3日(火)
揖斐川
（揖斐川町小島）

カワゲラウオッチング
(主催：揖斐川町立小島小学校
協力機関：岐阜県揖斐土木事務所・揖斐川
町)

揖斐川町立清水小学校４年生が近所の
揖斐川で水生生物調査を実施し、水質の
保全や浄化の重要性について学んだ。 41

揖斐川町住民福祉部生活環境課
　（0585-22-2111　内線222)

西
濃 34

7月4日(水)
　～6日(金)

若狭青尐年市自然の家
（福井県小浜市田烏区大
浜）
 

森と木と水の環境学習支援事業（緑と水の
子ども会議）
（主催：揖斐川町立坂内小学校）

海辺の環境調査を行い自然の豊かさを
知るとともに豊かさを育んでいる森林の
はたらきを知った。

7

岐阜県揖斐農林事務所
林業課林務担当
（0585-23-1111　内線441）

西
濃 35

7月4日(水)
7月13日(金)

四ツ谷沼ビオトープ公園
（揖斐川町谷汲深坂）

掲
載
票

ぎふ田んぼの学校
（主催：岐阜県揖斐農林事務所）

「四ッ谷沼ビオトープ公園」は多様な生き
物が住む環境であることを小学生が理解
できた。学校からも評価が高く、来年度
以降も継続して開催する予定。
参加者数：７／４　３３人、７／１３　２５人

58

岐阜県揖斐農林事務所
農地整備課計画調整担当
（0585-23-1111　内線432）

西
濃 36

7月6日(金)
揖斐川町立谷汲小学校
（揖斐川町谷汲）

森と木と水の環境教育支援事業（緑と水の
子ども会議）
（主催：揖斐川町立谷汲小学校）

豊かな海が育まれるためには森林のは
たらきや保全が欠かせないことを学ん
だ。 26

岐阜県揖斐農林事務所
林業課林務担当
（0585-23-1111　内線441）

西
濃 37

7月8日(日)
徳山ダム上流　通称「コア
山」
（揖斐郡揖斐川町開田地
内）

「徳山ダム上流に実のなる木を植えよう大
作戦」　下草刈り活動
(主催：NPO法人　揖斐自然環境レンジャー
)

子どもから年配の方まで徳山ダムを大型
船でコア山に移動し、過去に植栽した広
葉樹に獣害防止カバーを設置しました。
当日は晴天で、非常に暑い中での作業と
なりましたが、子ども達からは「また来た
い」などの感想が聞かれました。

32

NPO法人　揖斐自然環境レン
ジャー
（0585-23-1111　内線462）

西
濃 38

7月9日(月)
揖斐川町立久瀬小学校
（揖斐川町西津汲）

森と木と水の環境教育支援事業（緑と水の
子ども会議）
（主催：揖斐川町立久瀬小学校）

森のはたらきから水の流れを学び、間伐
等の必要性や環境への影響を知った。

9

岐阜県揖斐農林事務所
林業課林務担当
（0585-23-1111　内線441）

西
濃 39 7月10日(火)

牧田川
（大垣市一之瀬）

緑と水の子ども会議
（主催：養老町立養北小学校）

川の生き物を通じて、普段目にしている
川にはたくさんの生き物が生息している
こと、及び川の水質について学べた。

41

岐阜県西濃農林事務所
林業課林務担当
（0584-73-1111　内線393）

http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0059.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0059.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0059.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0050.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0050.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0050.html


地 実施日 実施場所 協力事業 事業名 実施内容 参加者数
域 (期間) リンク （主催者等）

問い合わせ先

西
濃

40

7月10日(火)
松山水辺公園
（大野町）

水生生物生息調査、環境学習
（主催：大野町）

西小学校５年生が水生生物生息調査と
環境学習を行った。
貝に名前を書いて放流した。１年後、そ
れ以降の生息状況がとても楽しみだとい
う意見多数あり。

5年生38名
教諭2名

大野町産業建設部産業経済課
（0585-34-1111内線143）

西
濃 41

7月11日(水)
杭瀬川（池田町八幡）

掲
載
票

カワゲラウォッチング普及事業
（主催：池田町立八幡小学校
協力：西濃振興局揖斐事務所、池田町）

八幡小学校4年生を対象に、カワゲラ
ウォッチング普及事業を実施しました。子
ども達は、水生生物を楽しんで捕まえ、
採取した生物から杭瀬川が「すこし汚い
水」であることを確認しました。来年のカ
ワゲラウォッチングの時には
「きれいな水」になるように、川にゴミを捨
てないようにしたいなどの感想が聞かれ

82
西濃振興局揖斐事務所
環境課
（0585-23-1111 内線211)

西
濃 42

7月12日(木)
夜叉ケ池

掲
載
票

夜叉ケ池環境保全ツアー
（主催：(社)揖斐建設業協会）

１０名が参加して、夜叉ケ池登山を行い
ました。当日は、過ごしやすい気温の中、
心地良い汗を流しながら美しい自然に触
れることができました。
夜叉ケ池の美しい清水や緑豊かな森林
に囲まれ清掃活動を行い、この豊かな自
然を守り続けていきたいと再認識する一
日になりました。

10
揖斐建設業協会
（0585-22-2134）

西
濃 43

7月17日～24日
7月30日～8月6
日
8月16日～23日

大江川（海津市） 導水社会実験 計３回の導水社会実験を実施。

●第１回（７月１７日～２４日）
うち6日間導水及び、大江川支川からの
排水を実施。
●第２回（７月３０日～８月６日）
うち3日間導水を実施。
●第３回（８月１６日～２３日）
うち5日間導水及び、大江川支川からの
排水を実施。
→今後、３回に渡って実施した導水等に
よる、大江川の水質の改善効果等につ
いて分析を行い、対策案の検討を行いま
す。

延べ14日
間

導水を実
施

岐阜県河川課徳山ダム係
(058-272-1111内3729)

西
濃

44

7月22日(日)
輪之内町全域 輪之内町環境美化運動

（主催：輪之内町）
区単位で、午前７時３０分の一斉の同報
無線の合図で、主要導水路、各家庭周
辺、神社、広場、学校、事業所周辺等を
清掃しました。

3,000
輪之内町住民課 環境衛生
(0584-69-3111　内線148）

西
濃 45

7月22日(日)
揖斐川町のうち旧揖斐川
町地域全体

環境美化デー
(主催：揖斐川町)

当日は､朝早くから約3,500人の地域住民
により､用排水路の清掃､公園樹木の剪
定及び町道など公共の場の清掃が行わ
れた｡集められたｺﾞﾐは約500ｷﾛ(可燃物･
不燃物)､剪定木10ﾄﾝ､土砂1ﾄﾝ(水路等の
堆積土砂)と大量であった｡

3,500
揖斐川町住民福祉部生活環境課
（0585-22-2111　内線222)

http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0052.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0052.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0052.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0058.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0058.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0058.html
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域 (期間) リンク （主催者等）

問い合わせ先

西
濃

46

7月28日(土)
水門川
（大垣市）

掲
載
票

〔伊勢湾　森・川・海のクリーンアップ大作戦
参加企画〕
水門川クリーン作戦
（主催：水門川クリーン作戦実行委員会
共催：NPO法人まち創り、
NPO法人スイトミュージアム研究会
後援：岐阜県大垣土木事務所）

今回１１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940kg、
燃えないゴミ670kg、合計1,610kg回収で
きた。
また、今回は水門川にかかる新大橋、東
外側橋、高岡橋の３箇所の欄干の清掃も
実施した。
来年度も継続して開催したい。

769

岐阜県大垣土木事務所河川砂防
課
（0584-73-1111 　内線368）

西
濃 47

7月28日(土)
水門川
（大垣市）

掲
載
票

川底学習
（主催：岐阜県大垣土木事務所
共催：水門川クリーン作戦実行委員会、ＮＰ
Ｏ法人まち創り）

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、めずらしいスナヤツ
メ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。
来年度も継続して開催したい。

79

岐阜県大垣土木事務所河川砂防
課
（0584-73-1111 　内線368）

西
濃 48

7月28日(土)
坂内川
（揖斐川町坂内） 掲

載
票

アユ釣り教室
（主催：揖斐川上流漁業協働組合）

参加した子供たちはアユの生態、友釣り
の仕方、仕掛けの作り方などを楽しそう
に学んでいました。
次年度以降も引き続き開催したいと考え
ています。

27
揖斐川上流漁協協働組合
（0585-52-2513）

西
濃 49

7月28日(土)
揖斐川町・水と森の学習
館

清流の国ぎふ親子「森・川・海」体験ツアー
揖斐川源流で川遊び、生き物観察
（主催：岐阜県
催行：名鉄観光サービス株式会社　岐阜支
店）

三重県からの親子のみなさんが、揖斐川
の源流で川遊びを体験しました。
夏の電力対策に、徳山ダムが水力発電
用の放水量を増やしていたため、残念な
がら本流での川遊びを楽しんでいただけ
ませんでしたが、遊んでいただいた場所
ではたくさんの水生生物を観察していた
だけ、日頃清流の自然を楽しんでいただ
けました。

31
清流の国ぎふづくり推進課
清流の国づくり県民運動係
（058-272-1111　内2697）

西
濃 50

7月下旬
→除去延期

津屋川
(海津市南濃と、養老との
境界付近)

掲
載
票

外来種オオフサモの除去活動
（主催：オオフサモ対策検討会）

除去延期
津屋川においてオオフサモの発生があま
り見られなかったため、成長する８月以
降、繁茂の様子を見ながら実施すること
とした。

-

岐阜県大垣土木事務所河川砂防
課
（0584-73-1111 　内線368）

西
濃 51

7月26日(木)
27日（金）

揖斐川水系の森林 落葉樹林の観察
（実施主体：岐阜農林高等学校）

１年生を対象に揖斐川町の大雨による道
路の崩落現場や徳山ダム見学を通した
森林の役割に関する学習や落葉広葉樹
林帯の樹木調査と植生観察などを実施し
た。参加者には好評で、来年度以降も継
続して行う予定である。

40
岐阜農林高等学校森林科学科
（058-324-1145）

http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0057.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0057.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0057.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0057.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0057.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0057.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0039.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0039.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0039.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0056.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0056.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0056.html
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中
濃

52

7月1日(日)
～7月31日(火)
（12月まで）

川辺町

掲
載
票

平成２４年度川辺町環境ポスター事業
(主催：川辺町
共催等：川辺町教育委員会、川辺町レジ袋
削減協議会）

環境問題に取り組む第一歩として、まず
は自分の身近にある環境問題について
考え、また、作品を通じてみんなで地球を
守る気持ちを共有することを目的とし、
「地球を守るために僕・わたしができるこ
と」をテーマとした環境ポスターを募集。
対象者は、町内の小学生４・５・６年生。

270
川辺町産業環境課
（0574-53-7212）

中
濃 53

6月に実施
※当初予定
7月1日(日)

郡上大和ホタルの里公園
（郡上市大和町万場）

郡上大和ホタルの里見学会
（主催：万場ホタルを守ろう会）

ホタルの飛翔時期が例年より早かったこ
とから清流月間期間中は未実施。
来年度以降も継続実施の予定。

岐阜県郡上農林事務所
農地整備課計画調整担当
(0575-67-1111内218)

中
濃 54

7月1日(日)
長良川鉄道沿線
（美濃太田駅～白山長滝
駅間）

ＮＡＧＡＲＡあそびスター七夕ＴＲＡＩＮ
（主催：長良川鉄道株式会社
協力：中部学院大学短期大学部　幼児教育
学科）

車窓から眺める清流に心を清らかに、願
いを込めて七夕飾りを作成。
子ども達は大学生との“あそび”を通し
て、自然や社会との交流を楽しく学び、大
満足の様子でした。

35
長良川鉄道株式会社
0575-23-3921

中
濃 55

7月1日(日)
7月8日(日)
7月15日(日)

関市内の
中小河川一帯 掲

載
票

〔伊勢湾　森・川・海のクリーンアップ大作戦
参加企画〕
河川清掃
（主催：関市自治会連合会）

実施日の１日・８日・１５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。 約2000

関市役所生活環境課
(0575-23-7702)

中
濃 56 7月11日(水)

県立関特別支援学校
（関市桐ヶ丘）

緑と水の子ども会議
（主催：県立関特別支援学校）

森林資源が集められ、売り買いの現場か
ら普段感じられない感動の中で学習がで
きた

15

岐阜県中濃農林事務所
林業課 林務第二係
（0575-33-4011　内線230）

中
濃 57

【変更】
9月実施予定

関市立瀬尻小学校付近
（関市小瀬）

緑と水の子ども会議
（主催：関市立瀬尻小学校）

開催時期変更

-

岐阜県中濃農林事務所
林業課 林務第二係
（0575-33-4011　内線230）

中
濃 58

7月4日(水)
郡上市立吉田小学校及び
大矢排水路
（郡上市美並町） 掲

載
票

ぎふ田んぼの学校活動事業　美並地区
（主催：岐阜県郡上農林事務所）

児童は身近な水路にさまざまな種類の生
物が生息することを知り、自分たちがふ
るさとの自然を守っていくことの大切さを
学んだという感想を得ました。
　毎年異なった郡上市内の小学校で環境
学習、生き物調査を実施しており来年も
同様に予定しています。

30

岐阜県郡上農林事務所
農地整備課計画調整担当
(0575-67-1111内218)

中
濃 59

7月4日(水)
郡上市明宝古民家 次世代エネルギーインフラ（中山間地モデ

ル）見学会
（主催：岐阜県）

次世代エネルギーインフラ（中山間地モ
デル）の見学会を行いました。小水力発
電施設等を見学したほか、地元団体から
地域振興に関する取り組みが紹介され、
活発な意見交換がなされました。

8
岐阜県産業技術課 次世代エネル
ギー係
058ｰ272ｰ8354

中
濃

60
7月4日(水)

深渡川
（美濃加茂市下米田）

カワゲラウォッチング
（主催：美濃加茂市立下米田小学校
協力機関：美濃加茂市）

思っていたよりも多くの生き物を確認する
ことができた。
メダカが１匹捕まえられた。
次年度も実施をしていきたい。

51
美濃加茂市役所環境課環境担当
(0574-25-2111　内線304）

http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0055.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0055.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0055.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0012.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0012.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0012.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0051.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0051.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0051.html


地 実施日 実施場所 協力事業 事業名 実施内容 参加者数
域 (期間) リンク （主催者等）

問い合わせ先

中
濃

61

7月4日（水）～
13日（金）

雄鳥川（川辺町中川辺）
川辺町立川辺西小学校

掲
載
票

カワゲラウォッチング
(主催：川辺町立川辺西小学校
協力：県中濃振興局、県可茂土木事務所、
川辺町）

7/4（金）カワゲラウォッチングの事前学
習を兼ねた水環境の学習。
7/10（火）カワゲラウォッチング（水質調
査）。
7/13（金）事後学習。環境基本計画普及
推進事業講師派遣事業を活用し、充実し
た学習ができた。

55
川辺町産業環境課
（0574-53-7212）

中
濃 62

7月6日(金)
みのかも文化の森
（美濃加茂市蜂屋）

林業工学科３年生課題研究
広葉樹の生長量調査と下刈り作業
（実施主体：加茂農林高等学校）

里山管理の一環として植樹した広葉樹の
下刈り作業の実施。背丈より高い雑草木
もあり、作業は大変だったが生徒はよく
頑張っていた。ヒメグルミの苗13株も植栽
した。
生物調査では、シマゲンゴロウ、ドジョ
ウ、タイコウチタガメ等を発見した。自然
豊かで手が入って良い里山になってき
た。

7
加茂農林高等学校林業工学科
(0574-26-1238)

中
濃 63

7月6日(金)
蜂屋調整池
（美濃加茂市蜂屋）

林業工学科３年生課題研究
浮島植物の観察と収穫
（実施主体：加茂農林高等学校）

水質浄化のために試験栽培している浮
島植物は非常に良く成長しており驚い
た。時間がなく収穫は後日に行うこととし
た。
浮島説明看板はようやく完成したところで
８／２７に設置する予定。

7
加茂農林高等学校林業工学科
(0574-26-1238)

中
濃 64

7月8日(日)
長良川鉄道沿線
（関駅～美濃白鳥駅間）

長鉄サイクリング列車
（主催：長良川鉄道株式会社）

盛夏を迎えた山々や清流を眺めながら
走るサイクリングは気分爽快！
日常の疲れも吹き飛ぶような最高のロ
ケーションは大好評でした。

20
長良川鉄道株式会社
0575-23-3921

中
濃

65

7月7日(木)
～7月8日(金)

森林文化アカデミー
（美濃市曽代）

生涯学習講座「木のスプーンづくり」
（主催：森林文化アカデミー）

材料となる「木の話」から「道具の正しい
使い方」や「道具の研ぎ」など基本を学
び、板の状態から参加者がデザインした
スプーンの製作を体験。
今年度の開催はこの１回のみ。来年度の
開催は未定。

14
岐阜県立森林文化アカデミー
(0575-35-2525)

中
濃 66 7月9日(月)

大洞川
（美濃加茂市伊深町）

カワゲラウォッチング
(主催：美濃加茂市立伊深小学校
協力機関：美濃加茂市）

オヤニラミの稚魚を７匹捕獲した。
ホトケドジョウを１匹捕獲した。
次年度も実施をしていきたい。

10
美濃加茂市役所環境課　環境担当
(0574-25-2111　内線304）

中
濃

67

7月10日(火)
(予備日7月11
日(水)

山之上農業用排水路
（美濃加茂市山之上）

掲
載
票

ぎふ田んぼの学校
(主催：岐阜県可茂農林事務所)

生きもの調査後の児童の感想では、「川
をよごさないようにする」、「自慢できる川
にしたい」などの意見もあり、調査を通し
て農村資源、農村環境への理解が深め
られたと思う。

30

岐阜県可茂農林事務所
農地整備課計画調整担当
（0574-25-3111　内線415)

中
濃 68 7月11日(水)

川浦川
（美濃加茂市三和町）

カワゲラウォッチング
（主催：美濃加茂市立三和小学校
協力機関：美濃加茂市）

カワニナの数が非常に尐なかった。
アジメドジョウの稚魚が確認できた。
次年度も実施をしていきたい。

13
美濃加茂市役所環境課　環境担当
(0574-25-2111　内線304）

http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0054.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0054.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0054.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0046.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0046.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0046.html


地 実施日 実施場所 協力事業 事業名 実施内容 参加者数
域 (期間) リンク （主催者等）

問い合わせ先

中
濃

69

7月12日(木)
関市立上之保中学校 森・川・海の環境学習コーディネーター派遣

事業
（主催：岐阜県環境生活政策課）

森川海のつながりを学習するほか、パッ
クテストによる水質調査を実施したこと
で、身近な津保川への興味が喚起され
た。今後は、津保川での水生生物調査の
実施を検討していく。

9

岐阜県環境生活政策課政策企画
係

（058-272-1111　内線2385）

中
濃 70

7月14日(土)
～15日(日)

高平延年の森
（郡上市白鳥町）

掲
載
票

上・下流交流の集い in 高平延年の森
（主催：岐阜森林愛護隊）

作業前オリエンテーション、準備体操
白鳥活動拠点（ロッジ）周辺の下草刈り
（約3ｈ完了）
刈り払い機・チェンソー・枝打ち鎌等々の
保守点検
ロッジ前駐車場の整備と草刈り作業

61
岐阜森林愛護隊
(yoshito@ma.ctk.ne.jp)

中
濃 71 7月14日(土)

関市立富岡小学校付近
（関市市平賀）

緑と水の子ども会議
（主催：関市立富岡小学校）

絶滅危惧種のウシモツゴを大切に守って
いかなければいけないことを学べた。 84

岐阜県中濃農林事務所
林業課 林務第二係
（0575-33-4011　内線230）

中
濃 72

7月(平日2日)
神渕川
（七宗町）

緑と水の子ども会議
（主催：上麻生小学校・可茂農林事務所）

・自分たちが住む地域の自然環境につい
て知ることができた。
・さらに調べたいという探求心を醸成する
ことができた。
・7月12日開催予定だったカワゲラウォッ
チングは雨天により9月に延期した。

4年生13人
岐阜県可茂農林事務所　　林業課
（0574-25-3111　　内425）

中
濃 73

7月15日(日)
岐阜県博物館
岐阜県百年公園
（関市小屋名）

家族で夏の里山ウォッチング
（主催：岐阜県博物館）

カマキリ、ナナフシ、タマムシなど、親子
で珍しい生き物を観察した。

25

岐阜県博物館　自然係
（0575-28-3111）

中
濃

74

【変更】
6月29日(金)に
変更

石川
（八百津町）

緑と水の子ども会議
（主催：和知小学校・可茂農林事務所）

・生き物と水質の関係を知ることができ
た。
・生き物の住む環境に関連づけて自分た
ちの生活について話し合い、関心を高め
ることができた。

4年生34人
岐阜県可茂農林事務所　　林業課
（0574-25-3111　　内425）

中
濃 75

7月18日(水)
岐阜県博物館
岐阜県百年公園
（関市小屋名）

里山ウォッチング
（主催：県、岐阜県博物館）

モニタリング１０００里地調査と園内散策
に分かれて活動した、園内散策では、ヒ
メタイコウチやシンジュサンの幼虫を観察
した。

18

岐阜県博物館　自然係
（0575-28-3111）

中
濃 76

7月19日(木)
郡上市八幡町
　小駄良川

魚道点検業務 　郡上管内は県内でも魚道数が多いこと
もあり、管内の関係者（漁協）の他に、県
内の土木事務所職員等も集まり、
魚道点検の実施方法を研修的に現地で
行った。
　今後も、管内の関係者とともに魚道点
検を継続的に実施していく予定。

40
郡上土木事務所
河川砂防第1係
（0575-67-1111　内線：344）

http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0062.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0062.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0062.html


地 実施日 実施場所 協力事業 事業名 実施内容 参加者数
域 (期間) リンク （主催者等）

問い合わせ先

中
濃

77

【延期】
7月中旬
→8月29日に

郡上市大和町島場皿地内
農の業用排水路、長良川

農地・水・農村環境保全向上活動支援事業
（主催：島用水系農地・水・環境を守る会）

８月２９日に生き物調査を実施することと
なったことから清流月間期間は未実施。
来年度以降も継続実施の予定。

岐阜県郡上農林事務所
農地整備課計画調整担当
(0575-67-1111　内線218)

中
濃 78

7月20日(金)
岐阜県中濃総合庁舎
（美濃市生櫛）

岐阜県森林研究所研究・成果発表会
（主催：岐阜県森林研究所）

例年より多くの参加者があり、発表内容
について活発な質疑応答と意見交換が
行われた。これからの調査研究に、これ
らの意見や指摘を活かしていく。

220
岐阜県森林研究所 森林資源部
（0575-33-2585）

中
濃 79

7月21日(土)
郡上市白鳥町六ノ里地内
棚田

六ノ里・棚田にじいろプロジェクト
虫おくりカンテラ ライトアップ」
(主催：六ノ里棚田プロジェクト）

田んぼに画かれた絵を、約１５０本のカン
テラでライトアップしました。
カンテラのやさしい灯りが、夜のイラスト
田んぼを照らし、土俵入りのミナモとアマ
ゴが浮かび上がりました。

－
ペンション・リトルパイン
(0575-84-1774)

中
濃 80

7月21日(土)
可児市総合会館及び可児
川
（可児市広見） 掲

載
票

カワゲラウオッチング
（主催：可児市めだかの楽校、可児市）

小雨が降る中で実施しました。透視度計
の検査では、濁りが尐ない事を実感して
おり、水生生物観測は、親子で雨合羽を
身に着け様々な種類の生物を捕まえら
れ、楽しそうな様子が感じられました。来
年度も継続の予定。

40
可児市環境課環境政策係
（0574-62-1111　内線　3402）

中
濃 81

7月22日(日)
郡上市白鳥町
奥美濃大橋～赤瀬橋（河
川敷と堤防）

長良川クリーン作戦
（主催：白鳥地区公民館・白鳥自治会・向子
駄良自治会、協賛：ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ）

ふるさとの川を参加者全員が力を合わ
せ、草刈りやゴミ拾いを行った。今後の
予定は未定。 120

郡上市教育委員会
（電話：0575-67-1128）
白鳥地域教育課
（電話:0575-82-6000）

中
濃 82

7月28日(土)
岐阜県博物館
岐阜県百年公園
（関市小屋名）

家族でナイトウォッチング 館内では、特別展の展示解説や化石ク
リーニングを行った。野外観察では、樹
液に集まる昆虫の観察や天体観測を
行った。

76
岐阜県博物館
自然係・教育普及係
(0575-28-3111)

中
濃 83

7月29日(日)
川辺町B&G
海洋センター艇庫

掲
載
票

第25回マリンスポーツフェスティバルinかわ
べ
（主催・共催：川辺町スポーツ推進委員・体
育委員協議会、川辺町教育委員会、川辺ス
ポーツクラブ、かわべボート協会）

カヌーやバナナボートなどのマリンス
ポーツや4人漕ぎのボート体験、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
むことができた。来年以降も引き続き開
催をしていきたい。

68
川辺町B&G海洋センター内　川辺
町教育委員会スポーツＧ
0574-53-2911

中
濃 84

7月29日(日)
※22日(日)には
下呂市で開催

白川
(東白川村神土)

2012ぎふ清流あゆレディーストーナメント
（主催: 岐阜県漁業協同組合連合会）

本大会を実施することにより女性の釣人
を掘り起すことができました。また、華や
かでハイレベルな大会となりました。
　次年度以降も引き続き実施したいと考
えています。

16
岐阜県漁業協同組合連合会
(058-272-3931)

中
濃

85
7月29日(日)

板取川
（美濃市蕨生） 掲

載
票

アユ釣り教室
（主催：長良川中央漁業協働組合）

参加した子供たちはアユの生態や友釣り
技術について真剣に学んでいました。
次年度も、同じように活動を続けたいと考
えています。

55
長良川中央漁業協働組合
（0575-33-1203）

http://www.musublog.jp/blog/rokunori/
http://www.musublog.jp/blog/rokunori/
http://www.musublog.jp/blog/rokunori/
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0045.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0045.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0045.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0048.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0048.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0048.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0040.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0040.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0040.html


地 実施日 実施場所 協力事業 事業名 実施内容 参加者数
域 (期間) リンク （主催者等）

問い合わせ先

東
濃

86
7月1日(日)
～7月31日(火)

東濃振興局管内一円
（多治見市、瑞浪市、土岐
市）

河川白濁防止パトロール
（主催：岐阜県東濃振興局環境課）

河川監視：延べ7日
事業所重点立入：１７施設

－

岐阜県東濃振興局環境課環境保
全担当
（0572-23-1111　 内線217）

東
濃 87

7月1日(日)
道の駅「賤母」
（中津川市山口）

賤母の森　川と緑の公園づくり
（主催:関西電力労働組合・中津川市職員組
合・山口地区）

賤母の美しい景観を創造する取組みは、
今年で４回目を迎え、下刈作業やごみ拾
いを行いました。
いこいの公園づくりに向けて、今年も計４
回の整備作業を行います。

120
中津川市山口総合事務所
0573‐75‐2126

東
濃 88 7月3日(火)

瑞浪市内（日吉川） カワゲラウオッチング
（主催:瑞浪市立日吉小学校）

カワゲラｳｫｯﾁングを通して、日吉川の水
質状況を確認し、水質の保全及び浄化
の重要性を認識することができた。

10
瑞浪市経済環境部環境課
0572-68-2111

東
濃 89

7月4日(水)
瑞浪市立瑞浪小学校
（瑞浪市北小田町）

河川体験学習
（主催：瑞浪市立瑞浪小学校
協力機関：土岐川観察館、多治見土木事務
所）

川幅が狭い所があり、子供たちが怪我を
しないように気を配った。子供たちは川で
の注意事頄や魚の捕まえ方等、真剣な
表情で聞いていた。楽しみながら学ぶこ
とができ、良い機会だったと思う。

157

岐阜県多治見土木事務所河川砂
防課
（0572-23-1111　内線318)

東
濃 90

7月6日(金)
瑞浪市内（土岐川） カワゲラウオッチング

（主催：瑞浪市立釜戸小学校）
カワゲラｳｫｯﾁングを通して、土岐川の水
質状況を確認し、水質の保全及び浄化
の重要性を認識することができた。また、
カワゲラｳｫｯﾁング当日には、地域の住
民も参加し、地域住民との交流ができ
た。

35人
(小学生28
人､地域住

民7人)

瑞浪市経済環境部環境課
0572-68-2111

東
濃

91

7月10日(火)
※当初予定7月
3日

瑞浪市立日吉小学校
（瑞浪市日吉町）

河川体験学習
（主催：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）

【雨天のため日程変更】
自分たちの身近な川について、子供たち
はどんな魚がすんでいるのか、川はきれ
いかどうか等、楽しみながら学んでいた。
また川に遊びに来たいと言う声もあり、川
について興味を持ってもらえたと思う。

10

岐阜県多治見土木事務所河川砂
防課
（0572-23-1111　内線318)

東
濃 92

7月11日(金)
※当初予定7月
6日

瑞浪市立釜戸小学校
（瑞浪市釜戸町）

河川体験学習
（主催：瑞浪市立釜戸小学校
協力機関：土岐川観察館、多治見土木事務
所）

【雨天のため日程変更】
河川工事は自然を壊す行為であるが、な
ぜする必要があるかを説明した。子供達
は真剣な表情で聞いており、理解をしてく
れたように思う。川では楽しそうにしてい
る様子が印象的だった。

30

岐阜県多治見土木事務所河川砂
防課
（0572-23-1111　内線318)

東
濃

93

7月14日(土)
四ッ目川
（中津川市） 掲

載
票

アマゴ及びアユ釣り教室
（主催: 恵那漁業協同組合）

子供達が魚に興味を持っていることを改
めて感じることができる教室となりまし
た。
今後も、川や魚に興味を持ってもらえる
ように活動を続けたいと考えています。
※ 8月４日(土)にも実施し、20名参加。

31
恵那漁業協同組合
(0573)-65-5118

http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0041.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0041.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0041.html


地 実施日 実施場所 協力事業 事業名 実施内容 参加者数
域 (期間) リンク （主催者等）

問い合わせ先

東
濃

94

7月22日(日)
さざなみ親水公園
（中津川市阿木）

第20回親子さかなつかみ大会
（主催：阿木レイクサイド振興会）

今年も市内をはじめ、中京圏からたくさん
の親子づれが夏の恒例行事を楽しみに
参加いただきました。自然の中で子供も
大人も魚を追いかけ、楽しい思い出がで
きました。

1,400
中津川市阿木事務所
（0573-63-2001）

東
濃 95

7月22日(日)
中津川市加子母・乙女渓
谷

清流の国ぎふ親子「森・川・海」体験ツアー
加子母ひのきでマイ箸作り、川遊びとマス
つかみ体験
（主催：岐阜県
催行：名鉄観光サービス株式会社　岐阜支
店）

東濃ヒノキ材を使ったマイ箸作りで、親子
のみなさんに木のぬくもりを体感していた
だきました。
昼食には、乙女渓谷のマスつかみ場で
参加者が捕まえたマスと、地元特産の朴
葉寿司を堪能しました。

19
清流の国ぎふづくり推進課
清流の国づくり県民運動係
（058-272-1111　内2697）

東
濃 96

7月23日(月)
～24日(火)

学校演習林
（恵那市）

森林管理を学ぼう
（主催：県立恵那農業高校）

学校演習林内において森林管理の１つ
である、下刈りを体験し器具の使用方法
並びに安全確保の学習を行った。今後も
森林に関して学習を行うため、継続して
森林関連の学習を行っていきたい。

40
恵那農林事務所
林業課林務第二係
0573－26－1111   内304

東
濃 97 7月24日(火)

多治見市産業文化セン
ター市民プラザ前の土岐
川河川敷

りばーぴあ２０１２「うながっぱ土岐川あそ
び」
(主催： りばーぴあ庄内川実行委員会)

天候に恵まれ、家族連れなど多くの参加
者があった。来年度も開催する予定。 1,830

多治見市道路河川課
( 0572-22-1111 内線1367)

東
濃 98

【延期】
※当初予定7月
24日(火)

中津川市 森の学校はっぱっぱ「タイヤ下り」
（主催：NPO恵那山みどりの会）

開催延期

-
ＮＰＯ恵那山みどりの会
0573‐65‐1366

東
濃

99

7月26日(木)
ガスエネルギー館
（愛知県東海市）

掲
載
票

移動環境学習教室
(主催：土岐市　後援：東邦ガス㈱)

映像ホールにて、地球温暖化についてわ
かり易く学習したあと、「メタンハイドレー
ド」の燃焼実験や、体験型の展示アイテ
ムを使って、子供も大人も楽しく学ぶこと
ができた。参加者アンケートでは、「普段
の生活に関わる内容でよかった」など大
変好評であったため、夏休みを利用した
このような企画は来年も行いたい。

45人
親子18組
（大人18人
子供27人）

土岐市役所環境課
環境政策係
0572-54-1111
内線　253・254

東
濃 100

7月29日(日)
恵那市串原・奥矢作レクリ
エーションセンター

清流の国ぎふ親子「森・川・海」体験ツアー
恵那奥矢作の森で森の学習・間伐
体験、そば打ち体験
（主催：岐阜県
催行：名鉄観光サービス株式会社　岐阜支
店）

矢作ダム内部の特別見学や、「緑のダ
ム」と呼ばれる森林について間伐作業な
どをとおした学習をしました。
昼食には、地元中津川産のそばを使い、
参加者の皆さんが粉からのそば打ちを体
験して、茹でたそばを味わっていただきま
した。

35
清流の国ぎふづくり推進課
清流の国づくり県民運動係
（058-272-1111　内2697）

東
濃

101

7月30日(火)
～8月2日(木)

中津川
（中津川市かやの木町）

森の学校はっぱっぱ「川遊び」
（NPO恵那山みどりの会）

子どもたちが川遊びを通じて、自然の恵
みや自然の中で遊ぶ楽しさを体感しまし
た。

111
ＮＰＯ恵那山みどりの会
0573‐65‐1366

http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0018.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0018.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0018.html


地 実施日 実施場所 協力事業 事業名 実施内容 参加者数
域 (期間) リンク （主催者等）

問い合わせ先

東
濃 102

【中止】
※当初予定7月
下旬

前川
（中津川市）

前川の水質を調べよう
（主催：中津川市立西小学校）

天候不良のため中止
恵那農林事務所
林業課林務第二係
0573－26－1111   内304

飛
騨 103

7月～
8月末まで

馬瀬川・フィッシングセン
ター水辺の館
（下呂市馬瀬西村）

鮎釣り体験講座　プライベートレッスン
（主催：フィッシングセンター　水辺の館）

NPOの自主事業として、鮎釣り普及のた
めに行っている。降雨と増水のため、参
加者が尐ない7月となりました。収益が取
れる料金体系にしているので今後も開催
が継続できる。将来は各種の釣りをガイ
ド形式で行っていきたい。

4
ＮＰＯ法人馬瀬川プロデュース
（0576-47-2841）

飛
騨 104

7月
(6月～10月初
めまで)

馬瀬川・フィッシングセン
ター水辺の館
（下呂市馬瀬西村）

沢のぼり
（主催：フィッシングセンター　水辺の館）

夏休み期間は涼を求めて参加者が多く
なるが、7月は梅雨時期であることもあり
それほど多くなかった。水とアクティブに
触れ合える体験として来年以降も継続し
ていく。また今後、下呂市内の中学生を
対象に、安全教育として夏休み前の川流
れ体験実施を計画している。

25
ＮＰＯ法人馬瀬川プロデュース
（0576-47-2841）

飛
騨

105

7月22日(日)
下呂市小坂町 小坂の滝めぐりツアー

（主催：NPO法人飛騨小坂200滝）
7/1,7/8,7/14は、雨天のため中止としま
した。
7/22は、今年新設した｢あまつばの滝
コース｣で、滝の裏を通過できることと
500mにも及ぶ滑床を歩けるコースです。
初めてのガイドでしたが、皆さん自然が
すばらしかったなどとたいへん喜んでい
ました。

12
NPO法人飛騨小坂200滝
(0576-62-2215)

飛
騨

106

7月1日(日)
種蔵棚田
（飛騨市古川町）

棚田保全作業
（主催：種蔵を守り育む会）

種蔵を守り育む会が行っている棚田保全
作業に飛騨農林事務所が協力し、共同
で棚田の草刈を実施した。
当日はあいにくの雨であったが、約５時
間にわたり作業を行い、棚田保全の大変
さや棚田が持つ多くの役割について改め
て認識することができた。

21
飛騨農林事務所
農地整備課 計画調整係
（0577-33-1111 内線341）

飛
騨

107

7月4日(水)
位山
（下呂市萩原町山之口）

緑と水の子ども会議
（主催：下呂市立尾崎小学校）

対象：尾崎小学校６年生
下呂市萩原町山之口～高山市一之宮町
の位山官道を踏破した。官道を歩き森林
の様子や周辺の動植物に学び、また位
山や地域の伝承や歴史についても学ぶ
ことができた。

22
岐阜県下呂農林事務所
林業課林務係
(0576-52-3111　内線219)

http://www.mazegawa.com/mizube/fishing.htm
http://www.mazegawa.com/mizube/fishing.htm
http://www.mazegawa.com/mizube/shower.htm
http://www.mazegawa.com/mizube/shower.htm
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域 (期間) リンク （主催者等）
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飛
騨

108

7月4日(水)
7月14日(土)

がんだて公園
（下呂市小坂町落合）

小坂の植物博士と行く、「根尾の滝」植物観
察ツアー
（主催：岐阜県
　実施：ぬちぐすいワンズ）

県内外から自然や植物に興味がある
方々が集まり、良い交流の場となった。
講師の吉川氏からは植物の専門的な解
説があり、参加者の方々からはとても勉
強になったという声が聞かれた。季節が
変わると花が変わるので今回と違う時期
にも開催したい。

各9人
ぬちぐすいワンズ
（052-243-2606）

飛
騨 109

7月5日(木)
輪川
（下呂市夏焼）

水生生物調査
（主催：下呂市立上原小学校）

下呂市内の河川を水生生物調査やパッ
クテストなどを通じて、河川の汚れ具合な
どの調査を行った。
（市立上原小学校４年生）

8
下呂市環境部環境課
　（0576-26-5011）

飛
騨 110

7月5日(木)
～6日(金)

御岳山
（下呂市小坂町）

緑と水の子ども会議
（主催：下呂市立竹原小学校）

対象：竹原小学校５年生
御岳原生林遊歩道などで自然観察を行
い、自然の素晴らしさを体感した。 35

岐阜県下呂農林事務所
林業課林務担当
（0576-52-3111　内線219）

飛
騨 111 7月5日(木)

川上岳
（下呂市萩原町）

緑と水の子ども会議
（主催：下呂市立尾崎小学校）

対象：尾崎小学校５年生
川上岳登山を通じ、自然観察を行い、森
林や植物について学んだ。

17

岐阜県下呂農林事務所
林業課林務担当
（0576-52-3111　内線219）

飛
騨 112

7月5日(木)
宮川河川敷 川を題材とした総合的な学習の時間活動

（主催：高山市立北小学校
協力機関：飛騨振興局・高山土木事務所・
高山市役所）

北小学校４年生を対象に、河川環境等に
関しての出前授業を実施した。
水生生物の観察会では、苔川がきれい
な川であることを確認してもらえたと思
う。また、併せて行った土砂災害等の学
習会では、土砂災害等に関心を持っても
らい、豪雨時の心構えや、増水した川へ
は近付かないなどの河川利用上の注意
点なども理解してもらえたと思う。

85

岐阜県高山土木事務所河川砂防
課
(0577-33-1111　内線382)

飛
騨 113

7月7日(土)
池ヶ原湿原
（飛騨市宮川町）

池ヶ原湿原ヨシ刈りボランティア
（主催等：奥飛騨数河流葉県立自然公園促
進協議会など）

今回で２回目の実施。主催は奥飛騨数
河流葉県立自然公園促進協議会。ヨシ
の繁殖を防ぐため刈払を行う。貴重な自
然（湿原）を守る為、今後もボランティアを
たくさん募れるよう、協力体制を作りなが
ら実施していきたい。

51
飛騨市観光課
（0577-73-2111　内2173）

飛
騨

114

7月8日(日)
高山市清見町夏厩

掲
載
票

飛越源流の森づくり2012
（主催：NPO法人ドングリの会
協力：とやまの森づくりサポートセンター、富
山県漁業協同組合連合会、森林たくみ塾）

天候にも恵まれ、参加者の皆さんと森を
一日楽しみました。
富山側から９２名、岐阜側から９２名、総
勢１８４名の参加で、森づくりを楽しみまし
た。
午前は森の手入れの作業。広葉樹二次
林のササ刈りを行いました。
午後からは、巨木に逢うツアーや源流の
一滴をたどるツアー、森のお木楽工房な
どの森を楽しむプログラムを行いました。
http://dongurinokai.weblogs.jp/

184
ＮＰＯドングリの会「飛越源流の森
づくり」事務局
（0577-68-2468）

http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0044.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0044.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0044.html


地 実施日 実施場所 協力事業 事業名 実施内容 参加者数
域 (期間) リンク （主催者等）

問い合わせ先

飛
騨

115
7月9日(月)

馬瀬川
(下呂市馬瀬)

水生生物調査
（主催：下呂市立菅田小学校）

下呂市内の河川を水生生物調査やパッ
クテストなどを通じて、河川の汚れ具合な
どの調査を行った。
（市立菅田小学校６年生）

6
下呂市環境部環境課
　（0576-26-5011）

飛
騨 116

7月10日(火)
桜谷
（下呂市萩原）

水生生物調査
（主催：下呂市立萩原小学校）

下呂市内の河川を水生生物調査やパッ
クテストなどを通じて、河川の汚れ具合な
どの調査を行った。
（市立萩原小学校５年生）

31
下呂市環境部環境課
（0576-26-5011）

飛
騨 117

7月10日(火)
荒城川
（飛騨市古川町）

カワゲラウォッチング
（主催：飛騨市立古川小学校）

古川小学校４年生が、水生生物を採取
し、その種類と数から身近な川のきれい
さを調査しました。
荒城川の古川小学校前で実施し、水質
階級Ⅰと判定しました。

111
飛騨市環境課
（0577-73-2111　内4571）

飛
騨 118

7月17日(火)
高原川
（飛騨市神岡町）

カワゲラウォッチング
（主催：飛騨市立神岡小学校）

神岡小学校４年生が、水生生物を採取
し、その種類と数から身近な川のきれい
さを調査しました。
高原川の西里橋下流で実施し、水質階
級Ⅰと判定しました。

52
飛騨市環境課
（0577-73-2111　内4571）

飛
騨 119

7月11日(水)
小白木峰
（飛騨市宮川）

「北ひだの森」フラワーロード・トレッキング
（小白木峰）
（主催：飛騨市観光協会）

梅雨時期であったが、天候は概ね良好で
ニッコウキスゲが咲く時期と重なり、お客
様には満足頂いた。秋には同じ稜線上に
ある白木峰へ抜けるプランを企画した
い。

9
飛騨市観光協会　ブラッシュアップ
事業部
（0577-65-3025)

飛
騨

120

7月13日(金)
位山
（下呂市萩原町）

緑と水の子ども会議
（主催：下呂市立尾崎小学校）

対象：尾崎小学校４年生
山之口川源流体験を実施した。山から流
れてくる水が浄水場を通って飲料水にな
ることを学び、自然観察をしながら水源
地まで歩いた。

17

岐阜県下呂農林事務所
林業課林務担当
（0576-52-3111　内線219）

飛
騨 121

7月13日(金)
下呂市萩原町羽根地内 ぎふ水土里の探検隊

(主催：岐阜県下呂農林事務所)
対象：萩原小学校5年生
羽根用水路の役割や歴史などの調査を
行い、農業用水や農村の多面的機能に
ついて学んだ。

79
岐阜県下呂農林事務所農地整備
課計画調整係(0576-52-3111　内
線210)

飛
騨 122

7月14日(土)
～15日(日)

飛騨市古川町、飛騨市宮
川町種蔵

秘境集落の美食と、古民家お泊まりツアー
（主催：株式会社 美ら地球）

天気にも恵まれ、仲良しグループであっ
たこともあり、終始賑やかなお泊りツアー
となりました。
こちらの種蔵お泊りツアーは、定期的に
開催予定
(9月1-2日、9月22-23日)

3
株式会社 美ら地球
（0577-73-5715）



地 実施日 実施場所 協力事業 事業名 実施内容 参加者数
域 (期間) リンク （主催者等）

問い合わせ先

飛
騨

123

7月14日(土)
～15日(日)

乗鞍岳畳平、飛騨・世界
生活文化センター
（高山市）

清流の国ぎふ親子「森・川・海」体験ツアー
乗鞍畳平環境ウォーキングと川遊び・朴葉
寿司づくり体験
（主催：岐阜県
催行：名鉄観光サービス株式会社　岐阜支
店）

県内外から参加した親子が、地元ガイド
の案内の元、乗鞍岳畳平の美しいお花
畑散策や、外来種セイヨウタンポポの駆
除を行いました。
二日目には、地元の風土を活かした朴葉
寿司などを参加者が手作りし味わうな
ど、ツアーでは飛騨の自然を五感で体感
しました。

14
清流の国ぎふづくり推進課
清流の国づくり県民運動係
（058-272-1111　内2697）

飛
騨 124

7月14日(土)
乗鞍山頂畳平
(高山市丹生川町)

乗鞍環境ウォーキング
（主催・乗鞍環境ウォーキング実行委員会）

ゲストに高山市長、タレントの矢野きよ実
さんを迎え、山岳ガイドや講師による案
内、説明を受けながら、乗鞍畳平周辺の
高山植物などの自然を体感しながら外来
種のセイヨウタンポポの除去活動を行い
ました。

75
飛騨コンソーシアム
（0577-37-6111）

飛
騨 125

7月14日(土)
木地屋渓谷周辺
(高山市丹生川町)

清流サイクリングツアー
(主催：飛騨コンソーシアム）

乗鞍山麓の木地屋渓谷周辺において、
ガイドの案内で自転車による清流沿いの
散策を行いながら、自然観察などを行い
ました。

25
飛騨コンソーシアム
（0577-37-6111）

飛
騨 126 7月15日(日)～

29日(日)

飛騨・北アルプス自然文
化センター
（高山市奥飛騨温泉郷平
湯）

さわやかウォーキング
(主催：飛騨・北アルプス自然文化センター）

センター研究員と総庁の探勝路を散策
し、散策後にハーブティーを楽しみまし
た。

30
飛騨・北アルプス自然文化センター
(090-8679-3573)

飛
騨 127

7月15日(日)
飛騨・世界生活文化セン
ター
（高山市）

生涯学習講座「飛騨杉を使った箱イスづく
り」
（主催：森林文化アカデミー）

材料となる「木の話」、「道具の正しい使
い方」などの基本を学び、飛騨地方で採
られた飛騨杉をつかった箱型のイスの製
作を、親子で体験。
今年度の開催はこの１回のみ。来年度の
開催は未定。

18
岐阜県立森林文化アカデミー
(0575-35-2525)

飛
騨 128

7月15日(日)
飛騨・世界生活文化セン
ター
（高山市）

清流の国ぎふづくり県民大会
（主催：岐阜県清流の国ぎふづくり推進課）

「清流月間」のメインイベントとして、「清
流の国ぎふづくり」に関わる様々な活動
や取組などを広く発信し、環境保全意識
の醸成を図りました。
「ぎふ清流環境賞」の授賞式、受賞団体
の活動報告、「エコツアー」をテーマにし
たトークセッションのほか、NPO等団体の
活動紹介・子ども向けワークショップなど
を行う「清流の国づくりフェア」、飛騨・富
山物産展、カジカ等の試食・販売などを
行う「清流が繋ぐグルメフェア」などを行
いました。

1,000

岐阜県清流の国ぎふづくり推進課
県民運動係
(058-272-1111  内線2696)

飛
騨 129

7月18日(水)
竹原川
（下呂市竹原）

水生生物調査
（主催：下呂市立竹原小学校）

下呂市内の河川を水生生物調査やパッ
クテストなどを通じて、河川の汚れ具合な
どの調査を行った。
（市立竹原小学校５年生）

81
下呂市環境部環境課
（0576-26-5011）



地 実施日 実施場所 協力事業 事業名 実施内容 参加者数
域 (期間) リンク （主催者等）

問い合わせ先

飛
騨

130

7月21日(土)
22日(日)、28日
(土)、29日

飛騨市古川

掲
載
票

尐し早起きして朝だけの贅沢を。モーニング
ライド
（主催：株式会社 美ら地球）

朝霧の白と田んぼの緑の美しいコントラ
ストの中でサイクリング。早朝にも関わら
ず、農家さんや鮎釣り師の方々との出会
いが。飛騨の里山での貴重な出会いに、
お客様もとても喜んでおられました。
お盆の時期(8/11-19)にも開催

2
株式会社 美ら地球
（0577-73-5715）

飛
騨

131

7月21日(土)
22日(日)、28日
(土)、29日

飛騨市古川

掲
載
票

ブルーベリーのタルトと、湧き水珈琲を楽し
むサイクリングツアー
（主催：株式会社 美ら地球）

湧き水珈琲とブルーベリータルトが並ん
だ縁側には、お客様の笑顔が溢れてい
ました。尐し雨がパラつく中でしたが、飛
騨の里山をめぐるサイクリングも古民家
カフェも、どちらも満喫していただくことが
できました。

3
株式会社 美ら地球
（0577-73-5715）

飛
騨

132

【中止】
※当初予定7月
21日(土)

天生県立自然公園
（飛騨市河合・白川村）

インタープリターと歩く天生の森【夏】新緑の
ブナの原生林と夏の木平湿原
（主催：飛騨市観光協会）

催行中止
秋に再度企画予定 飛騨市観光協会　ブラッシュアップ

事業部
（0577-65-3025)

飛
騨 133

【中止】
※当初予定7月
21日(土)
8月5日(日)まで

天生県立自然公園
（飛騨市河合・白川村）

親子de歩き隊♪　生命力あふれる天生ト
レッキング♪ガイドが森の不思議をそっと教
えてくれる楽しい森歩き♪
〔主催：飛騨市観光協会）

催行中止
冬の雪遊び系を検討中 飛騨市観光協会　ブラッシュアップ

事業部
（0577-65-3025)

飛
騨 134

7月22日(日)
※7月29日(日)
には東白川村
で開催

馬瀬川
(下呂市馬瀬)

2012ぎふ清流あゆレディーストーナメント
（主催: 岐阜県漁業協同組合連合会）

本大会を実施することにより女性の釣人
を掘り起すことができました。また、華や
かでハイレベルな大会となりました。
　次年度以降も引き続き実施したいと考
えています。

22
岐阜県漁業協同組合連合会
(058-272-3931)

飛
騨 135

7月22日(日)
乗鞍山頂畳平
(高山市丹生川町)

現地観察会「乗鞍　高山植物観察会」 お花畑では、ハクサンイチゲなど雪田で
見られる湿性の植物を観察し、魔王岳周
辺で、コマクサなど風衝地で見られる乾
性の植物を観察した。

6

岐阜県博物館　自然係
（0575-28-3111）

飛
騨 136

7月24日(火)
下呂市野尻 ふるさと水と土指導員　生き物学習

（主催：野尻子供会育成会）
対象：野尻子供会
農業用施設や農業用水路取入口付近に
生息する魚類や昆虫などの捕獲と観察
を行い、作物に与える影響(害虫・益虫)を
学んだ。

54
岐阜県下呂農林事務所農地整備
課計画調整係(0576-52-3111　内
線210)

飛
騨 137

7月26日(木)～
29日(日)

飛騨・北アルプス自然文
化センター
（高山市奥飛騨温泉郷平
湯）

子ども科学教室第3回　樹木のにおいを科
学してみよう
(主催：飛騨・北アルプス自然文化センター）

平湯エリアでみられる樹木を調べ、どん
な香りがするかを楽しく実験しました。

7
飛騨・北アルプス自然文化センター
(090-8679-3573)

http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0066.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0066.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0066.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0066.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0066.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0066.html


地 実施日 実施場所 協力事業 事業名 実施内容 参加者数
域 (期間) リンク （主催者等）

問い合わせ先

飛
騨

138

7月26日(木)
高山市内の宮川（2ヶ所）、
苔川（2ヶ所）

カワゲラウォッチング
（主催：高山市）

多数の参加者があり、水生生物と水質の
関係や、真水の大切さなど体験を通じて
楽しく学習できたと感じました。また、来
年も参加する希望者が多く、継続して実
施する予定。

73
高山市水道環境部生活環境課
（0577-35-3138）

飛
騨 139

7月26日(木)
下呂市萩原町羽根 田んぼの周りの生き物調査

（主催：北児童館）
対象：下呂市萩原町の小学生
水田魚道付近の水路の調査、杉の下た
め池横用水路の生き物調査を行い、川
の生き物の見分け方を学んだ。

30
岐阜県下呂農林事務所農地整備
課計画調整係(0576-52-3111　内
線210)

飛
騨 140 7月28日(日)

飛騨・北アルプス自然文
化センター
（高山市奥飛騨温泉郷平
湯）

森のジオラマづくり
（主催：奥飛騨温泉郷・平湯を愛する会）

生物多様性・学びの森を散策し、自然の
素材を使用したジオラマをつくりました。 12

奥飛騨温泉郷・平湯を愛する会
(080-1621-8152)

県
内
広
域

141
7月1日(日)
～7月31日(火)

岐阜県内 清流月間公害発生特別監視
（主催：岐阜県環境管理課）

有害物質使用特定施設、貯蔵施設など
主要工場・事業場に対し重点的に監視を
行った。 119事業場

岐阜県環境管理課
水環境係
(058-272-1111　内線2834)

県
内
広
域

142
7月1日(日)
～7月31日(火)

木曽川中下流域、長良川
下流域及びその支川

水生生物保全環境基準の類型指定にかか
る基礎調査
（主催：岐阜県環境管理課）

水生生物保全に係る類型指定のため、
水生生物の生息状況について調査を実
施した。

11河川
22箇所

岐阜県環境管理課水環境担当
(058-272-1111  内線2834)

県
内
広
域

143
7月1日(日)
～7月31日(火)

県内小中学校・地域コミュ
ニティ
（県下全域）

平成24年度ＥＣＯ講座
（主催：岐阜県環境生活政策課）

環境保全に取り組むため、「ＥＣＯ講座～
岐阜県環境学習出前講座～」を実施。

－

岐阜県環境生活政策課政策企画
係
（058-272-1111　内線2385）

県
内
広
域

144
7月1日(日)
～7月31日(火)

岐阜県内および東京岐阜
県人会（東京都）ほか県外
各地

掲
載
票

森から生まれる環境価値普及促進事業
（主催：岐阜県
　受託先：ＪＴＢ中部・ウェイストボックス共同
企業体 株式会社JTB中部岐阜支店）

東京岐阜県人会をはじめ、岐阜県内外
の様々な企業・団体に対し、カーボン・オ
フセットにおける岐阜県産J-VERの活用
について積極的に提案を行った。

相談受付・
訪問
1８件

岐阜県清流の国ぎふづくり推進課
温暖化対策係
（058-272-1111　内2694）

県
内
広
域

145

7月1日(日)
～7月31日(火)

岐阜県内 「緑のカーテン」をきっかけに「エコ行動」を
つなげよう！
（主催：岐阜県地球温暖化防止活動推進セ
ンター）

学校、企業などの団体に加え、一般家庭
にも「緑のカーテン」をきっかけにした「エ
コ行動」のつながりは、着実に広まった。
来年度以降も、継続して実施していきた
い。

1000箇所
岐阜県地球温暖化防止活動推進セ
ンター
（058-247-3105）

県
内
広
域

146
7月7日

岐阜県内一円の取り組み
参加施設

七夕ライトダウン
(主唱：環境省）

環境省主唱のもと、岐阜県内でも多くの
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できた。

273施設
岐阜県清流の国ぎふづくり推進課
温暖化対策係
（058-272-1111　内2694）
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5月～
7月31日(火)ま
で

岐阜県、愛知県、三重県、
名古屋市の河川、海岸な
ど

掲
載
票

伊勢湾　森・川・海のクリーンアップ大作戦
（主催：三重県）

伊勢湾再生の一環として、伊勢湾流域圏
で連携した広域的な交流の促進と情報
の共有化を目指して、森・川・海のつなが
りを意識した清掃活動を実施。

集計中
三重県環境生活部大気・水環境課
(059-224-2382)

http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0035.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0035.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0035.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0043.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0043.html
http://www.pref.gifu.lg.jp/kankyo/seiryu-gifu/kyouryoku/kyo/sp0043.html
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県
外

148 7月20日(金)
金山総合駅
（名古屋市）

飛騨美濃ふれっしゅ直行便
（主催：岐阜県農産物流通課）

大都市圏の多数の方々に、岐阜県の農
産物をＰＲできた。
今年度は９月、１１月及び１２月に実施。

-

岐阜県農産物流通課地産地消担
当
（058-272-1111　内線2855）


