平成２３年度「清流月間」関連事業等実績
※詳細については、問い合わせ先へご確認願います。
実施予定日
No.
実施場所
（期 間）
平成23年
位山
６月30日（木） （下呂市萩原町）
７月１日（金）

事業名
（主催者等）
緑と水の子ども会議
（主催：下呂市立東第一小学校）

1

平成23年
７月１日（金）

大洞川
（美濃加茂市伊深町）

2

平成23年
7月1日（金）
3

岐阜県立郡上高等学校演習林 演習林実習を利用した植生調査の学習
（郡上市八幡町）
（実施主体：郡上高等学校森林科学科）

→７月５日(火)、
８日(金)
に変更
平成23年
７月１日（金）

高山市立南小学校
（高山市岡本町）

4

平成23年
７月２日（土）
5

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）

郡上大和ホタルの里公園
（郡上市大和町万場）

牧田川
（大垣市上石津町地内）

8

伊深小学校付近の大洞川で、４年生を対象とした水生生物調査を行った。
児童からは、地元のきれいな川を守っていこうと思ったなどの感想が聞か
れた。

1年生を対象に、学校の演習林がどんな山なのかを学んだ（オリエンテー
ション）。スギ・ヒノキの人工林観察や、樹種の同定をするテクニックを学ん
だ。
２年生を対象に、演習林内の天然性林内において、10ｍ四方の調査区を
つくり樹木の階層構造と、それぞれの樹種の同定をする実習を行った。
今後も毎年実施する予定。
南小学校4年生を対象に、河川環境に関しての出前授業を実施した。子ど
も達には、土砂災害について興味を持ってもらい、豪雨時の心構えや大雨
が降ったときは危険な場所に近づかないことなど分かってもらえたと思う。
また、カワゲラウォッチングでは水生生物を楽しんで捕まえたり、採取した
水生生物より苔川がきれいな川であることを確認でき、河川について興味
を持ってもらえたと思う。

郡上大和ホタルの里見学会
（主催：万場ホタルを守ろう会）

開催中止
（理由：郡上市へ訪れる県内外の観光客等を対象に郡上市大和町万場に
おける豊かで貴重な自然環境を紹介する一環としてホタルの見学会を実
施しそのガイド役として環境保全の大切さ、魅力を伝えるものだが、６月に
は５回（土日）実施したものの７月に入るとホタルの乱舞もピークを過ぎた
ため７月2日の見学会は中止となった）

環境まるごと探検隊
（主催：大垣市環境市民会議）

6

7

東第一小学校の４年生を対象に、位山の自然散策を通して、山や森林の
働きや山之口川の水生生物について学んだ。
人工林での体験で、自分で樹の皮を剥ぎ、それを材衣料にして家族への
プレゼントを工作することで、自然をうまく生活に取り入れ、無駄にしない
知恵を体験することができた。また、川のパックテストを体験したことで、き
れいなピンクに変化した水を実際に見て、子どもたちは山之口の川の美し
さを実感することができた。

河川における体験学習
（主催：高山市立南小学校
協力機関：岐阜県高山土木事務所）

→開催中止

平成23年
７月２日（土）

実施結果

平成23年
７月３日（日）
17日（日）

各務原市内の河川等

平成23年
７月３日（日）

木曽川・長良川堤外スポーツ施 スポーツ施設利用者団体一斉清掃
設内（羽島市内）
(主催：羽島市スポーツ振興課)

市民清掃の日
（主催：各務原市民憲章推進協議会）

親子で魚や水生昆虫等を捕獲し、牧田川の水質や環境について学び、き
れいな水を下流にとどけることの大切さに気付いた。親子で共通の体験を
することは、子ども達だけでなく、大人にとっても大切な宝物である。

当日は、自治会等を中心に延べ３万人を超える市民が参加して市内一斉
清掃を行った。特に、境川、新境川、大安寺川、濃川、町田川等の市内河
川については、延べ約13千人が参加し、堤防の草刈り、ゴミ拾い等行っ
た。
木曽川堤外の正木運動場・下中運動場、長良川の多目的運動場・インラ
インスケート場などの施設及び周囲の清掃活動を行った。（ゴミ・回収量
は、燃えるゴミ３袋、ビン、缶等不燃ゴミ４袋）

参加者数

問い合わせ先

12

岐阜県下呂農林事務所
林業課林務担当
（0576-52-3111 内線220）

14

美濃加茂市役所環境課 環境担当
(0574-25-2111 内線304）

21

郡上高等学校森林科学科
(0575-65-3178)

66

岐阜県高山土木事務所河川砂防課
(0577-33-1111 内線382)

−

29

13432

120

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)

大垣市環境市民会議
（0584-82-1761）

各務原市ライフデザイン課
（058-383-1210）

羽島市スポーツ振興課
（058-393-4622）

No.

実施予定日
（期 間）
平成23年
７月３日（日）

実施場所
高山市清見町巣野俣地内

事業名
（主催者等）
町内一斉草刈作業
（主催：巣野俣環境保全協議会）

9

平成23年
７月３日（日）

卯の花街道沿い（高山市清見
町夏厩）

飛越源流の森づくり２０１１・夏

10

平成23年
７月３日（日）

関市立富岡小学校周辺水路
（関市市平賀）

夏の小川で魚採り
（主催：岐阜県博物館）

11

平成23年
７月３日（日）

卯の花街道沿い（高山市清見
町夏厩）

12

平成23年
関市内の中小河川一帯
７月３日（日）
13 ７月10日（日）

平成23年
７月４日（月）

飛鳥川
（揖斐川町谷汲神原）

平成23年
７月４日（月）

17

町内の道路・水路沿いの草刈作業を実施した。また、外来植物の「オオハ
ンゴソウ」駆除も行った。
小さな小川の小さな活動だけど、清流の一躍となればと思っています。

20

毎年春と秋に開催している飛越源流の森づくりも５年目を迎え、毎回大勢
の森づくりボランティアが集う行事で、今回も富山県側から約90名、岐阜県
側からも約70名の参加があった。
作業は、午前中に広葉樹二次林において繁茂した笹等の下草刈りを行
い、お昼には、富山県漁連のご厚意による山海汁を美味しくいただいた後
は、森の恵みのクラフトづくりなどで交流を深めた楽しいひとときとなった。
最後に、今後も、上下流域の人たちが連携して森づくりに取り組むことを誓
い合い閉会となった。
肥田瀬用水路でタモ網の使い方の説明し、魚などの生物を採集しました。
今回は、約20種類ほどの生き物を観察することができた。参加者の汗をか
きながらタモ網を手にする姿が印象的であった。スジシマドジョウ，アブラ
ボテ，カネヒラ（希少種）等を採集し、観察後放流した。

清流の国ぎふづくり体験講座
「宮川・荘川流域学習会」
（主催：岐阜県清流の国ぎふづくり推進
課）

同日、当地で開催された「飛越源流の森づくり」へ参加し、森林整備（枝打
ちや下草刈り等）を通じて、森の役割について学んだ。

河川清掃
（主催：関市自治会連合会）

実施日の３日・７日は、いずれも好天に恵まれて、両日で約2,000名の自治
会の皆さんが、早朝から河川のゴミ拾い、雑草刈り等に汗を流した。

昨年度の間伐実施地について、間伐効果の検証のため林床植生の固定
プロット調査を実施した。
草本類、シダ類の同定が難しく、岐阜県森林研究所の協力のアドバイスを
得ながら実施した。今後も毎年実施する予定。

岐阜県立大垣東高等学校
（大垣市美和町）

16

2000

岐阜県立郡上高等学校演習林 演習林実習を利用した間伐技術学習
（郡上市八幡町）
（実施主体：郡上高等学校森林科学科）

揖斐川町内の粕川
（揖斐川町小島）

160

11

飛鳥川において、魚類等水生生物の生息調査を地域の方々と一緒に実
施した。飛鳥川の魚道未設置箇所において、魚類の遡上行動が確認さ
れ、魚道設置の必要性が確認できた。
また、昨年度、魚道を設置した箇所において、魚類の遡上が確認できた。

16

平成23年
７月４日（月）

参加者数

飛鳥川魚類生息状況調査（自然共生ベ
ストリバー整備事業）
（主催：岐阜県揖斐土木事務所）

14

平成23年
７月４日（月）
７日（木）
15
14日（木）

実施結果

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・揖斐川町)

揖斐川町立小島小学校３年生が近所の粕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。

緑と水の子ども会議
（主催：岐阜県西濃農林事務所）

岐阜経済大学の森教授を講師に、１年生によるハリヨ池の生息個体数、
水質などの調査や除草など環境整備作業を体験するとともに、近隣住民
への広報活動を行った。

問い合わせ先
巣野俣環境保全協議会
（0577-68-2112）

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

岐阜県博物館
（0575-28-3111）

岐阜県清流の国ぎふづくり推進課
(058-272-1111 内線2697)

関市役所生活環境課
（0575-23-7702）

23

岐阜県揖斐土木事務所河川砂防課
(0585-23-1111 内線341)

5

郡上高等学校森林科学科
(0575-65-3178)

48

揖斐川町住民福祉部生活環境課
（0585-22-2111 内線222)

50

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

No.

実施予定日
実施場所
（期 間）
平成２３年
宮川
７月５日（火） （飛騨市古川町）
７月14日（木）

事業名
（主催者等）
河川における体験学習
（主催：飛騨市立古川西小学校
協力機関：岐阜県古川土木事務所）

18

平成23年
７月６日（水）
19

平成23年
７月６日（水）

郡上市立高鷲小学校及び学校 ぎふ田んぼの学校活動事業 高鷲地区
西側農業用排水路
（主催：岐阜県郡上農林事務所）
（郡上市高鷲町大鷲）

揖斐川
（揖斐川町清水）

20

平成23年
７月６日（水）
13日（水）

四ツ谷沼ビオトープ公園
（揖斐川町谷汲深坂）

深渡川
（美濃加茂市下米田）

22
平成23年
７月６日（水）

万尺川
（瑞浪市北小田町）

ぎふ田んぼの学校
（主催：岐阜県揖斐農林事務所）

24

本巣市立土貴野小学校
(本巣市七五三)

郡上市立高鷲小学校を対象に環境学習、生き物調査を実施し、児童は身
近な水路にさまざまな生き物がいることに驚くとともに、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た。

＜生き物調査（７月６日）＞
谷汲小学校３年生を対象に、小学校区内にある「四ッ谷沼ビオトープ公
園」において、田んぼの役割や働きについてパネルを使った説明により理
解を深めるとともに、カゴ網やタモ網による水生生物調査及びパックテスト
による簡易水質調査を実施した。調査の結果、四ッ谷沼は生き物の多様
性に富んでいることを確認した。
＜環境学習（７月13日）＞
谷汲小学校において、先日（６日）実施した「生き物調査」の調査結果や
「川が汚れてくると魚もいなくなるのか」など、調査をして思った疑問や四ッ
谷沼のことなど、児童が講師に次々と質問をして、身近な自然の豊かさに
ついて理解を深めた。

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：可茂土木事務所・美濃加茂
市）

下米田小学校付近の深渡川で４年生を対処とした水生生物調査を行っ
た。児童からは、きたない川でもいろいろな生物がいるのに驚いたなどの
感想が聞かれた。

川体験学習
（主催：瑞浪市立瑞浪小学校
協力機関：岐阜県多治見土木事務所）

瑞浪市立瑞浪小学校の５年生が学校のすぐ側を流れる万尺川に入り、水
生生物を捕まえたり、簡易水質調査を行って身近な川についての知識を
深めた。普段はあまり川に入ったことがないという児童もタモを片手に楽し
そうに魚やヤゴなどの水生生物を追いかけていた。川から上がった後は
小学校に移動し、カワムツやオイカワ、オニヤンマのヤゴなど捕まえた水
生生物についての説明を受け、身近な川に生息する生物について知識を
深めるとともに、アメリカザリガニやウシガエルなど外来生物についての取
り扱い方を学んだ。
また、簡易水質調査をしてわかったPHやCODの数値から、自分たちの普
段の生活から出る排水が川を汚しているという事実がわかり大変驚いて
いた。

23

平成23年
７月６日（水）

飛騨市立古川西小学校４年生を対象に、小学校裏の宮川河川敷で水質
調査（カワゲラウォッチング・パックテスト）を実施した。普段はあまり川に
入ったことがないという児童も楽しそうに水生生物を捕まえて、宮川に様々
な生物がいることに驚いている様子あった。後日、小学校にて結果のとり
まとめを行い、児童からは宮川の環境を守っていくことの大切さを学んだと
いう感想を得た。

カワゲラウオッチング
揖斐川町立清水小学校３年生が近所の揖斐川で水生生物調査を実施し、
(主催：揖斐川町立清水小学校
水質の保全や浄化の重要性について学んだ。
協力機関：岐阜県揖斐土木事務所・揖斐
川町)

21

平成23年
７月６日（水）

実施結果

田んぼの学校活動
（主催：岐阜農林事務所）

７月６日に本巣市土貴野小学校において田んぼの学校活動を行った。児
童達が、農業水路に入り、タモ網を使って、魚等の捕獲を行い、捕獲後
は、小学校の理科室に移動し、グループ毎に魚の種分けを行い、講師で
あるふるさと水と土指導員から、魚の名前や特徴、生息環境などの説明が
行われ、児童達は熱心に耳を傾けていた。
授業後、児童達から「こんなにもたくさんの種類のいきものがいて驚い
た」などの感想があった。

参加者数

問い合わせ先

55

岐阜県古川土木事務所河川砂防課
(0577-73-2911 内線2263)

28

35

40

59

163

46

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)

揖斐川町住民福祉部生活環境課
（0585-22-2111 内線222)

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433）

美濃加茂市役所環境課環境担当
(0574-25-2111 内線304）

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

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

実施予定日
実施場所
（期 間）
平成23年
美濃市立牧谷小学校
７月６日（水） （美濃市蕨生）
25 ７月12日（火）

No.

平成23年
７月７日（木）

山之上農業用排水路
（美濃加茂市山之上）

事業名
（主催者等）
緑と水の子ども会議
（主催：岐阜県中濃農林事務所）

馬瀬川
（下呂市馬瀬）

ぎふ田んぼの学校
(主催：岐阜県可茂農林事務所)

緑と水の子ども会議
（主催：下呂市立東第一小学校）

27 →変更11日
（月）

平成23年
７月７日（木）
28

輪川
（下呂市夏焼）

水生生物調査
（主催：下呂市立上原小学校）

→変更12日
（火）
平成23年
７月７日（木）

関市立板取小学校
（関市板取）

緑と水の子ども会議
（主催：関市立板取小学校）

29

平成23年
７月７日（木）

御嶽山
（高山市高根町）

緑と水の子ども会議
（主催：下呂市立竹原小学校）

30

平成23年
７月８日（金）
31

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）

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
実施した。児童からは、｢川をよごさず、きれいな川にしたい｣、｢ごみをすて
ると、生き物のすみかがなくなって、田んぼのお米とかがつくれなくなるか
らかも川をたいせつにしたい｣などの感想が聞かれました。
東第一小学校４年生を対象に、学校のそばを流れる馬瀬川で、カワゲラ
ウォッチングとパックテストによる水質調査を行い、実際に馬瀬川に住む
生物を調べることによって、川が汚れていないことを実感することができ
た。子どもたちは、川に入って生物を探したり、示された表に照らし合わせ
たりして、意欲的に活動することができ、自分たちの住む馬瀬川流域を一
層よい環境にしていこうという思いを持つことができたと思う。
上原小学校４、５年生を対象に、学校のそばを流れる輪川で、カワゲラ
ウォッチングとパックテストによる水質調査を行い、地域の河川環境ついて
学習した。児童からは、捕まえたカワゲラを調べたら、たいへんきれいな水
に棲む種類と分かり、輪川のきれいさが分かった。川にゴミをすてないよう
しようとの感想が聞かれた。
板取川の生き物を調べようをテーマに、川の専門家の方に話を聞き、そこ
に住む生物を調べ川の環境を学んだ。講師の話が、子どもたちの既成概
念を覆す内容があり、子どもたちの意欲が大きく高まった。また、交流の中
で、森が水をろ過し、きれいにできることが学習でき、大きな成果を上げる
ことができたと感じた。今後、子どもたちの意識や、学習内容を考慮して、
今後の学習の方向性を検討していけるようにしたい。
竹原小学校５年生を対象に、御岳原生林遊歩道での自然観察を行った。
これらの体験で、山之口の自然のすばらしさを感じることができたので、今
後の学習でこれらの自然を守ることの大切さについて広げていきたい。

林業工学科の３年生が、里山管理の一環として植樹した広葉樹の生長量
調査・下刈り作業を行った。当日は、ぎふチャンの取材もあり、暑い中、生
徒はよく頑張っていた。

馬瀬川
（下呂市馬瀬）

水生生物調査
（主催：下呂市立馬瀬小学校）

馬瀬小学校の全学年を対象に、学校のそばを流れる馬瀬川で、カワゲラ
ウォッチングとパックテストによる水質調査を行い、地域の河川環境ついて
学習した。

→変更13日
（水）
平成23年
７月８日（金）

33

。和紙を漉こうをテーマに、紙漉体験紙漉を通して美濃和紙のすばらしさ
やそれを支える人や歴史、自然の大切さ等を学んだ。

→７月12日（火）
へ変更
平成23年
７月８日（金）

32

みのかも文化の森
（美濃加茂市蜂屋）

揖斐川町立久瀬小学校
（揖斐川町西津汲）

参加者数

85

26

平成23年
７月７日（木）

実施結果

緑と水の子ども会議
（主催：揖斐川町立久瀬小学校）

33

12

11

問い合わせ先
岐阜県中濃農林事務所
林業課林務担当
（0575-33-4011 内線232）

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417)

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

下呂市環境部環境課
（0576-26-5011）

16

岐阜県中濃農林事務所
林業課林務担当
（0575-33-4011 内線232）

29

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

19

加茂農林高等学校林業工学科
(0574-26-1238)

11

下呂市環境部環境課
（0576-26-5011）

林業技術を知ろうをテーマに、久瀬小学校の４年生、５年生が、木登り体
験などを通じて林業の技術に触れ、林業についての知識を深めた。
14

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

実施予定日
事業名
実施場所
（期 間）
（主催者等）
平成23年
関市立倉知小学校付近の長良 緑と水の子ども会議
７月８日（金） 川
（主催：関市立倉知小学校）
７月15日（水）
（関市段下）及び倉知小学校
34

No.

実施結果

参加者数

開催延期
（理由：授業カリキュラムの進捗状況に対応させるため）
−

問い合わせ先
岐阜県中濃農林事務所
林業課林務担当
（0575-33-4011 内線232）

→ ９月に延期
平成23年
７月９日（土）

白川
（白川町地内）

アユ釣り教室
（主催：飛騨川漁業協働組合）

35

平成23年
７月９日（土）
36

平成23年
７月９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）

主催:中京テレビ放送24時間テレビチャリ 主催側の関係者やその家族の皆さん等が参加し、清流国体・清流大会の
ティー委員会、岐阜県、長良川流域環境 キャラクターであるミナモ体操で参加者全員が体をほぐした後、長良川河
ネットワーク協議会、ＮＰＯ法人法人長良 畔の清掃活動を行った。（回収ゴミ約400kg）
川環境レンジャー

関ヶ原エコミュージアム
（関ヶ原町関ケ原町大字玉）

ぎふ地球環境塾
(主催：ぎふ地球環境塾)

37

平成23年
７月９日（土）

高山市荒城農業体験交流館
（高山市国府町）

38

平成23年
７月９日（土）

徳山ダム上流 通称「コア山」
（揖斐郡揖斐川町開田地内）

39

馬瀬川
平成２３年
７月９日（土） （下呂市馬瀬西村）
７月10日（日）
40

→８月24日
（土）、
25日（日）へ変
更
平成23年
新山川橋〜川辺ダム（湖面及
７月10日（日） び湖岸道路周辺）

41

平成23年
郡上市和良町民センター
７月10日（日） (郡上市和良町)
42

中津川市立加子母中学校の全学年を対象にアユ釣り教室を開催し、釣り
技術の伝承や、川を利用する際のマナー、水環保全への意識の向上を
図った。

西濃地域の小学５・６年生とその保護者を対象に、「世界の水問題とつな
がる足もとの水環境｣をテーマに、世界の水道事情と森林と地下水の関係
等について学習し、貴重な水を守るために、何をしなければならないかに
ついて考えた。

田んぼの生き物調査
（主催：ＪＡひだ荒城農業小学校
岐阜県立飛騨高山高等学校
環境科学科）

清流荒城川の側にある水田において地域の小学生を対象に田んぼの生
き物調査と観察会を行い、水環境の豊かさと生物の多様について学習し
た。なお、飛騨高山高校環境科学科の生徒１０名が中心となり水環境学習
の一環として企画・運営を行った。

「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 )

前の日の雨が嘘のように晴れわたり、作業を行うには暑すぎるくらいの天
気であった。子どもから年配の方まて゜、徳山ダムを大型船でコア山に移
動した。コア山は日陰のない場所での作業のため、熱中症の心配があっ
たが、テントを張り休憩しながら、草刈り班と銃害防止カバー設置班、施肥
班に分かれて作業を行った。

馬瀬側フィッシングアカデミー 鮎友釣り
中級講座
（主催：ＮＰＯ法人馬瀬川プロデュース）

開催延期
（理由：降雨による増水のため中止した）

川辺ダム湖及び湖岸道路クリーンアップ 湖面及び湖岸道路周辺のごみ拾い、除草の他、川辺ダムに流れ着いた流
作戦
木等を回収した。（回収ゴミ ビン・缶・不燃物90kg、可燃物230kg、流木等
（主催：川辺町をきれいにしよう会）
２ｔ車２台分）

郡上市民講座｢日本一の鮎を育む水｣
（主催：郡上市教育委員会）

第１部は、「鮎談義」とし、和良鮎が日本一に輝いたときの喜びやブランド
化に向けての取り組みなどについて、和良漁協副組合長、陶芸家、地域
おこし協議会事務局長、鮎まつり委員の方たちに集まっていただき、それ
ぞれの立場から和良鮎に対する思いを語ってもらった。第２部は、名古屋
女子大学の駒田格知教授より「日本一の鮎を育む水」について、河川の自
然環境から講演していただいた。

100

飛騨川漁業協働組合
（0574-72-1029）

350

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）

60

110

63

NPO法人ピープルズコミュニティー
（0584-69-5303）

岐阜県立飛騨高山高等学校環境科
学科
（0577-33-1060）

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

−

ＮＰＯ法人馬瀬川プロデュース
（0576-47-2841）

350

川辺町産業環境課
（0574-53-7212）

100

郡上市教育委員会社会教育課
（052-953-8151）

実施予定日
事業名
実施場所
（期 間）
（主催者等）
平成23年
世界淡水魚園水族館アクアトト アクア・スクール カメとあそぼう
７月10日（日） ぎふ館内
（主催：アクア・トトぎふ）
（各務原市川島笠田町）
43

No.

実施結果
小学生低学年を対象に、岐阜県にすんでいるカメを中心に、生体を観察し
たり触ったりしながら、カメの暮らしや体のつくりについて親子で学んだ。

18

平成23年
・飛騨高山・森のエコハウス（高 「新エネルギー・省エネルギー推進専門 新エネルギーの導入、省エネルギーの推進についてアドバイスをするに当
７月10日（日） 山市）
員」施設見学会
たり必要な情報及び技術を習得するために施設見学会を開催した。
・岐阜県次世代エネルギー
（主催：岐阜県地球温暖化防止活動推進
44
パーク クックラひるがの（郡上 センター）
市）
・石徹白小水力発電（郡上市）
平成23年
関市立武儀東小学校及び裏山 緑と水の子ども会議
７月11日（月） （関市富之保）
（主催：関市立武儀東小学校）
45

平成23年
馬瀬川
７月11日（月） （下呂市金山町金山）

水生生物調査
（主催：下呂市立金山小学校）

46

平成23年
下呂市萩原町野上・羽根地内 農地水管理支払交付金事業
７月11日（月）
(主催：川西北部ふる里守り隊)
47

平成23年
川浦川
７月12日（火） （美濃加茂市三和町）
48

平成23年
岐阜県中濃総合庁舎
７月12日（火） （美濃市生櫛）

平成23年
瑞浪市立日吉小学校
７月12日（火） （瑞浪市日吉町）
50

森となかよしをテーマに、武儀東小学校の児童が、校庭や学校の裏山の
木々を観察し、木々やそこに住むいろいろな生き物の特徴にについて学
習した。普段気に留めていない植物や虫について名前や特徴を知ること
ができたとともに、身の周りでも自然のいろいろな営みがあることが分かっ
た。子ども達も学校の裏山（「おさき山」）に対して興味をもつことができたと
思う。
金山小学校３年生を対象に、学校のそばを流れる馬瀬川で、カワゲラ
ウォッチングとパックテストによる水質調査を行い、地域の河川環境ついて
学習した。

地域の子ども達と農業者が一緒に水田魚道周辺水路の生き物調査を実
施した。排水路にてドジョウ、シマドジョウ、アブラハヤ、ヤゴ等を確認。ま
た、水田魚道を遡上したドジョウを確認した。地元農家はドジョウが意外に
生息していることに驚いていた。８月１８日に子供たちと生き物調査を行
う。

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）

三和小学校付近の川浦川で、３、４年生を対処した水生生物調査を行っ
た。指導からは、自分たちの川にいろんな生物がいて驚いた等の感想が
聞かれた。

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）

中濃総合庁舎大会議室において、約120人が参加して研究・成果発表会を
開催しました。発表会では、キノコ栽培、森林の更新、人工林の獣害対策
に関する５つテーマで発表を行った。
当日は、郡上高校森林科学科３年生の生徒（５名）も聴講に訪れ、発表
会終了後には研究の相談もあった。

49

緑と水の子ども会議
（主催：瑞浪市立日吉小学校）

参加者数

日吉小学校５年生を対象に、森林の働きや森林に住む動植物について学
習した。児童からは、｢森林のおかげできれいな空気を吸うことができるん
だなと思いました｣、また、｢腐葉土は上から水をかけると、きれいな水が流
れ出ることにびっくりしました｣、｢森林がそんな働きをしているなんて、知り
ませんでした｣との感想が聞かれた。

38

16

13

21

9

120

25

問い合わせ先
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）

岐阜県地球温暖化防止活動推進セ
ンター
（058-247-3105）

岐阜県中濃農林事務所
林業課林務担当
（0575-33-4011 内線232）

下呂市環境部環境課
（0576-26-5011）

岐阜県下呂農林事務所
農地整備課計画調整担当
(0576-52-3111 内線210)

美濃加茂市役所環境課 環境担当
(0574-25-2111 内線304）

岐阜県森林研究所
（0575-33-2585）

岐阜県東濃農林事務所
林業課林務担当
（0572-23-1111 内線289）

No.

実施予定日
実施場所
（期 間）
平成23年
関市立洞戸小学校
７月12日（火） （関市洞戸市場）

事業名
（主催者等）
緑と水の子ども会議
（主催：関市立洞戸小学校）

51

平成23年
桜谷
水生生物調査
７月12日（火） （下呂市萩原町桜洞 桜谷公園 （主催：下呂市立萩原小学校）
内）
52
→当初６月開催
予定が順延
平成23年
位山
７月13日（水） （下呂市萩原町山之口）

緑と水の子ども会議
（主催：下呂市立下呂小学校）

53

平成23年
飛騨市古川町片原地区
７月13日（水）

ぎふ田んぼの学校活動事業
（主催：岐阜県飛騨農林事務所）

54

平成23年
牧田川
７月13日（水） （大垣市上石津町一之瀬）
55

平成23年
若狭青少年市自然の家
７月13日（水） （福井県小浜市田烏区大浜）

萩原小学校５年生を対象に、学校のそばを流れる桜谷において、カワゲラ
ウォッチングとパックテストによる水質調査を行い、地域の河川環境ついて
学習した。

下呂小学校４年生を対象に、美しい森や川と親しもうをテーマに岐阜大学
演習林及び山之口川において、森林の働きや森や川に棲む動植物つに
いて学習した。これらの体験で、山之口の自然のすばらしさを感じることが
できたので、今後の学習でこれらの自然を守ることの大切さについて広げ
ていきたい。
古川小学校５年生を対象に用水路ウォーキングと田んぼの生き物調査を
実施し、川と田んぼのつながりと田んぼ周辺に生息する生き物等、農村の
多面的機能について学習した。子供たちの感想として、「用水路が大切な
ものだとわかった」「田んぼの生き物が住みやすいようにしていきたい」「用
水についてもっと知りたい」等の感想があった。９月にこの授業の復習を行
う。
小学４年生から６年生を対象に、小学校付近の牧田川の水生生物調査を
行った。牧田川の水質評価は、とてもきれいであり、児童らはこの体験を
通じて地元のきれいな川を守ることの大切さを学んだ。

緑と水の子ども会議
（主催：揖斐川町立坂内小学校）

小学３年生から６年生を対象に、海と森の関わりについて学習した。スノー
ケリングを楽しんだ後、採取した磯の生き物を観察した。自然の家の前の
海岸は、環境も美しく整備され、海の生き物も豊富であることに子どもたち
は感動していた。このことは、この海岸に流れ出る川の水がきれいである
ことの証であり、子どもたちにも伝えることができたことはよかったと思う。

ぎふ田んぼの学校活動
（主催：岐阜農林事務所）

57

平成23年
関市立南ヶ丘小学校付近の水 緑と水の子ども会議
７月13日（水） 田
（主催：関市立南ヶ丘小学校）
（関市倉知）
58

川の環境を守る活動を行っている人の話を聞くをテーマに、川の環境を守
る活動を行っている方の話を聞き、自然の大切さを学んだ。子どもたちは、
川にはこんなに様々な生き物がいるということに、改めて気付くことができ
た。川の水の始まりについては、森の土壌をペットボトルの中に再現して、
雨水が降った時の様子を見ることができ、森が水をためておく力があるこ
とを知ることができた。また、夏休みということで、子どもたちが山や川で遊
ぶ時の注意点についても教えていただけたので、休みを利用して、川に住
む生き物を見つけに行くなど進んで活動できるとよいと思われた。

カワゲラウォッチング
（主催：大垣市立一之瀬小学校）
協力機関：大垣市）

56

平成23年
本巣市立一色小学校
７月13日（水） （本巣市見延）

実施結果

児童達が、農業水路に入り、タモ網を使って、魚等の捕獲を行った。 捕獲
後は、小学校の理科室に移動し、グループ毎に魚の種分けをした。捕獲し
た魚の中には、水のきれいなところにしか生息できないものもあり、児童達
は農業用水路がきれいな水であったことを喜んでいた。
田んぼの生き物をテーマに、田んぼに住む生き物を調べる活動を通して
身近にある自然の豊かさ等を学んだ。子どもたちは毎日通学路で見てい
る田んぼでも、たくさんの生き物がいたことに大変驚いていた。あぜみちに
も昆虫があふれていた。今回は田んぼに注ぐ用水路をたどりながら、生き
物を捕まえていった。さらに上流へ行くとどうなっているのか。次回森林の
中へ水路をたどっていく予定。

参加者数

18

84

76

118

問い合わせ先

岐阜県中濃農林事務所
林業課林務担当
（0575-33-4011 内線232）

下呂市環境部環境課
（0576-26-5011）

岐阜県下呂農林事務所
林業課林務担当
（0576-52-3111 内線220）

岐阜県飛騨農林事務所
農地整備課計画調整担当
（0577-33-1111 内線343）

9

大垣市環境衛生課
0584-81-4111

8

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

30

13

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）

岐阜県中濃農林事務所
林業課林務担当
（0575-33-4011 内線232）

No.

実施予定日
実施場所
（期 間）
平成23年
小黒川、小坂川、飛騨川
７月13日（水） （下呂市小坂町）

事業名
（主催者等）
水生生物調査
（主催：下呂市立小坂小学校）

59 →当初６月開催
予定が順延
平成23年
馬瀬川
７月14日（木） （下呂市竹原）

水生生物調査
（主催：下呂市立竹原小学校）

60

平成23年
蜂屋調整池
７月15日（金） （美濃加茂市蜂屋）

浮島植物の観察と収穫
（実施主体：加茂農林高等学校）

61

実施結果
小坂小学校４年生を対象に、小坂地区の上流から小黒川、小坂川、飛騨
川の順に合流しながら流れる各河川において、カワゲラウォッチングとパッ
クテストによる水質調査を行い、地域の河川環境ついて学習した。

竹原小学校５年生を対象に、学校のそばを流れる竹原川で、カワゲラ
ウォッチングとパックテストによる水質調査を行い、地域の河川環境ついて
学習した。児童からは、たくさんの生き物が生きていた。竹原川がきれいと
言われて嬉しかったとの感想が聞かれた。
林業工学科の３年生が、水質浄化のために、試験栽培している浮島植物
の観察と収穫を実施した。収穫後、学校にてﾊｰﾌﾞﾃｨｰの製造しました。ﾊｰ
ﾌﾞﾃｨ-を初めて飲む生徒が多く、おいしいと好評であった。

平成23年
郡上市大和町島場皿地内農の 農地・水・農村環境保全向上活動支援事 郡上市立大和西小学校を対象に生き物調査を実施し、児童は身近な水路
７月15日（金） 業用排水路、長良川
業
にさまざまな多くの生き物がいること、絶滅危惧種が確認できたことなどに
（主催：島用水系農地・水・環境を守る会）
驚くとともに自然の大切さを学んだという感想を得た。
62

平成23年
岐阜希望が丘特別支援学校
７月15日（金） （岐阜市鷺山）

緑と水の子ども会議
（主催：岐阜県希望ヶ丘特別支援学校）

63

平成23年
養老町立上多度小学校
７月15日（金） （養老町小倉）

緑と水の子ども会議
（主催：養老町立上多度小学校）

64

平成23年
可児市立南帷子小学校
７月15日（金） （可児市東帷子）

緑と水の子ども会議
（主催：可児市立南帷子小学校）

65

平成23年
乗鞍岳
７月16日（土）

飛騨高山 山の自然学校
（主催：高山市）

66

平成23年
世界淡水魚園水族館アクアトト アクア・マイスターになろう！
７月16日（土） ぎふ館内
新境川調査隊
（各務原市川島笠田町）
（主催：川島ライフデザインセンター
67
共催：アクア・トトぎふ）

校内の樹木について知ろうをテーマに、「校庭の樹木の葉っぱのこすりだ
し」「あかしそとくちなしを用いての草木染め」を行った。
こすりだしをすることによって、葉脈について知ることができ、樹木の種類
の違いによって、葉っぱの大きさや色や形、または感触も違うということが
分かった。。
また、植物の花や樹木の皮などで、和紙や布を染めることができることを、
草木染めの体験を通して知ることができ、植物の花や樹木の皮などがもっ
ている恵みを体感することができた。
地域の水の汚れをテーマに、上多度小学校４年生が、湧水の秘密、森の
浄化作用等を学び、ハリヨがなぜいなくなったのかについて考えるきっか
けとなった。

南帷子小学校４年生が、身近な樹木の夏の様子を調べた。講師に観察す
る植物の葉の付き方や見方などをわかりやすく解説してもらい、児童はネ
イチャーゲームを通じて意欲的に学習することが出来た。身近な山の植物
を知ることは、山の再生に向けての活動計画の参考となった。
市内小学校４〜６年生の児童及び保護者が、高山市の豊かな自然環境の
魅力を直接現地で体験した。参加者からは、標高3,000ｍの乗鞍頂上付近
の気候はツンドラ気候と同じと講師から聞いて、日本にいながら北極圏の
気候を体験していることが分かり大変驚いたなどの感想が聞かれた。
小学生を対象に、水族館近くを流れる新境川で生きもの採集と種の同定、
水質検査を行い、身近な川にどのような生き物がすんでいるか、水はきれ
いかどうかを調査した。

参加者数

問い合わせ先

18

下呂市環境部環境課
（0576-26-5011）

29

下呂市環境部環境課
（0576-26-5011）

7

20

加茂農林高等学校林業工学科
(0574-26-1238)

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)

6

岐阜県岐阜農林事務所
林業課林務担当
（058-264-1111 内線419）

23

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

67

岐阜県可茂農林事務所
林業課林務担当
（0574-25-3111 内線421）

30

高山市地域政策課自然公園担当
（0577-35-3524）

21

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

No.

実施予定日
実施場所
（期 間）
平成23年
岐阜市内の長良川河畔
７月16日（土） （岐阜グランドホテル前から金
華橋付近）

事業名
（主催者等）
(株)アシストホールディングス

68

平成23年
小間見川
７月16日（土） （郡上市大和町）

オオサンショウウオ個体調査
（郡上高等学校本校生物部）

69
平成23年度
森林文化アカデミー
７月16日（土） （美濃市曽代）
〜
70 ７月18日（月）

平成23年度
森林文化アカデミー
７月16日（土） （美濃市曽代）
〜７月18日（月）
71

平成23年
高山市松本町地内
7月17日（日）

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）

実施結果
ペットボトル、花火などのゴミが多くあり、非常に驚いた。1時間ほどで、周
辺のゴミは拾うことができたが、一時間、また、河川の一部だけの清掃で
は足らず、清掃活動を行いながら、大切なのは利用者のマナーではない
かと感じた。
この日は、約50kg（内燃えるゴミ28kg）のゴミがあった。清流長良川を守り、
活かし、伝える活動を今後も続けていきたいと思う。
天然記念物であるオオサンショウウオ2匹を捕獲（省庁の許可取得済み）
し、重さ・全長測定。マイクロチップリーダーを使用して個体識別。写真撮
影など。今後も調査を継続する。
講義では「2011年の日本の暮らし」についての話から始まり、生活の基本
である「食」につかわれる「食の道具」の話、スプーンの材料となる「木」に
ついて、そして、思いを形にするための「デザイン」について学んでいただ
いた。
実習では、参加者の方それぞれが世界に一つだけのスプーンをデザイン
し、板の状態からオリジナルの「木のスプーン」を作り上げた。

短期技術研修「森のようちえん指導者研 国内初となる幼児自然体験指導者のための安全講習会を行った。3日間
修」
かけて「水辺の安全講習」「危険な動植物の知識」「野外での救急法」の研
（主催：森林文化アカデミー）
修に取り組んだ。実際に山や川に出かけ、自ら体験することで野外活動時
のリスクマネジメントをより深く学んでいただくことができた。

町内一斉草刈作業
（主催：松本の水と土を守る会）

10

家族で里山ウォッチング
（主催：岐阜県博物館）

74

平成23年
高山市久々野町小屋名地内
7月17日（日）

親子チャレンジ講座
親子チャレンジ｢伊自良川で川遊び｣
（主催：岐阜市教育委員会）

伊自良川の水生生物調査を行った。参加者からは、「ふだん味わうことの
ない環境の中、子どもと触れ合うことができて楽しかったです。岐阜市にも
まだこんなすばらしいところが残っていることに驚きました。大切にしたいも
のです（保護者）｣、「めずらしい魚をつまえることができてよかったです。川
の水ったも冷たくて気持ちよかったです。またやりたいです（子ども）」との
感想が聞かれた。

町内一斉草刈作業
（主催：小屋名の土と水を守る会）

開催延期
（理由：８月以降に町内の道路・水路沿いの草刈作業を行う予定）

岐阜県立森林文化アカデミー
(0575-35-2525)

平成23年
７月１8日(月)

30

−

→開催延期
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）

伊自良川の清流環境を保つために、本郷橋から岩利橋にかけて川底にあ
るビンや缶等を拾った。子供は安全のために浅いところを中心に作業を行
い、地域協働で活動を行った。

郡上高等学校 生物部
（0575-65-3178）

21

23

平成23年
伊自良川
7月17日（日） （岐阜市安食）

(株)アシストホールディングス
（058-275-6600）

岐阜県立森林文化アカデミー
(0575-35-2525)

清流の礎となる里山の観察会を行った。天気にも恵まれ、たくさんの家族
の方が生き物や植物を観察した。子ども達は、クワガタムシ、ナナフシ、タ
マムシ等の珍しい昆虫を真剣に観察していた。

73

問い合わせ先

12

37

平成23年
岐阜県百年公園
7月17日（日） （関市）

76

25

町内の道路・水路沿いの草刈作業を実施した。大勢の皆さんに参加してい
ただき、効率よく活動ができて良かった。

72

75

参加者数

60

松本の水と土を守る会
（0577-33-6284）

岐阜県博物館
（0575-28-3111）

岐阜市中央青少年会館
（058-266-5134)

小屋名の土と水を守る会
（0577-52-2461）

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

No.

実施予定日
（期 間）
平成23年
７月１8日(月)

実施場所
長良川国際会議場
（岐阜市長良福光）

事業名
（主催者等）
恵みの森づくりコンソーシアム設立総会
（主催：恵みの森づくりコンソーシアム）

77

平成23年
7月18日（月・
78 祝）

可児市総合会館及び可児川
（可児市広見）

平成23年
長良川国際会議場
７月１8日(月) （岐阜市長良福光）
79

平成23年
粕川一之井用水路
７月１8日(月) （池田町）

カワゲラウオッチング
（主催：可児市めだかの楽校、可児市）

長良川国際会議場
（岐阜市長良福光）

81

平成23年
７月18日(月)

長良川国際会議場
（岐阜市長良福光）

82

平成23年
7月18日（月）

長良橋を中心とした河川敷周
辺（長良川左岸）

84

森林づくりに取り組む県内外の企業や森林組合、ＮＰＯなど２５団体が参
加し、「恵みの森づくりコンソーシアム」設立総会を開催した。今後は、会員
の募集を行うとともに、会員間の交流・ネットワークづくりに向けてホーム
ページの開設、メールマガジンの発行、ＰＲ活動や会員向けの勉強会開催
等を予定している。

30

岐阜県林政課森林づくり担当
（058-272-1111 内3019）

100

可児市環境課環境政策係
（0574-62-1111 内線 3402）

可児川での水生生物観察や水質調査を行った。ｐＨ・ＣＯＤ検査では、試験
紙の色の変化に子どもたちは驚きを見せ、水生生物観察では、捕まえる
時の目・先生の説明を聞く時の目は輝いており、親子で夢中になっている
様子がにじみ出ていた。
県が各水系毎に開催した流域学習会に参加した小中学生を対象に、ワー
クショップを開催し、水の循環に関するクイズや水の物語づくり等に取り組
んだ。

ふるさと水と土指導員の地域住民活動
（主催：ふるさと水と土指導員）

地域の農業振興に重要な役割を果たしている農業用水「粕川一之井用
水」について、管理者の粕川一ノ井水土地改良区から、その役割とともに
先人の苦労や知恵・努力を経て農業用水が現在に至っている歴史などに
ついて話を聞き、参加者はこの地域が水田のみならず農業用水の恩恵を
受けていることを学んだ。
また、学習会終了後には同用水路において、用水を特別に堰き止めて
「マスつかみ」が行われ、参加者は農業用水に親しんでいた。

清流の国ぎふづくり県民大会
（主催：岐阜県清流り国ぎふづくり推進
課）

｢清流の国ぎふ｣をテーマに、涌井雅之さん（東京都市大学教授）、草野満
代さん（フリーアナウンサー）ほかを迎えてのパネルデイスカッションや｢ぎ
ふ清流環境大賞｣の表彰、環境保全に取り組む団体の活動紹介・パネル
展示等を行った。

(仮称)カーボン・オフセット講習会
地球温暖化防止活動推進員及び新エネルギー・省エネルギー推進専門
（主催：岐阜県地球温暖化防止活動推進 員を対象に、カーボーンオフセットの仕組みや県のガイドラインについての
センター）
説明会を開催した。

岐阜県自然共生工法研究会
「ボランティア清掃活動」

83

平成23年
白山国立公園
７月21日（木） 石川県白山市白峰
７月22日（金） ・百万貫の岩
・市ノ瀬野営場
・別当出合登山口
・チブリ谷登山道

参加者数

清流の国ぎふづくりワークショップ
（主催：岐阜県清流の国ぎふづくり推進
課）

80

平成23年
７月18日(月)

実施結果

白山実習
（実施主体：郡上高等学校森林科学科）

50

110

600

31

紙くず、雑誌類、ビン、缶、ペットボトル。はもちろんのこと、鉄製の脚立、不
要となったらしい事務用品、工事用排水パイプなどの粗大ゴミ等々、驚くよ
うなゴミが集まってきました。１時間程度の清掃活動で、燃えるゴミが60L
サイズのゴミ袋に４０袋、燃えないゴミが90Lサイズのゴミ袋に4袋、と粗大
ゴミが数種類。
清掃活動を行なって、大切なのは一人一人の意識とマナーであることを強
く感じた。

86

『白山水系源流の、水・森林資源を育む森林を観察する。』台風の影響で
登山は中止し、自然観察中心の実習に内容を変更して実施した。（対象は
２年生）
◎1泊2日の白山登山口周辺の植生観察実習
7月21日(木)本校→別当出合登山口植生観察
（石川県白山市白峰：市ノ瀬野営場泊）
7月22日(水)市ノ瀬→チブリ谷観察→本校
○別当出合登山口周辺観察
・ﾌﾞﾅ・ﾐｽﾞﾅﾗ・ﾀﾞｹｶﾝﾊﾞ等を主体にした森林観察
・山林の砂防施設見学
○チブリ谷登山道植生観察
・ﾄﾁ・ﾌﾞﾅの原生林観察

40

問い合わせ先

岐阜県清流の国ぎふづくり推進課
県民運動担当
(058-272-1111 内線2697)

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433）

岐阜県清流の国ぎふづくり推進課
県民運動担当
(058-272-1111 内線2697)

岐阜県地球温暖化防止活動推進セ
ンター
（058-247-3105）

岐阜県自然共生工法研究会
( 058-278-4138)

郡上高等学校森林科学科
(0575-65-3178)

No.

85

実施予定日
実施場所
（期 間）
平成23年
岐阜県百年公園
７月20日（水） （関市小屋名）

事業名
（主催者等）
里山ウォッチング
（主催：県、岐阜県博物館）

実施結果
開催中止
（理由：台風６号の接近により中止）

−

→開催中止
平成23年
朝日大学
７月20日（水） （瑞穂市穂積）

参加者数

「法と社会生活」環境特別講義
（主催：朝日大学）

朝日大学法学部新1年生を対象に、岐阜県が推進する清流の国ぎふづく
りの３つの柱と10の施策や、温暖化対策等についての講義を行った。

86

140

平成23年
郡上市八幡町地内の吉田川
７月22日（金）
87

（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)

清流吉田川にらおいて、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。普段できない体験をどの子も満喫して
いた。

平成23年
三重県河芸町（マリーナ河芸、 揖斐川が育む！海の恵み体験ツアー（主 三重県津市マリーナ河芸において、岐阜県（大垣市集合・出発）と三重県
７月22日（金） 田中干潟）
催：岐阜県清流の国づくり推進課）
（マリーナ河芸集合）のふれあい交流会を開催した。午前中は、シーカヤッ
クや海鮮パエリア作り、ビーチクリーンを行った。海岸に漂着するゴミの話
を聞き、岐阜県と三重県の意外なつながりを勉強した。その後、田中川干
88
潟へ移動し、生物観察を行いました。子供たちから「ゴミ拾いをしたら海が
きれいになって良かった」との感想が聞かれた。

平成23年
多治見市産業文化センター市
７月22日（金） 民プラザ前の土岐川河川敷
89

平成23年
揖斐川上流域の森林
７月22日(金)、
７月25日（月）

りばーぴあ２０１１「うながっぱ土岐川あそ 川への親しみを取り戻し、川への理解と関心を深め、防災意識と河川事業
び」
への理解を深めることを目的として、多治見市の土岐川で、河川体験イベ
(主催： りばーぴあ庄内川実行委員会)
ント等を実施した。前日までの雨の影響で水量が増し、ガサガサ探検隊は
あいにく中止となり、安全な場所での水遊びに変更となったが、それでも子
どもたちはタモで水生生物を捕って楽しんでいた。
落葉広葉樹林の観察
（実施主体：岐阜農林高等学校）

90

平成23年
岐阜県美術館
７月23日（土） （岐阜市宇佐）

夏休みワークショップ｢水うちわづくり｣
（主催：岐阜県美術館）

91

平成23年
森林文化アカデミー
７月23日（土） （美濃市曽代）、
しらお自然学校
92
（郡上市白鳥町六ノ里）

生涯学習講座「森の伐採と更新を考え
る」（主催：森林文化アカデミー）

今回、揖斐川水系をさかのぼることで、ここで見ることができる林相の様
子、久瀬ダム、横山ダム、徳山ダムの規模、構造を実際に見ることで実感
することができた。また、演習林内の１１１林班内で植生調査法、林内環境
調査（温度、湿度、照度）プロット設置の様子を実際に見学したり、３０％間
伐の効果を見学したり、雪害による根曲がりの様子など、直接現地で見学
することができ生きた学習に繋がった。これらのことの総合として水源涵養
機能が生ずることも実体験として得ることができた。

岐阜市出身の日本画家 神戸智之先生から水うちわの絵付けを教えてい
ただく講座を行った。どの受講者も素敵なうちわを完成された。まさに清流
の国ぎふを実感していただけたワークショップでした。参加者からは、「楽し
くて手が止まらなくなっちゃった」（小1女子）、「とても楽しく岐阜伝統の水う
ちわができてよかったです。世界で一つの水うちわができたのでとてもよ
かったと思います。」（小5男子）との感想が聞かれた。

森（広葉樹天然二次林）の持続的利用のために、山引き苗を採取し、参加
者全員で苗畑を作りました。次に、翌日行われる「木工旋盤体験講座・小
さなマイ椀づくり」でお椀の材料となる材料（今回の樹種はウワズミザクラ）
を森から頂き（伐採）ました。

問い合わせ先
岐阜県博物館
（0575-28-3111）

朝日大学法学部・大学院法学研究
科学事課
（058-329−1079）

46

岐南町役場生涯教育課
（058-247-1395）

48

(株)ディプライ
（058-275-6600）

730

多治見市建設総務課
（0572-22-1111 内線1368）

40

岐阜農林高等学校 森林科学科
（058-324-1145）

32

岐阜県美術館 教育普及
（058-271-1314）

10

岐阜県立森林文化アカデミー
(0575-35-2525)

No.

実施予定日
事業名
実施場所
（期 間）
（主催者等）
平成23年
揖斐川町のうち旧揖斐川町地 環境美化デー
７月24日（土） 域全体
(主催：揖斐川町)

93

平成23年
輪之内町全域
７月24日（土）

輪之内町環境美化運動
（主催：輪之内町）

94

平成23年
しらお自然学校
７月24日（日） （郡上市白鳥町六ノ里）

実施結果
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。
集められたゴミは約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。
広報無線を合図に一斉に、各地区毎に主要導水路、各家庭周辺、広場、
学校、事業所周辺等の美化運動を行った。小さいお子さんから、年配の方
までたくさんの方が集った。ある子が、「どうして大人は、外にごみを捨てる
の!!」と聞いていた。親さんは、「本当だね。これは悪い事だよね。」と話し
「そうだよねえ」と答えていた。将来が楽しみだと思った。

参加者数

3500

3000

問い合わせ先
揖斐川町住民福祉部生活環境課
（0585-22-2111 内線222)

輪之内町住民課
（0584-69-3111）

95

生涯学習講座「木工旋盤体験講座・小さ 木工用の旋盤（ろくろ）を使用し、前日の講座「森の伐採と更新を考える」に
なマイ椀づくり」
て伐採した材（今回の樹種はウワズミザクラ）から、世界に一つだけのマイ
（主催：森林文化アカデミー）
椀が出来上がった。作品発表会ではみなさん素敵な笑顔であった。

10

平成23年
土岐市いきものふれあいの里
７月24日（土） 「陶史の森」
（土岐市肥田町肥田）
96

第26回「水と緑に親しむ市民の集い」
（主催：郷土の環境を守る会
共催：土岐市 ）

里山保全のための植樹活動（しだれ桜）を参加者で行った。
91

土岐市環境課
（0572-54-1111 内線253.254）

第26回「水と緑に親しむ市民の集い」
（主催：郷土の環境を守る会
共催：土岐市）

経済環境部長による治山事業に関する講話。参加者は熱心に聞いてい
た。
91

土岐市環境課
（0572-54-1111 内線253.254）

平成23年
セラトピア土岐
７月24日（土） （土岐市土岐津町）
97

平成23年
フィッシングセンター水辺の館
７月24日（日） （下呂市馬瀬西村）
98

平成23年
さざなみ親水公園
７月24日（土） （中津川市阿木）

川の生物調査隊 清流の忍者ヨシノボリ 親子２０名が参加し、ペットボトルで作った水中メガネを使い、馬瀬川の藻
の実験！
類やいろんな昆虫、小魚などをつかまえ観察。その後は、水の流れる水路
（主催：ＮＰＯ法人馬瀬川プロデュース） の角度を変え、腹に吸盤のついたカワヨシノボリがどこまでがんばるか調
べた。
第19回親子さかなつかみ大会
（主催：阿木レイクサイド振興会）

99

親子が水にふれあう中で、自然の恵みや環境の大切さを学んでいただくと
ともに、清流阿木川を内外へPRすることを目的に開催した。天候にもめぐ
まれ予定どおり開催することができた。約1500人ほどの参加者でにぎわっ
た。今年は、子供エリアを新設、好評であった。

12

1500

岐阜県立森林文化アカデミー
(0575-35-2525)

ＮＰＯ法人馬瀬川プロデュース
（0576-47-2841）

中津川市阿木事務所
（0573-63-2001）

平成23年
中部山岳国立公園
７月24日（日） （乗鞍・宇津江四十八滝）
100 ７月25日（月）

岐阜県自然公園等エコツーリズムモデル 初日の乗鞍お花畑は、ベストと言える状態を見学できた。二日目の宇津江
事業
四十八滝では、十分に滝の魅力、そして草木や花について学ぶことができ
（主催：岐阜県清流の国づくり推進課）
た。

29

(株)高山グリーンホテルグリーンツ
アー事業部
(0577-33-5500)

平成23年
河川環境楽園
７月24日（日） （各務原市川島笠田町）
101 ７月30日（土）
７月31日（日）

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）

−

各務原市観光文化課
（058-383-9925）

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３
日間開催された。最終日の３１日には、色鮮やかな提灯を飾り付けた「舟
やま・巻きわら船」が、木曽川水園の川面に浮かぶ「かわしま川まつり」が
開催され、大勢の観客で賑わった。

No.

実施予定日
実施場所
（期 間）
平成23年
24日：大垣市情報工房
７月24日（日） (大垣市小野)
７月31日（日） 31日：みのかも文化の森
(美濃加茂市蜂屋町上蜂屋)

事業名
（主催者等）
「新エネルギー・省エネルギー推進専門
員」フォローアップ講習会
（主催：岐阜県地球温暖化防止活動推進
センター）

102

平成23年
加茂農林高等学校演習林
７月25日（月） （加茂郡川辺町）
103

森林保育と除間伐作業
（実施主体：加茂農林高等学校）

実施結果
新エネルギーの情報、最新の情勢を学び、より実践的な講座ができる人
材を育成するため、「ＣＯ２はどこから出てくるか」、「岐阜県地球温暖化防
止対策実行計画等の概要について」、新エネルギーの事例紹介として、
「木質バイオマスの熱利用計画」について講義を実施した。２４日は、23
人、31日は１７人が参加し、全ての講座について、参考になったとの意見
が多数あり、意見交換会でも専門員から「今後のエネルギーについて地域
でどうしていくといいか等」について質問が次々とあり、エネルギーについ
て理解を深めることができた。

−

平成23年
高山市（JR高山駅周辺及び清 高山の森 間伐体験・源流ツアー
7月26日（火） 見町地内）
（主催：岐阜県清流の国づくり推進課）
104

平成23年
岐阜県シンクタンク庁舎 大会 環境推進研修会
７月26日（火） 議室（岐阜市薮田南）
（主催：岐阜県環境推進協会）
105

ふるさと水と土推進活動
(主催：小坂第二土地改良区)

106

平成23年
じゅうろくプラザ
７月27日（水） （岐阜市橋本町）
７月28日（木）

岐阜県高山市を会場として、富山県（富山駅集合・出発）との「ぎふ清流ふ
れあい交流会」を行った。午前中は、高山市清見町の山の中で、森林の成
長、植樹についてなど話を聞いた後、間伐体験を行い、伐採した切り口か
ら樹木の年齢を読み取るなど、色々なことを学んだ。子供たちから、「大変
だったけど楽しかった」との感想があった。午後からは、高山市街地へ移
動し、家具工場（飛騨産業株式会社）を見学、使用される木の種類や、製
造される家具の話を聞くことができた。
会員81名が出席し、清流の国ぎふづくりの取組みの周知、環境保全に係
る新知識技術の習得を図った。特に、会員からは、東日本大震災に伴う各
地の電力不足について、消費電力の使用抑制対策についての関心が高
かった。
曇り空であったが、湯屋小学校の児童ら23名の参加があり、農業用水路
沿いにアゲラタムとメランポジウム、マリーゴールドの花を植えた。また、豊
かな森から流れる冷たい用水に放流したニジマス、アマゴ、イワナのつか
み取りに歓声をあげていた。子供たちは農業用水路の花飾りや魚つかみ
をとおして、農業用水や用水路につながる清流を守ることの大切さを学ん
だと思う。

清流ぎふ水環境シンポジウム
（主催：岐阜県、共催：岐阜県自然共生工
法研究会、後援：中部地方整備局、中部
地方環境事務所、中部森林管理局、土
木研究所、水資源機構）（予定）

森林、農業、河川の各分野の技術者や活動者らが一堂に会し、各々の立
場で取り組んでいる水環境に関する調査、研究、活動の成果を発表した。
また、｢生命の安全と、人と自然との共生について」をテーマにパネルディ
スカッションを行った。

平成23年
ハートフルスクエアG(岐阜駅構 生きもの調査指導者養成全国研修会(岐
７月27日（水） 内)
阜)
７月28日（木） 市之枝排水路、之枝区民会館
(羽島市下中町市之枝)
（主催）：(社)地域環境資源センター
108
(後援)：岐阜県、全国土地改良事業団体
連合会、岐阜県土地改良事業団体連合
会

全国各地より約５０名の方が研修会に参加され、生きもの調査の基礎知
識や捕獲実習、生きものの同定方法などの講義を受講された。 各班に分
かれて行った生きもの調査のプログラムづくりでは、受講者間で積極的な
意見が出されるなど、各受講者が地元に戻られてからの取組みが期待さ
れる。

107

平成23年
古民家「源右衛門」
7月27日（水） （郡上市明宝二間手）
〜30日（日）
109

40

開催延期
（理由：実施日当日は、天候不順のため秋に延期）

→秋期へ延期

平成23年
下呂市小坂町湯屋地内
７月27日（水）

参加者数

こども寺子屋
エコキャンプin栃尾
（主催：ふるさと栃尾里山倶楽部）

県内各地から24人の子どもが参加し、3泊4日のエコキャンプを開催した。
地域のシンボル的存在となっている古民家を拠点に開催することで、集落
を巻き込んだキャンプとなり、地元の方々から自然の大切さや生活の知恵
を直接学ぶことができた。
また、自然エネルギーについての関心を高めたり、クレイアニメの制作を
通じて子どもの創造力をつける取り組みも予定どおり実施できた。

問い合わせ先

岐阜県地球温暖化防止活動推進セ
ンター
（058-247-3105）

加茂農林高等学校林業工学科
(0574-26-1238)

7

(株)ディプライ
（058-275-6600）

81

岐阜県環境推進協会
(058-278-0622）

23

696

50

24

岐阜県下呂農林事務所
農地整備課計画調整担当
(0576-52-3111 内線210)

岐阜県県土整備部河川課企画環境
担当
（058-272-1111 内線3726）

岐阜県農政部農村振興課
（058-272-8460）

郡上市教育委員会明宝教育事務所
地域教育課
（0575-87-2016）

No.
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実施予定日
事業名
実施場所
（期 間）
（主催者等）
平成23年
高山市内の宮川（3ヶ所）、苔川 カワゲラウォッチング
７月28日（木） （2ヶ所）
（主催：高山市）

実施結果
開催延期
（理由：降雨による増水のため、８月３日（水）に延期した）

−

→８月３日(水)
へ延期

平成23年
・イオン各務原ＳＣ(各務原市) ２０１１年 夏のこども環境教室
７月28日（木） ・旧八百津発電所資料館(八百 （主催：各務原市・(財)岐阜県公衆衛生検
津町)
査センター）
111
・丸山ダム(八百津町)

平成23年
下呂市和佐地内
７月28日（木）

県営中山間地域総合整備事業
(主催：岐阜県下呂農林事務所)

各務原市在住の小学生の親子１６人（児童１０人・保護者６人）が、イオン
各務原ＳＣ(各務原市)、旧八百津発電所資料館(八百津町)、丸山ダム(八
百津町)の施設見学をした。
参加者からは、今、注目されている自然エネルギーについて施設見学が
でき、「ダムの機能が良くわった」等の意見が多数あり、自然エネルギーに
ついて理解を深めることができた。

16

用水路における生き物調査にて、カワヨシノボリ、アブラハヤ、ヤゴ等を確
認した。今年度、環境に配慮した石積水路を施工する。
11

112
平成23年
金山総合駅
７月29日（金） （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）

113

平成23年
マリーナ河芸、田中干潟
７月29日（金） （三重県河芸町）

長良川が育む！海の恵み体験ツアー
（主催：岐阜県清流の国づくり推進課）

114

平成23年
東部広域水道事務所中津川浄 水道水親子探検
（主催：岐阜県水道企業課）
７月29日（金） 水場（中津川市中津川）
釜戸小水力発電所（瑞浪市釜
115
戸）
(独)水資源機構阿木川ダム(恵
那市)
平成23年
水門川
水門川クリーン作戦
７月30日（土） （大垣市）
（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、
116
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）
平成23年
伊吹県立自然公園
７月30日（土） （伊吹山）
117

参加者数

→延期(8月27
日)

県内の朝市・直売所１７団体が出展し、清流の国ぎふで育まれた県産農産
物等の消費拡大と県内誘客の促進を図った。当日は、販売開始を待つお
客が多数集まり、開始直後から販売終了まで順調にお客の流れは続い
た。
三重県津市マリーナ河芸において、岐阜県（郡上市集合・出発）と三重県
（マリーナ河芸集合）のふれあい交流会を実施した。午前中は、シーカヤッ
クや海鮮パエリア作り、ビーチクリーンを行った。ビーチクリーンに併せて
水質検査を実施したところ、子供たちは熱心に耳を傾け、清流を保つため
に自分達ができることを真剣に考えていた。
海岸に漂着するゴミの話を聞き、岐阜県と三重県の意外なつながりを勉強
しました。その後、田中川干潟へ移動し、生物観察を行った。丁度潮が満
ちてくる時間と重なり、海水が時間の経過とともに増えていく様子が見ら
れ、貴重な体験かぜできた。
東濃地域の小学校4年生親子を対象に、浄水場やダムなどの見学を通
じ、安全で安心な水道水がつくられる過程を多くの方に理解していただい
た。

第10回水門川クリーン作戦は、大垣市駅西駐輪場付近のエリアも新たに
追加し、参加企業・団体数40社、612名が参加して開催された。可燃ゴミ
1,660kg、不燃ゴミ2,080kgが回収された。
参加した小学生からは、「ゴミがない川になって魚がいっぱいいる川に
なってほしい」等感想が聞かれた。

岐阜県自然公園等エコツーリズムモデル ツアー延期（8月27日）
事業
（理由：伊吹山ドライブウェイが台風6号による復旧作業のため通行止めと
（主催：岐阜県清流の国づくり推進課）
なったため）

−

40

問い合わせ先
高山市水道環境部生活環境課
（0577-35-3138）

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)
岐阜県下呂農林事務所
農地整備課計画調整担当
(0576-52-3111 内線210)

岐阜県農産物流通課地産地消担当
（058-272-1111 内線2855）

(株)ディプライ
（058-275-6600）

80

岐阜県水道企業課管理調整担当
（058-272-1111 内線2494）

612

大垣土木事務所河川砂防課
（0584-73-1111 内線368）

−

(株)高山グリーンホテルグリーンツ
アー事業部
(0577-33-5500)

No.

実施予定日
実施場所
（期 間）
平成23年
道の駅和良
７月30日（土） （郡上市和良町）

118

平成23年
水門川
７月30日（土） （大垣市）
119

事業名
（主催者等）
郡上市民講座｢美しい農村風景を紡ぎ、
つなげる〜名水百選と文化遺産を活かし
て〜 ｣
（主催：郡上市教育委員会）

平成23年
高山市清見町牧ヶ洞地内
７月31日（日）
122 →７月10日、24
日の２日間に変
更
平成23年
坂内川
７月31日（日） （揖斐川町坂内）
123

平成23年
板取川
７月31日（日） （美濃市蕨生）

岐阜ハウジングギャラリーみずほ展示場にて開催し、晴天にも恵まれ、多
くの皆さんに来場いただいた。木の香りや感触を楽しめる様々なイベント
や、木の家についてのセミナーなど、約200人が参加され、年齢を問わず
木と木の家について楽しみながら理解を深めていただいた。

六本木ヒルズでの夏のワークショップ
清流の国ぎふ産の材を使用した桶づくりを行うとともに、清流の国ぎふづく
（主催：森ビル、協賛：モア・トゥリーズ、岩 りのＰＲを行った。親子での来場者が多くみられ、２日間とも大盛況であっ
手県、岐阜県）
た。
町内一斉草刈作業
（主催：牧ヶ洞地域環境保全協議会）

アユ釣り教室
（主催：揖斐川上流漁業協働組合）

アユ釣り教室
（主催：長良川中央漁業協働組合）

124

平成23年
河川環境研究所下呂支所
７月31日（日） （下呂市萩原町羽根）

「美しい農村風景を紡ぎ、つなげる〜名水百選と文化遺産を活かして〜」と
題し、岐阜大学の山崎仁朗准教授をコーディネーターに地域史家、農事改
良組合長、地域おこし協議会事務局長によるパネルディスカッションを行
なった。その他、和良小学校５年生が、地域環境についての研究を通し
て、ふるさとに対する思いや願いを発表した。また、和良鮎の塩焼きの販
売も行い、参加者のみなさんは、日本一に輝いた和良鮎に舌鼓を打って
いた。

川底学習
恒例行事となる川底学習会には、例年通り多数の応募があった。水門川
（主催：岐阜県大垣土木事務所
クリーン作戦終了後、清掃のため水位を下げた水門川で魚を捕獲し、どん
共催：水門川クリーン作戦実行委員会、Ｎ な生物がすんでいるか学習した。今回は、鮎を捕獲することができた。
ＰＯ法人まち創り）

平成23年
岐阜ハウジングギャラリー み 夏休み親子野外塾環境学習教室
７月30日（土） ずほ展示場（瑞穂市野田新田
伊勢田）
120

平成23年
六本木ヒルズ イベント広場
７月30日（土） （東京都港区六本木）
121
31日（日）

実施結果

河川環境研究所一日開放事業
（主催者：岐阜県河川環境研究所）

町内の道路・水路沿いの草刈作業を実施した。空き缶や不燃物等のゴミ
が多かった。参加者からは、河川がきれいになって良かったとの声が聞か
れた。

揖斐川町内の親子30名を対象に、アユの生態、友釣りの仕方、仕掛けの
作り方などを学んでもう楽しい釣り教室を開催した。参加者からは、アユが
針に掛かった瞬間の手応えがすばらしかったとの声が聞かれるなど、好評
であった。
釣り人づくりを積極的に推進するため、美濃市、関市内の小中学生を対象
に釣り教室を開催した。教室では、アユの生態、縄張りを持つアユの習性
を利用した友釣りについて学んだ後、参加者は、実際に友釣りを体験し
た。

126

環境学習教室〜エコクッキング教室〜
（主催：土岐市）

95

72

親子5組（13人）が参加し、無駄の少ない買い物術や調理、片付けなど環
境にやさしいエコクッキング教室を開催した。参加者は、講師の話を熱心
に聞き、取組のあと、アンケートを提出してもらったが、より環境を守る意
識が高まったと感じた。好評であったため、来年以降も開催したい。

問い合わせ先

郡上市市長公室企画課
（0575-67-1831）

大垣土木事務所河川砂防課
（0584-73-1111 内線368）

200

岐阜県林政部県産材流通課
（058-272-8485）

−

岐阜県林政課森林づくり担当
（058-272-1111 内線3020）

55

牧ヶ洞地域環境保全協議会
（0577-68-2142）

30

揖斐川上流漁協協働組合
（0585-52-2513）

36

長良川中央漁業協働組合
（0575-33-1203）

271

河川環境研究所下呂支所
（0576-52-3111）

15

土岐市役所 経済環境部環境課
（0572-54-1111 内線253・254）

マス釣り・つかみどり、体験学習「魚のかたちを勉強しよう」・「養魚」などの
企画を実施し、271名の方に参加していただいた。

125

平成23年
土岐市立肥田公民館
７月31日（日） （土岐市肥田町肥田）

参加者数

No.

実施予定日
事業名
実施場所
（期 間）
（主催者等）
平成23年
武儀川
美山いかだ川下り
７月31日（日） （山県市美山町地内の武儀川） （主催：YACC）

127

平成23年
｢かんぽの宿 羽島｣
７月31日（日） （羽島市桑原町）
128

平成23年
岐阜県内
７月１日（金）
129 〜7月31日（日）

130

平成23年
岐阜県内
７月１日（金）
〜7月31日（日）

実施結果
前日から雨が降っており、水の水量が心配されましたが、いかだで川を下
るには絶好のコンディションで開催することができた。当日は、７艇32名の
参加があり、今回は久々に手作りのオリジナルいかだも登場した。参加者
は、美山の自然・いかだで川を下る楽しさを満喫し、家族や仲間と協力して
下ることによって、絆を再確認していただけたと思う。

木曽川イタセンパラ保護協議会
第２回勉強会｢木曽川に暮らすイタセンパ
ラの不思議な生態｣
（主催：木曽川イタセンパラ保護協議会）

多くの方々に木曽川に生息する国の天然記念物イタセンパラを知っていた
だくため、木曽川流域の住民を対象に勉強会を開催した。
勉強会では、地域の住民等がイタセンパラの生態や絶滅を回避するため
に必要な保全方法等について理解を深めた。

清流月間公害発生特別監視
（主催：岐阜県環境管理課）

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した。
【立入件数】 137件

清流保全のための事業者啓発
（主催：岐阜県環境管理課）

県内の水質汚濁防止法の特定事業場を訪問するなど、水質汚濁事故の
防止を呼び掛けた。
なお、本啓発活動は12月末まで引き続き実施する。

平成23年
長良川上中流域及びその支川 水生生物保全環境基準の類型指定にか 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その生
７月１日（金）
かる基礎調査
息状況等を調査した。
〜7月31日（日）
（主催：岐阜県環境管理課）
・７月12日（金） 水質調査実施
131
・（ 随 時 ） ヒアリング調査等実施
平成23年
県内小中学校・地域コミュニ
７月１日（金） ティ
132 〜7月31日（日） （県下全域）

平成23年度ＥＣＯ講座
（主催：岐阜県環境政策課）

平成23年
県内小中学校
７月１日（金） （県下全域）
133 〜7月31日（日）

森・川・海の環境学習コーディネーター派 森・川・海の環境学習コーディネーターが、岐阜市立長森中学校におい
遣事業
て、２学期以降の環境学習に関するアドバイスを行い、９月に実施する地
（主催：岐阜県環境政策課）
域の探検の調整と河川環境楽園における環境ツアーの概要について決定
した。

平成23年
７月１日（金）
６日（水）
134
13日（土）

本巣市水生生物調査
（主催：本巣市生活環境課）

市内一円の河川13カ所

平成２３年
市内一円の河川30箇所
７月１日（水）
〜
135 ７月30日（金）
の間の数日間
→８月９日に延
期

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）

6月29日に「ＥＣＯ講座〜岐阜県環境学習出前講座〜」利用促進を周知す
るため、記者発表を行った。
（７月中の開催実績なし）

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いました。生息
状況としては昨年度と同等程度であり、水環境は良好に保たれています。
8月、9月も同様に実施予定。
調査延期
（理由：市内を流れる河川の水質を把握するため、夏期と冬期に調査を実
施するものであるが、当初７月末での実施を予定していたが、天候の関係
で未実施。８月９日に実施）。

参加者数

問い合わせ先

32

山県市中央公民館
（0581-52-1106）

76

国土交通省中部地方整備局
河川課環境課計画係
(052-953-8151)

−

岐阜県環境管理課水環境担当
(058-272-1111 内線2834)

−

岐阜県環境管理課水環境担当
(058-272-1111 内線2834)

−

岐阜県環境管理課水環境担当
(058-272-1111 内線2834)

−

−

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

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

4

本巣市市民環境部生活環境課
（058-323-7751 内線134）

−

本巣市市民環境部生活環境課
（058-323-7751 内線134）

No.

136

実施予定日
実施場所
（期 間）
平成23年
岐阜県内
７月14日（木）
〜８月15日（月）

平成23年
東濃振興局管内一円
７月１日（金） （多治見市、瑞浪市、土岐市）
137 〜7月31日（日）

事業名
実施結果
（主催者等）
伊勢湾再生に向けた水質改善提案募集 伊勢湾の水質改善のための工場・事業場に対する規制基準の見直し案に
（主催：岐阜県環境管理課）
関して県民の意見募った。
・７月.６日 （水）岐阜県環境審議会水質部会開催
・.７月14日（木）規制基準（案）の意見募集開始
河川白濁防止パトロール
（主催：岐阜県東濃振興局環境課）

東濃振興局管内の主要河川の白濁状況の監視を７月中に８日実施した。
また、民間事業場における排水状況について、２２施設（うち窯業関連施
設１４施設）において立ち入り検査を実施した。

平成23年
スイトピアセンター・ラウンジ学 水のある風景フォトコンテスト及び入賞作 今年で第13回目を迎える水のある風景フォトコンテストへは、104点の作品
７月16日（土） 習館（大垣市室本町）
品展
が応募され、推薦・特薦をはじめとする２４点が入賞し、これらの作品は、
〜８月31日（水）
（主催：(財)大垣市文化事業団
）
スイトピアセンターにて展示されている。
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→除去中止

津屋川
(海津市南濃と、養老との境界
付近)

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）

除去中止
(理由：６月までは、毎月月末に除去を実施していたものの、７月中旬の台
風以降、流失したのか、津屋川においてオオフサモの発生が確認されな
かったため、７月以降の駆除を中止した）

※７月中に実施された事業は１２９件。総参加人数の合計3,1763名（報告のあった事業のみ集計）
※７月中の実施が延期、中止となった活動は１０件（延期：７件、中止：３件）

参加者数

−

−

−

−

31763

問い合わせ先
岐阜県環境管理課水環境担当
(058-272-1111 内線2833)

岐阜県東濃振興局環境課環境保全
担当
（0572-23-1111 内線216）

(財)大垣市文化事業団 事務局 事
業課 科学展示係
（0584-82-2310 内線106）

大垣土木事務所河川砂防課
（0584-73-1111 内線368）

