
 

平成 25年度 第１回仁淀川清流保全推進協議会 次第 

  

事務局：高知県環境共生課 

 

日時：平成 25年７月８日（月）  14:00から 16:00 

場所：いの町 かんぽの宿伊野 １階会議室 

 

■寄付贈呈式 

・出席者紹介 

・挨拶  サニーマート伊野店 店長 吉崎 公昭 様 

  ・贈呈式 

  ・記念撮影 

 

■全体会 

１．開会 

・挨拶   高知県 林業振興・環境部 環境共生課長 小松 句美 

   ・委員紹介 

 

２．平成 24年度事業報告及び決算報告について 

・平成 24年度事業報告            …P２ 

・平成 24年度収支決算報告            …P11 

・監査報告     …P12 

 

 

３．平成 25年度事業計画及び収支予算について 

・年間スケジュール          …P13 

・仁淀川一斉清掃    …P14 

・仁淀川シンポジウム    …P16 

・収支予算     …P19 

 

 

４．その他（報告事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■平成 24年度 仁淀川清流保全推進協議会 事業報告 

 

○平成 24年 

５月 29,31日    推進協議会 部会（５か所）の開催  

６月７,８日  ・平成 24年度事業内容の検討 

（一斉清掃の実施場所や体制、シンポジウムの内容等） 

   

7月 17日      全体会の開催  場所：かんぽの宿 伊野 

・各部会の状況報告及び 事業内容の検討 

（一斉清掃の実施方法、シンポジウムの内容等） 

 

9月 20日      仁淀川一斉清掃打合せ会  場所：いの町 すこやかセンター伊野 

・一斉清掃の検討 

（当日の作業・進行の確認 ポスター/チラシの配布等） 

 

10月 20日      仁淀川一斉清掃  実施  

・場  所：流域市町村５会場（仁淀川町エリア、いの町吾北エリア、佐

川・ 

越知町エリア、いの町・日高村エリア、高知市・土佐市エリア） 

・参 加 者： 492名 

・ゴミ回収 ： 約 1.5 トン 

     

11月 22,28,29日  推進協議会 部会（５か所）の開催 

12月 3日   ・一斉清掃の取組について 

・来年度の取組について検討 

 

○平成 25年 

1月 17日      全体会開催  場所：かんぽの宿 伊野 

・一斉清掃の実施評価 

・来年度の取組について検討 

 

2月 2日      仁淀川シンポジウム  開催  

場 所 ： 佐川町立桜座 

参加者 ： 約 240名 

テーマ ： 「そうながや!?仁淀川」 

講 師 ： ジョン・ムーア氏 

「Miraino Tane-Niyodogawa 未来の種-仁淀川」 

黒笹慈幾氏 

「神様が高知にくれた宝物・仁淀川の魅力とは？」 

-釣りバカ浜ちゃんが仁淀川に惚れた５つの理由- 

 

 

 



（歳入） 単位：円
備考

区分 項目 決算金額

その他収入 寄附金等 100,068

繰越金 129

868,197

（歳出） 単位：円
備考

区分 内容 決算金額

126,000

51,730

18,900

1,680

198,310

備考

区分 内容 決算金額

100,000

20,000

34,650

178,500

5,333

199,500

30,750

6,300

575,033

773,343

平成24年度　仁淀川清流保全推進協議会　収支決算書

交付金
仁淀川流域交流会議パート

ナーシップ事業交付金 768,000

合　　計

合　　計

①仁淀川一斉清掃

需用費
ポスター、チラシ 印刷

・チラシ　：2,000枚
・ポスター：  200枚

軍手、水切り袋、火バサミ

役務費
傷害保険

振込み手数料

②仁淀川シンポジウム

報償費
　講師謝金（基調講演）

・ジョンムーア
・黒笹慈幾

　司会謝金 ・岩崎ひすい

需用費

看板製作（横断・懸垂幕）

ポスター、チラシ  印刷 ・デザイン含む

講師・パネラー弁当 お茶代

報告書作成

歳出計　①＋②

役務費
テープ起し

振込み手数料

合　計

 



平成 25年度 仁淀川清流保全推進協議会 スケジュール（案） 

 

５月 28,29,30日 推進協議会 部会（５か所）の開催  

６月５日      ・一斉清掃の実施日、清掃箇所等について検討 

 

７月８日  推進協議会 全体会開催 

・議題：各部会の状況報告及び検討 

（一斉清掃及びシンポジウムの内容等について） 

 

７月 20,27日 仁淀川シンポジウム関連事業の実施 

 

８月      一斉清掃に関するＰＲの実施 

・各市町村 10月号広報への掲載依頼 

・ポスター、チラシの印刷発注 

・新聞への掲載依頼 

 

９月中旬     一斉清掃 準備検討会の開催 

・メンバー：各市町村、部会長及び国土交通省(仁淀川出張所) 

・ポスター、チラシの配布 

 

10月 19日（土） 仁淀川一斉清掃 実施 

（＊仁淀川・環境の日＝10月 24日（木）前後の土曜日） 

 

11月        推進協議会 部会（５か所）の開催  

           ・一斉清掃の実施についての評価（又は再確認） 

           ・来年度の取組みについて検討 

 

シンポジウム  

・ポスター、チラシ作成 

・各市町村 1月号広報への掲載依頼 

       

12月  シンポジウムＰＲ準備  

・ポスター、チラシの配布・掲示 

          ・シナリオ作成 進行打合せ 

          ・関係者との打合せ（司会、講師、パネリスト） 

 

平成 26年 

１月中旬   全体会開催   

・一斉清掃の実施評価 

           ・来年度の取組みについて検討 

 

２月１日   第３回仁淀川シンポジウムの開催 

・場所： 高知市 春野ピアステージ（午後１時～）   

 



第３回仁淀川一斉清掃の実施について  

■実施時期・場所/体制等 

○ 実施体制 

主催：仁淀川清流保全推進協議会・高知市・土佐市・いの町・日高村・佐川町・ 

越知町・仁淀川町（流域７市町村）・高知県 

    共催：仁淀川流域交流会議・ラブリバー仁淀川パートナーシップ 

 

○ 実施日 

   平成 25年 10月 19日（土） （小雨決行、順延なし） 

（＊仁淀川・環境の日＝10月 24日 その前後の土曜日に実施） 

 

○ 清掃場所・開始時間・問合せ先 

各部会にて場所・時間を検討 

① 仁淀川町エリア      池川地区  北浦ふれあい公園 

時 間 午前８時から１時間程度 

連絡先 仁淀川町役場 町民課   (0889)35-1088 

 

② 越知町・佐川町エリア   越知町   越知中学校下沈下橋周辺 

時 間 午前８時から１時間程度 

連絡先 越知町役場 環境水道課  (0889)26-1114 

 

③ いの町吾北エリア     吾北地区  広瀬キャンプ場 

時 間 午前８時から１時間程度 

連絡先 吾北総合支所 産業課   (088)867-2313 

 

④ いの町エリア       いの町地区 波川公園 

時 間 午前８時から１時間程度 

連絡先 いの町役場  環境課   (088)893-1160 

 

 ⑤ 日高村エリア       能津地区  屋形船仁淀川発着場 

時 間 午前８時から１時間程度 

連絡先 日高村役場  産業環境課 (0889)24-4647 

 

⑥ 土佐市・高知市エリア   土佐市新居 仁淀川河口大橋 河川敷 

時 間 午前７時から１時間程度 

連絡先 土佐市役所  都市環境課 (088)852-7647 

 

備考 

・日高村会場を新たに設ける。 

・越知町・佐川町エリア、仁淀川町エリアについては、水質調査（パックテスト）を行う。 

・⑥は国土交通省仁淀川出張所のラブリバー仁淀川パートナーシップと合同開催予定 

 

 

 

新 



主催：仁淀川清流保全推進協議会・高知県  共催：仁淀川流域交流会議・高知市 

（目的） 

仁淀川流域の清流保全等をみんなで考えていくため、仁淀川流域での取組みを公表

し、仁淀川の上流から下流域間における地域の交流を進めていく。 

  今年度は「第２次仁淀川清流保全計画」の取組項目である、「子どもたちを川へ呼

び戻す」を目標に、「川で遊ぶ子ども＝川ガキ」というテーマを設定する。 

遊び、環境学習など川にふれあう機会を増やすことで川に親しみを持ってもらい、

体験を通じて環境保全を考える人材を育成することを目標とする。 

 

○関連事業の実施 

 今年度のテーマ「川ガキ」から、川に親しむことができる関連事業を７月に実施する。 

  主催：高知県立高知青少年の家  共催：仁淀川清流保全推進協議会 

①親子河口観察教室 

・開催日時 ： 平成 25年７月 20日（土） 

・場  所 ： 仁淀川河口右岸（土佐市）側 

・講  師 ： 高知大学教育学部 海洋共生生物学研究室 

伊谷 行 准教授 

   ②親子ガサガサ体験教室 

    ・開催日時 ： 平成 25年７月 27日（土） 

    ・場  所 ： いの町波川緑地公園 

    ・講  師 ： 水生生物研究家 石川 妙子 先生 

 

○仁淀川シンポジウムの開催 

・開催日時   平成 26年２月１日（土） 13:00から 16:00（休憩含む） 

・開催場所   高知市 春野ピアステージ 

・プログラム 

① 開会挨拶                 15分 

石川 妙子 仁淀川清流保全推進協議会会長 

岡﨑 誠也 高知市長（仁淀川流域交流会議会長） 

 

  ② 高知食糧株式会社による活動報告                               10分 

 

③ ポスターセッション                      40分 

「川ガキ」というテーマを基に、仁淀川流域における川に関する活動状況

等について、ポスター、パネル資料を掲示し発表してもらう。 

・発表者（10分×３組募集）     … 30分  

        ・石川会長によるまとめやインタビューなど … 10分 

～休憩～                              15分 

④ 講演 「（仮）川ガキについて」かくまつとむ氏          90分 

   質疑応答                           10分 

かくまつとむ氏…1960年茨城県生まれ。現在月刊「BE-PAL」にて「ゲンキな田舎！」

を連載中。関連作品に仁淀川の川漁師、宮崎弥太郎氏を取材した「仁淀川漁師秘伝」が

あり、仁淀川とも縁が深い。 

 

・ＰＲ・出し物コーナーの紹介  

     物産や観光等の活動ＰＲ 団体の募集 

仁淀川シンポジウムについて（案） 



（歳入）
備考

区分 項目 金額 前年度予算額 増減

-118,000

高知県パートナーズ協定事業寄付金 337,000 － 337,000

寄付金 100,000 100,000 0 株式会社サンプラザ様より

その他収入 夏の川ガキイベント参加費(保険料) 4,000 － 4,000

繰越金 平成24年度繰越金 94,854 129 94,725

（歳出）

備考

区分 内容 金額 前年度予算額 増減

-

-

-

-

-

-

備考

区分 内容 金額 前年度予算額 増減

備考

区分 内容 金額 前年度予算額 増減

予備費 854 0 854

1,185,854 868,129 317,725

収支予算(案）
単位：円

交付金等

仁淀川流域交流会議パートナーシップ事業交付
金 650,000 768,000

①夏の川ガキイベントへの共催（新規事業）

報償費 講師謝金
18,000 18,000

9,000円×2講座

合計 1,185,854 868,129 317,725

単位：円

旅費 講師旅費
2,000 2,000

需用費 消耗品等
20,000 20,000

役務費
振込み手数料

2,000 2,000

傷害保険
5,000 5,000

軍手・水切り袋 90,000 80,000 10,000

合　　計
47,000 47,000

②仁淀川一斉清掃

0

合　　計 373,000 263,000 110,000

・軍手　　　　1000組
・水切り袋  　 600袋

役務費
振込み手数料 3,000 3,000 0

傷害保険 30,000 30,000

需用費
ポスター、チラシ 印刷 250,000 150,000 100,000

・チラシ　　10,000部
・ポスター　　1,000部

・かくまつとむ氏

　司会謝金 20,000 20,000 0

③仁淀川シンポジウム

報償費

　講師謝金（関連事業の取材及び講演） 100,000 100,000 0

コーディネーター謝金 20,000 20,000 0

旅費 講師等旅費（宿泊費込み） 80,000 8,000 72,000
・川ガキイベント取材
・仁淀川シンポジウム講演

パネリスト謝金 9,000 30,000 -21,000 ・図書券3,000円分×3組

講師・パネラー弁当 お茶代 8,000 8,000 0
需用費

看板製作 40,000 40,000 0 ・横断幕・懸垂幕

ポスター、チラシ印刷 180,000 150,000 30,000

報告書作成 200,000 170,000 30,000

テープ起こし 30,000 30,000 0

振込み手数料 8,000 10,129 -2,129

使用料 会場使用料 70,000 19,000 51,000

事業費合計　①＋②＋③
1,185,000 868,129 316,871

歳出合計

・高知市　春野ピアステージ

合　　計
765,000 605,129 159,871

新

 


