
１　事業

５月 親子ガサガサ体験教室※
いの町波川公
園

水生昆虫探し及び観察

仁淀川町 RAC子ども水辺安全講座

いの町 RACアシスタントリーダー講座

８月 流域内 川と人、社会、文化の関わり講座

10月 仁淀川一斉清掃 流域６会場 【別紙６】参照

２　会議

５月 第１回部会

６月 第１回全体会

10月初旬 第２回部会

11月 第２回全体会

令和元年度　仁淀川清流保全推進協議会　事業計画（案）

※ 高知県立青少年の家が主催。仁淀川清流保全推進協議会は共催

仁淀川一斉清掃事前打合せ、清流保全計画改訂（案）に
ついて

清流保全計画改訂（案）について

開催
時期

行事名 場所 内容

７月

川の安全教室　　【別紙５】参照

開催
時期

行事名 内容

平成30年度決算、令和元年度事業計画（仁淀川一斉清
掃、川の安全教室）、清流保全計画改訂の方向性等）に
ついて
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川の安全教室の実施について

１ 川の安全教室の目的

仁淀川をフィールドとした環境学習・体験活動等の実施者、またはこれから実施しようとしてい

る方に対し、安全対策・安全管理の基本的な考え方と技術が学べる研修会を実施し、川の特性を理

解し、川での活動における危機管理能力を身につけた人材を育成する。

また、仁淀川流域の危険箇所の情報等について共有する場をつくり、流域が一体となった安全対

策の実施につなげることを目指す。

２ RAC子ども水辺安全講座

(1) 講座概要

川の楽しさを体験するとともに、川のどこが危険なのかを知り、自分の身を守る知識や方法

を体験を通じて学習することを目的とした座学、実技を実施する。

(2) 開催時期：７月24日（水）

(3) 講師：谷 光承（RACトレーナー）

※ 講師補助としてRACリーダー５名が参加予定

(4) 受講対象者：池川小学校４・５年生児童

(5) 対象人数：25名（見学者を除く）

３ RACアシスタントリーダー講座

(1) 講座概要

川の特性や危険を察知する感覚を身につけるとともに、川での体験活動の際の危機管理力を

向上させることを目的とした座学、実技を実施する。

(2) 開催時期：７月25日（木）

(3) 講師：谷 光承（RACトレーナー）

※ 講師補助としてRACリーダー５名が参加予定

(4) 受講対象者

・ 川での環境学習等、体験活動を実施している方、またはこれから実施しようとしている方

・ 教員・教育委員会担当者

(5) 募集人数：10名（見学者を除く）

４ 川と人、社会、文化の関わり講座

(1) 講座概要

川と人の暮らしの関わりについて基礎的なことがらを理解し、人の生き方、暮らし方と川と

の関連について学習することを目的に座学、フィールドワークを実施する。

(2) 開催時期：８月上旬

(3) 講師：調整中

(4) 受講対象者

・ RACリーダーの資格取得を目指す方

・ 川での環境学習等、体験活動を実施している方、またはこれから実施しようとしている方

(5) 募集人数：20名
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第９回仁淀川一斉清掃の実施について

１ 日時等について

(1) 目的

流域市町村等で協力して、仁淀川に親しみ清流を保つため

(2) 実施体制

主催：仁淀川清流保全推進協議会、仁淀川町、越知町、佐川町、日高村、いの町、

土佐市、高知市（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

協賛：アサヒビール株式会社、株式会社サニーマート

(3) 日時

10月 19 日（土） ※小雨決行（荒天中止）

実施の判断：前日17時に判断し、環境共生課から各市町村に連絡。

また、Facebook、HP に掲載。

ただし、当日の天候の急変があった場合は、各市町村で判断し決定する。

時間：午前８時～９時（高知市・土佐市エリアは午前７時開始、佐川町・越知町エリアは

午前８時30分開始）

(4) 実施概要

ア 一斉清掃（流域６会場）

清掃場所及び清掃実績 別紙７のとおり

イ ゴミ勉強会

別紙８のとおり

２ 広報・準備等について

(1) 協議会で対応する内容

共催・協賛の手続き

イベント保険への加入、軍手の準備

広報物の作成：ポスター、チラシを作成し、各市町村に配布する。

参加記念品 水切り袋（予定）

※昨年度：水切り袋（サニーマート伊野店、サニーアクシスいの店、サニー

マート高岡店から寄贈）

パックテスト結果の掲示・説明

(2) 市町村で対応する内容

パックテスト用の採水（各会場３～６か所の水を採取）

広報活動：広報誌（10月号）への掲載、協議会から配布する(９月予定）ポスター、チラ

シの配布及び掲示

当日の対応：ゴミ袋、ハンドマイク、受付



場　所 問い合わせ先 電話番号

令和元年度　計画 ( 池川地区北浦ふれあい公園 )
仁淀川町役場
（町民課）

平成30年度　結果

平成29年度　結果

令和元年度　計画 ( 越知町黒瀬 )
越知町役場
（環境水道課）

0889-26-1114

平成30年度　結果 越知町黒瀬
佐川町役場
（町民課）

0889-22-7706

平成29年度　結果 越知中学校下沈下橋周辺
越知町役場
（環境水道課）

0889-26-1114

令和元年度　計画 ( 能津地区屋形船仁淀川発着場 )
日高村役場
（産業環境課）

平成30年度　結果

平成29年度　結果

令和元年度　計画 (  吾北地区広瀬キャンプ場  )
吾北総合支所
（産業課）

平成30年度　結果

平成29年度　結果

令和元年度　計画 ( いの町伊野地区波川親水公園 )
いの町役場
（環境課）

平成30年度　結果

平成29年度　結果

令和元年度　計画 ( 新居　仁淀川河口大橋 )
土佐市役所
（北原クリーンセ
ンター）

088-852-7610

平成30年度　結果 ( 高知市春野町、仁淀川河口大橋河川敷 )
高知市役所
（環境政策課）

088-823-9209

平成29年度　結果 ( 新居　仁淀川河口大橋 )
土佐市役所
（北原クリーンセン
ター）

088-852-7610

※ 「佐川・越知エリア」及び「高知市・土佐市エリア」は、交互開催

※ 「高知市・土佐市エリア」は、午前７時、「佐川町・越知町エリア」は午前８時30分

他は午前８時開始

清掃場所一覧

エリア

仁淀川町　　　

佐川町・越知町

日高村

いの町吾北

いの町伊野

高知市・土佐市

1
0889-35-1088

池川地区北浦ふれあい公園
仁淀川町役場
（町民課）

2

3
0889-24-4647

能津地区屋形船仁淀川発着場
日高村役場
（産業環境課）

4
088-867-2313

吾北地区広瀬キャンプ場
吾北総合支所
（産業課）

5
088-893-1160

いの町伊野地区波川親水公園
いの町役場
（環境課）

6
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ゴミ勉強会について

１　目的

　ゴミ拾いにビンゴゲームの要素（図参照）を取り入れ、楽しさや学びをプラスすることによって参

加を促すとともに、河川ゴミの現状や仁淀川の環境保全への関心を高める。

　また、下流（河口手前）でのゴミの状況を自身の目で確認することで、人の生活と川との関係、上

流と下流のつながりに関心を持ち、ゴミを出さない、捨てない心を育む。

２　開催日時

10月19日（土）午前10時30分～12時（受付：10時10分～）

※ 仁淀川一斉清掃と同日開催

※ 開始時間は、上流域から参加可能な時間で設定

５　講座内容（案）

(1) あいさつ・趣旨説明（15分程度）

(2) ゴミ調査（45分程度）

「ゴミビンゴカード」によりいろんなゴミがある

ことを感じてもらう。

(3) まとめ（20分程度）

　・このゴミはなぜここにあるのか？

　・ここにあるゴミはこれからどうなるのか？

３　開催場所

高知市春野町、仁淀川河口大橋河川敷

４　講師

大下　宗亮（パートナーシップ交流会　仁淀川分会座長）

○○○ ○○○ ？

○○○ レア 空き缶

○○○ ○○○ ○○○

仁淀川　ゴミビンゴ

レア：拾ったゴミのうち一番レアだと思うものを書いてね。

 ？ ：今日のシークレット。どのゴミがシークレットかは

まとめの時間に発表するよ。

ゴミビンゴカードイメージ

６　参加対象者

親子　○組（事前申込み）

※ 仁淀川清流保全推進協議会委員、部会員、ＷＧメンバー

については、人数の枠対象外

７　今後検討する事項

・ 収集したゴミの処分方法

・ 駐車場手配（仁淀川出張所と協議）

・ 気づきを得てもらうための内容の工夫※

・ 参加証のようなものの発行※

※ 美しい景観を保全するＷＧメンバーで検討
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