
１　事業

５月 ごみ勉強会
仁淀川河口
大橋周辺

新居小学校（資料５－１参照）

環境学習 越知町 越知小学校

観察会「カジカガエルを探そう！」越知町 資料５－２参照

７月 川の安全教室 いの町 RACリーダー講座（資料５－３参照）

８月
仁淀川親子ふれあい交流体験「子
どもたちと川へ！親子で遊ぶ仁淀
川」※1

越知町

９月 環境学習 越知町 越知中学校

10月 仁淀川一斉清掃 流域６会場 資料５－４参照

12月～令和
５年１月

川の安全教室 いの町吾北
川と人、社会、文化の関わり講座
（資料５－３参照）

※1 仁淀川流域交流会議及び仁淀川漁業協同組合と協働して開催

２　会議

４月 第１回部会

５月 第１回全体会

11月 第２回部会

令和４年度仁淀川清流保全推進協議会　事業計画（案）

事業実施報告及び意見交換

開催
時期

行事名 場所 内容

６月

開催
時期

行事名 内容

令和３年度事業報告、令和３年度決算報告、令和４年度
事業計画（案）及び令和４年度収支予算（案）について
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ごみ勉強会の実施について

１ 目的

ごみ拾いにビンゴゲームの要素を取り入れ、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、河川ごみ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）でのごみ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、ごみを出さない、捨てない心を育む。

２ 日時

(1) 開催日：令和４年５月26日（木）９：15～11：20

(2) 場所

仁淀川河口大橋右岸側の河原

(3) 講師

大下 宗亮（パートナーシップ交流会 仁淀川分会座長）

(4) 協賛

株式会社サンプラザ

３ 講座内容（案）

(1) あいさつ・趣旨説明（10分程度）

(2) ゴミ調査（30分程度）

(3) グループでの話し合い・発表（25分）

「ごみビンゴカード」によりいろんなごみがあることを感じてもらう。

(4) まとめ（20分程度）

講師が河川ごみ・海洋ごみの現状、ごみが生物に与える影響、自分たちの生活との関わり

について解説。

４ 参加者

新居小学校児童（31名）
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観察会「カジカガエルを探そう！」の実施について

１ 目的

仁淀川やその周辺にどのような生物が生息しているのかを知っていただき、河川環境とその保全

の大切さについて理解していただくことを目的に開催する。

※「仁淀川のいきもの調査2022 カジカガエルを探せ！」関連事業として実施

２ 概要

(１) 開催日時：令和４年６月18日（土）18時30分（受付は18時15分から）

※ 小雨決行（荒天延期）

※ 予備日：令和４年６月25日（土）

(２) 開催場所：越知町宮の前公園（高岡郡越知町越知丙734－１）

(３) 講師：谷地森 秀二（越知町立横倉山自然の森博物館）

(４) 内容

・ 講師よりカジカガエルについての説明

・ 鳴き声調査及び観察

(５) 募集人数：15名程度

(６) 実施の判断

ア 新型コロナウイルス感染症による中止

「高知県における新型コロナウイルス感染症対応の目安」に基づき判断

判断基準：以下のいずれかに該当する場合

・ステージが特別警戒（赤）であり、実施日が要請期間内に含まれる場合

・ステージが特別警戒（赤）から警戒（オレンジ）に移行して１週間が経過していない

場合

イ 雨天等による中止

前日正午の気象庁高知地方気象台発表の天気予報及び解析雨量・降水短時間により判断

判断基準：以下のいずれかに該当する場合

・天気予報において高知県中部（06-12）の降水確率が40％以上かつ、今後の雨（降水

確率短期間予報）において、仁淀川流域で1ミリ以上の降水予測の場合

・気象警報・注意報において、大雨、洪水、雷注意報のいずれかが発令されている場合
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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 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：令和４年７月27日（水）、28日（木）※小雨決行（荒天延期）

※予備日：令和４年８月24日（水）、25日（木）

(3) 開催場所：いの町波川（実技）、いの町立伊野公民館（座学）

(4) 講師：谷 光承（RACトレーナー）

※ 講師補助としてRACリーダーが参加予定

(5) 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、又はこれから実施しようとしている方

(6) 募集人数：15名程度

３ 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：令和４年12月～令和５年１月※小雨決行（荒天中止）

(3) 開催場所：いの町吾北（上東小学校ほか）

(4) 講師：上東を愛する会

(5) 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、又はこれから実施しようとしている方

(6) 募集人数：15名程度
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・

第 12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・場所

令和４年 10月 22日（土）※小雨決行（荒天中止）

時間・場所：別紙９参照

(4) 実施の判断

ア 新型コロナウイルス感染症による中止

今後の新型コロナウイルス感染症の状況により判断

イ 雨天等による中止

前日 17時の気象庁高知地方気象台発表の天気予報及び解析雨量・降水短時間により判断

基準：天気予報において高知県中部（06-12）の降水確率が40％以上かつ、今後の雨（降

水確率短期間予報）において、仁淀川流域で 1ミリ以上の降水予測の場合

気象警報・注意報において、大雨、洪水、雷注意報のいずれかが発令されてい

る場合

中止の場合は、自然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。

(5) 実施概要

流域６会場で一斉清掃及びパックテストを実施

ア 清掃場所及び清掃実績 別紙（参考５仁淀川一斉清掃 清掃実績）のとおり

イ パックテストの実施方法について

事前に各市町村及び部会員等で水を採取し、事務局に渡す。事務局でパックテストを

実施して取りまとめたものを会場で掲示。

ウ 水の採取

採取地点を固定し、経年変化を観察できるようにする。（各会場３～６か所の水を採取）

２ 広報・準備等について

(1) 協議会で対応する内容

ア 共催・協賛の手続き

イ イベント保険への加入、軍手、新型コロナウィルス感染症対策物品（別紙８）の準備

ウ 参加記念品 水切り袋（予定）

※令和２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、
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サニーマート高岡店から寄贈）

(2) 市町村で対応する内容

ア 水の採取

イ 広報活動：広報誌（10月号）への掲載

ウ 当日の対応：ゴミ袋、ハンドマイク、受付

３ その他

新型コロナウイルス感染症対策は、令和３年度と同様にガイドラインに基づいて実施する。



場　所 問い合わせ先 電話番号

令和４年度

令和３年度

令和２年度

令和４年度 佐川町健康福祉センターかわせみ周辺
佐川町役場
（町民課）

0889-22-7706

令和３年度 越知町中仁淀川橋
越知町役場
（環境水道課）

0889-26-1114

令和２年度 越知町黒瀬
佐川町役場
（町民課）

0889-22-7706

令和４年度 能津地区屋形船仁淀川発着場・名越屋沈下橋

令和３年度

令和２年度

令和４年度

令和３年度

令和２年度

令和４年度

令和３年度

令和２年度

令和４年度 高知市春野町、仁淀川河口大橋河川敷
高知市役所
（新エネルギー・
環境政策課）

088-823-9209

令和３年度 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

令和２年度 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

※ 「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

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
池川地区北浦ふれあい公園

仁淀川町役場
（町民課）

0889-35-1088

2

3
日高村役場
（産業環境課）

0889-24-4647

能津地区屋形船仁淀川発着場

4
吾北地区広瀬キャンプ場周辺
※受付は広瀬キャンプ場

吾北総合支所
（産業課）

088-867-2313

5
いの町伊野地区波川親水公園

いの町役場
（環境課）

088-893-1160

6
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新型コロナ感染症対策物品

新型コロナウイルス感染症対策のため、仁淀川清流保全推進協議会事務局で準備し、
各会場に配布する。

□ 消毒用エタノール

□ キッチンペーパー

□ 手指消毒剤

□ マスク（予備）

□ 非接触型体温計※

□ 新型コロナウイルス感染症対策に関するお願い（掲示用）

※使用者は県職員に限る。
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