
①前年度（Ｈ２４年４月～Ｈ２５年３月）の日野川流域憲章関連活動の実施状況調査集計表団　体　名 実　施　日 実施場所 実施主体（主催者） 参加者の概要と人数 実施した活動（事業、行事、イベント等）の概要 自由記入欄【実施時に困った事項や意見等】1 大山・日野川・中海学協会 H24年8月11日(土) 鳥取県西部総合事務所講堂 大山・日野川・中海学協会 親子クイズ検定 7組14名 大山・日野川・中海学おやこクイズ検定を実施の他、大山・日野川・中海学協会セミナーを４回実施した。2 日野川水系漁業協同組合 H24年10月28日（日） 日吉津村野球場（日野川皆生大橋付近） 日野川水系漁業協同組合 組合員及び周辺地区住民約 600名 第9回鮭の学習会として、流刺網の実演、日野川に生息する魚の展示、鮭のチャンチャン焼き・鮭鍋の試食等を開催した。3 鳥取日野森林組合4 大山・中海エコツーリズム協議会 H24年7月～H25年3月 米子市、伯耆町、日吉津村 大山・中海エコツーリズム協議会 レンタサイクル顧客約 80名 エコサイクリングルートとして「日野川と花回廊ルート」を設定。モニターツアーを行うとともにレンタサイクルコースとして紹介した。
5 日野川の源流と流域を守る会 ①H24年7月1日（日）②H24年8月26日（日）③H24年9月2日（日）④H24年10月21日（日）⑤H24年度 ①米子市古豊千地内②西伯郡日吉津村日吉津海岸③日野郡日南町新屋他④日野郡江府町御机⑤日野川流域一帯 日野川の源流と流域を守る会 ①日野川の源流と流域を守る会会員等　15名②日野川の源流と流域を守る会会員等　20名③日野川の源流と流域を守る会会員等　32名④日野川の源流と流域を守る会会員等　35名⑤応募者延べ　34名

①米子市内の日野川河川敷において清掃活動を実施②日吉津海岸や日野川河川敷を歩きながら海岸清掃活動を実施③日野川源流域等を散策し、日野川の大切さを体験④鏡ヶ成高原の外来植物除去、鏡ヶ成高原の散策⑤日野川の良さをＰＲするための写真コンテストを実施
6 Ｄｏスポーツ H24年4月15日、21日、28日、30日、5月3～6日、12日、19日、20日、26日、27日、9月29日、10月6～8日、13日、14日、20日、21日、27日、28日計 23日

日野川（日野町上菅～日野町安原） 総合型地域スポーツクラブ Ｄｏスポーツ ①合計 272人（男性105名・女性167名）（県内168名・県外104名） 日野川ラフティング日野川を6人乗りのゴムボートで力を合わせて楽しく下り、大自然のすばらしさや大切さを肌で感じることができるラフティングを実施した。【半日コース】　約 4km【１日コース】　約 8km 日野川の水量が少ない
7 米子カヌークラブ8 西部土地改良区9 米川土地改良区10 箕蚊屋土地改良区 H24年7月31日（火） 伯耆町～日吉津村の箕蚊屋土地改良区管内 箕蚊屋地区地域用水機能増進事業日吉津村委員会 日吉津小学校・岸本小学校児童、保護者、関係者40名 箕蚊屋土地改良区管内の水路沿いを歩き、農業用水の果たす役割を学び、また、管内の企業の水利用状況等説明会を開き地域の活性化を図った。11 米子尚徳公民館12 （社）鳥取県建設業協会西部支部13 一般社団法人鳥取県日野建設業協会 H24年8月1日（水） 日野郡内の日野川と一部支流 一般社団法人鳥取県日野建設業協会 会員他約 200人 日野郡内の日野川と一部支流において河川清掃を実施した。
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団　体　名 実　施　日 実施場所 実施主体（主催者） 参加者の概要と人数 実施した活動（事業、行事、イベント等）の概要 自由記入欄【実施時に困った事項や意見等】14 一般社団法人鳥取県測量設計業協会西部支部15 王子製紙（株）米子工場 ①H24年4月12日（木）②H24年5月24日（木）③H24年10月16日（火） ①日野川沿い桜公園②日野川河口日吉津側③日野川河口日吉津側 王子製紙（株）米子工場 ① 60人② 32人③ 35人 日野川沿いの桜公園整備、日野川河口日吉津側の美化清掃活動を実施した。
16 サントリープロダクツ（株）天然水奥大山ブナの森工場 ①H24年6月～10月で計11回実施②H24年10月4日（木） 奥大山エリア サントリーホールディングス(株）エコ戦略部 ①合計 330名②江府小学校児童 4年生 ①環境次世代教育として、「森と水の学校」奥大山校を開催した。②「ブナの実プロジェクト」と題して、ブナの実を拾い「竹のポット」や畑に蒔き、卒業時に江府町内に植樹する予定。17 一般社団法人中国建設弘済会18 （ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ生活協同組合とっとり専務理事）　新田　ひとみ19 （シンガーソングライター）細木　佳織20 米子市 H24年7月1日（日） 米子市内日野川周辺 日野川を美しくする会（春日地区、五千石地区）、車尾地区環境をよくする会、福生東地区日野川を美しくする会 日野川を美しくする会（春日地区、五千石地区）、車尾地区環境をよくする会、福生東地区日野川を美しくする会、米子市役所 毎年、国土交通省日野川河川事務所事務局で行なわれる日野川一斉清掃において、河川敷のゴミ拾いを実施した。
21 境港市22 日吉津村23 大山町24 南部町25 伯耆町26 日南町
27 江府町 H24年4月29日（日）～5月6日（日） 江府町江尾地内（久連橋・夜振橋） 江府町愛漁会 愛漁会会員、住民ボランティア約 100人 H24年4月29日から5月6日の連休の間、日野川に架かる久連橋・夜振橋に｢日野川をきれいにしよう｣の横断幕の掲示と住民等から寄付を頂いた｢こいのぼり｣約35本150尾を泳がせ河川の美化推進啓発を図った。また、東日本大震災の早期復興を願い「がんばろう日本」の横断幕を上流側、下流側にそれぞれ掲げた。28 日野町
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団　体　名 実　施　日 実施場所 実施主体（主催者） 参加者の概要と人数 実施した活動（事業、行事、イベント等）の概要 自由記入欄【実施時に困った事項や意見等】
29

米子市水道局 ①H24年7月1日(日)②H24年7月28日(土) ①伯耆町大殿付近（日野川左岸）②米子商工会議所 ①米子市水道局、米子管工事業協同組合②鳥取県生活環境部　水・大気環境課 ①米子市水道局職員伯耆町在住者 2名②参加者約 30名 ①日野川一斉清掃への参加を予定していたが、米子市水道局周辺は、雨天のため中止した。なお、地域住民としての参加もしており、伯耆町は実施したため、伯耆町内在住職員２名が伯耆町での一斉清掃に参加した。②鳥取県「地下水シンポジューム」において、水道局として発表者とパネラーで参加し、水環境の保全・涵養・研究の発表の中で、「日野川流域憲章」について紹介をした。【その他】・米子市水道局ホームページにおいて、日野川流域憲章を紹介している。・水道局見学コースに日野川流域憲章の掲示板を設置して、来訪者にＰＲしている。30 鳥取県西部総合事務所地域振興局・米子県土整備局31 鳥取県西部総合事務所日野振興センター日野振興局・日野県土整備局 H24年4月～平成25年3月 日野振興センター内 日野県土整備局 河川砂防課入口に日野川流域憲章を掲示して来訪者へＰＲを行った。32 鳥取県企業局西部事務所
33 国土交通省日野川河川事務所 ①H24年7月1日（日）②常時③常時 ①日野川河川敷②事務所ＨＰ③事務所内 ①日野川河川事務所②日野川河川事務所③日野川河川事務所 ①約 10人②　 －③ 　－ ①日野川河川事務所事務局で実施している日野川一斉清掃に職員も参加して、河川敷のゴミ拾いを実施した。②日野川河川事務所ホームページに日野川流域憲章の紹介コーナーを設け、情報連絡会メンバーの活動等を紹介した。③事務所内に日野川流域憲章を掲示して来訪者へＰＲを行っている。
34

（株）中海テレビ放送 H24年4月～H25年3月 （株）中海テレビ放送 日野川の自然・歴史・文化・環境・産業・教育などに視点をおき、日野川の素晴らしさなどを紹介するシリーズ番組「日野川物語」を放送。番組時間は２８分。・H24年4月：渓流釣り・H24年5月：Doスポーツ・H24年6月：金田川のホタル・H24年7月：米川用水・H24年8月：日野川の水・H24年9月：米子屋旅館・H24年10月：菅沢ダム・H24年11月：法勝寺焼皆生窯・H24年12月：八郷の米に賭ける夢・H25年1月：奥日野に響く音・H25年2月：親子子弟の石こけし・H25年3月：ファインダーから見た故郷35 （(元)米子市水道局長）田中　通雄36 （(元)西部総合事務所県土整備局長）仲田　和男37 （(元)米子市下水道部長）小村 　満３７団体（民間団体１８、個人５、流域市町村９、県出先機関２，米子市水道局、鳥取県企業局、日野川河川事務所）
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②今年度（Ｈ２５年４月～Ｈ２６年３月）の日野川流域憲章関連活動の実施予定調査集計表団　体　名 実施予定日（予定月） 実施予定場所 予定実施主体（予定主催者） 参加予定者の概要と人数 予定の活動（事業、行事、イベント等）の概要 自由記入欄【流域憲章や活動についての意見等】1 大山・日野川・中海学協会 ①H25年10月～11月 鳥取大学医学部、鳥取県西部総合事務所 大山・日野川・中海学協会 30～40名程度 大山・日野川・中海学協会セミナーを開催予定。（大山・日野川・中海の良さを広く県民に伝えることが必要との観点から、鳥取大学・民間双方よりそれらの情報に精通した方を講師としてお招きし、わかりやすく地域資源を紹介するセミナーを開催する予定）2 日野川水系漁業協同組合 H25年10月27日(日)予定 日吉津村野球場（日野川皆生大橋付近） 日野川水系漁業協同組合 組合員及び周辺住民約 600名 第109回鮭の学習会として、流刺網の実演、日野川に生息する魚の展示、鮭のチャンチャン焼き・鮭鍋の試食等を開催する予定。3 鳥取日野森林組合4 大山・中海エコツーリズム協議会 H25年10月19日（土）～21日（月） 鳥取県（西部地域中心） エコツーリズム国際大会2013in鳥取実行委員会（参画） 国内外の参加者約 2,000人 「森・里・海、水の連環と人々の営み」をテーマに、エコツーリズム国際大会を開催し、日野川を含む地域の優秀な自然を世界に向けてアピールする。参考：http://iec2013.daisenwonder.com/
5 日野川の源流と流域を守る会 ①H25年7月予定②H25年8月予定③H25年10月予定④H25年9月予定⑤H25年11月予定⑥H25年度 ①日野川流域一帯②西伯郡日吉津村日吉津海岸③日野郡江府町等④日野郡日南町新屋⑤日野郡江府町等⑥日野川流域一帯

日野川の源流と流域を守る会 日野川の源流と流域を守る会会員等 ①日野川河川敷の清掃活動を予定②日吉津海岸や日野川河川敷を歩きながら海岸清掃活動を予定③鏡ヶ成高原の外来植物除去、鏡ヶ成高原の散策を予定④日野川源流域等を散策し、日野川の大切を体験予定⑤奥大山古道の散策を予定⑥日野川の良さをＰＲするための写真コンテストを実施予定
6 Ｄｏスポーツ H25年4月7日、20日、28日、29日、5月3～6日、11日、12日、18日、19日、25日、26日、9月28日、29日、10月5日、6日、12～14日、19日、20日、26日、27日計 25日を予定

日野川（日野町上菅～日野町安原） 総合型地域スポーツクラブ  Ｄｏスポーツ 春150人、秋150人規模予定参加予定定員【半日コース】午前 20人、午後 20人【１日コース】1日 20人 日野川ラフティング春と秋の日野川を仲間とゴムボートに乗って下り、日野川の自然を満喫しながらゴールを目指す体験型アトラクションのラフティングを実施予定。（申込みと参加費必要）
7 米子カヌークラブ8 西部土地改良区9 米川土地改良区10 箕蚊屋土地改良区 H25年8月予定 箕蚊屋土地改良区管内 箕蚊屋地区地域用水機能増進事業日吉津村委員会 岸本小学校・日吉津小学校児童、保護者、関係者約40～50名 箕蚊屋地区は農業用水、集落内用水を日野川より取水している。その水路沿いを歩き、水の役割や大切さを学ぶ予定である。11 米子尚徳公民館
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団　体　名 実施予定日（予定月） 実施予定場所 予定実施主体（予定主催者） 参加予定者の概要と人数 予定の活動（事業、行事、イベント等）の概要 自由記入欄【流域憲章や活動についての意見等】12 （社）鳥取県建設業協会西部支部13 一般社団法人鳥取県日野建設業協会 H25年8月予定 日野郡内の日野川と支流 一般社団法人鳥取県日野建設業協会 会員他約 200人 日野郡内の日野川と支流において河川清掃を実施予定である。14 一般社団法人鳥取県測量設計業協会西部支部 ①H25年6月②H25年10月頃 ①協会ＨＰ②日野川 鳥取県測量設計業協会 ①　 －②約 100人 ①鳥取県測量設計業協会のホームページに日野川流域憲章を掲載しＰＲを行う。②西部支部において、球技大会を開催し、日野川の清掃に参加する予定。15 王子製紙（株）米子工場 ①H25年4月②H25年5月③H25年10月予定 ①日野川沿い桜公園②日野川河口日吉津側③日野川河口日吉津側 王子製紙（株）米子工場 日野川沿いの桜公園整備、日野川河口日吉津側の美化清掃活動を実施する予定である。
16 サントリープロダクツ（株）天然水奥大山ブナの森工場 ①H25年5月～10月で計15回予定②H25年10月予定 奥大山エリア サントリーホールディングス(株）エコ戦略部 ①合計MAX 600名②江府小学校児童 4年生以上 ①環境次世代教育として、「森と水の学校」奥大山校を開催する予定。②「ブナの実プロジェクト」と題して、ブナの実を「竹のポット」や畑に蒔き、卒業時に江府町内に植樹する予定。17 一般社団法人中国建設弘済会18 （ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ生活協同組合とっとり専務理事）　新田　ひとみ19 （シンガーソングライター）細木　佳織20 米子市 H25年7月7日（日）予定米子市内日野川周辺 日野川を美しくする会（春日地区、五千石地区）、車尾地区環境をよくする会、福生東地区日野川を美しくする会 日野川を美しくする会（春日地区、五千石地区）、車尾地区環境をよくする会、福生東地区日野川を美しくする会、米子市役所 毎年、国土交通省日野川河川事務所事務局で行なわれる日野川一斉清掃に参加し、河川敷のゴミ拾いをする予定である。
21 境港市22 日吉津村23 大山町24 南部町25 伯耆町26 日南町
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団　体　名 実施予定日（予定月） 実施予定場所 予定実施主体（予定主催者） 参加予定者の概要と人数 予定の活動（事業、行事、イベント等）の概要 自由記入欄【流域憲章や活動についての意見等】27 江府町 H25年4月28日（日）～5月5日（日） 江府町江尾地内（久連橋・夜振橋） 江府町愛漁会 愛漁会会員、住民ボランティア約 100人 H25年4月28日から5月5日の連休の間、日野川に架かる久連橋・夜振橋に｢日野川をきれいにしよう｣の横断幕の掲示と住民等から寄付を頂いた多数の｢こいのぼり｣を泳がせ河川の美化推進啓発を図った。28 日野町
29
米子市水道局 ①H25年5月17日（金）②H25年6月予定③H25年7月7日(日)予定 ①米子全日空ホテル②米子市内③米子市車尾周辺ほか（日野川左岸河川敷ほか） ①ライフスタイルを見直す環境会議（中央労福協、労金協会、全労済、連合）②大山・日野川・中海学協会③米子市水道局、米子管工事業協同組合

①県外参加者約 100名、地元参加者約 100名（200名規模）②官民学の会員約 25名③水道局職員、協同組合加盟会社社員家族等約180名
①「第15回環境フォーラム」が開催（全国持ち回り）され、今年のメインテーマは「水源保護」で、米子市水道局として講演を行い、その中で「日野川流域憲章」についても紹介を行った。②平成25年度大山・日野川・中海学協会総会が開催される。この時に講演があり、米子市水道局に講演依頼があった。水道局として水環境の保全・研究等について講演することとし、「日野川流域憲章」についても紹介を行う予定。③日野川一斉清掃へ参加し、日野川流域憲章を再認識する。30 鳥取県西部総合事務所地域振興局・米子県土整備局31 鳥取県西部総合事務所日野振興センター日野振興局・日野県土整備局 H25年4月～平成26年3月 日野振興センター内 日野県土整備局 河川砂防課入口に日野川流域憲章を掲示して来訪者へＰＲを行う。32 鳥取県企業局西部事務所

33 国土交通省日野川河川事務所 ①H25年7月7日(日)予定②常時③常時 ①日野川河川敷②事務所ＨＰ③事務所内 ①日野川河川事務所②日野川河川事務所③日野川河川事務所 ①約 10人②　 －③　 － ①日野川河川事務所事務局で実施している日野川一斉清掃に職員も参加して、河川敷のゴミ拾いを実施予定。②日野川河川事務所ホームページに日野川流域憲章の紹介コーナーを設け、情報連絡会メンバーの活動等を紹介する。③事務所内に日野川流域憲章を掲示して来訪者へＰＲを行う。34 （株）中海テレビ放送 H25年4月～H26年3月 （株）中海テレビ放送 日野川の自然・歴史・文化・環境・産業・教育などに視点をおき、日野川の素晴らしさなどを紹介するシリーズ番組「日野川物語」を毎月放送予定。番組時間は28分を予定。35 （(元)米子市水道局長）田中　通雄36 （(元)西部総合事務所県土整備局長）仲田　和男37 （(元)米子市下水道部長）小村 　満３７団体（民間団体１８、個人５、流域市町村９、県出先機関２，米子市水道局、鳥取県企業局、日野川河川事務所）
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