
①前年度（Ｈ２８年４月～Ｈ２９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2 日野川水系漁業協同組合 ①H28年4月11日（月）②H28年10月30日（日）③H29年3月9日（木） ①米子市八幡②日吉津村河川敷野球グラウンド③米子市八幡 日野川水系漁業協同組合 ①西部あおば幼稚園園児20名②約600名③春日保育園園児 11名、西保育園園児 29名 ①園児による稚アユの体験放流を実施した。②「鮭の学習会」として日野川に生息する魚の展示、鮭の一生の説明、日野川鮭鍋・チャンチャン焼きの試食等を実施した。③園児による鮭の稚魚の体験放流を実施した。3 鳥取日野森林組合4 大山・中海エコツーリズム協議会【※平成２７年度末で解散】【※平成２７年度末で解散】【※平成２７年度末で解散】【※平成２７年度末で解散】
5

日野川の源流と流域を守る会 (1)H28年5月29日（日）(2)H28年6月25日（土）(3)H28年7月3日（日）→荒天のため中止(4)H28年8月1日（月）(5)H28年8月28日（日）(6)H28年9月24日（土）(7)H28年10月16日（日）(8)H28年11月6日（日）(9)H28年11月13日（日）
(1)日野郡日南町生山、宝谷(2)境港市、日吉津村、米子市(3)米子市（古豊千）→荒天のため中止(4)日野郡江府町(5)西伯郡日吉津村(6)日野郡日南町新屋(7)日野郡江府町御机(8)日野郡日野町、日南町、江府町(9)日野郡江府町御机

日野川の源流と流域を守る会 (1)会員、一般 16名(2)会員、一般 20名(3)雨天のため中止(4)江府小学校児童 44名(5)清掃 36名、学習会 21名(6)会員、一般 28名(7)除去活動 42名、自然体験 27名(8)会員、一般 14名(9)会員、一般 約10名（参加者総数100名）
(1)森林整備体験交流会・植樹祭参加(2)日野川写真塾（カメラ撮影勉強会）・境漁港水揚げ見学(3)日野川一斉清掃・川の生き物調べ→雨天のため中止(4)日野川の自然環境及び希少生物を守る体験学習（小学生）(5)日吉津海岸清掃・海岸学習会(6)日野川源流散策(7)鏡ヶ成高原の外来植物除去・自然体験学習(8)日野川写真塾（カメラ撮影勉強会）・平成ふいご祭参加(9)奥大山古道の散策

6 Ｄｏスポーツ ①春4/29～5/29（10日間）②夏7/23～8/23（5日間）③秋10/2～10/30（8日間） 日野川（日野町下黒坂橋～日野町安原） Ｄｏスポーツ ①春 138名②夏 128名③秋  91名　 計 357名 ゴムボートで日野川下り（ラフティング）を実施した。
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 H28年11月12日（土） 伯耆町～日吉津村の箕蚊屋土地改良区管内 箕蚊屋土地改良区 岸本小学校、簑蚊屋小学校、日吉津小学校の児童、保護者、関係者 35名 箕蚊屋土地改良区管内の水路沿いを歩き、また、施設や企業に立ち寄り、説明を聞き、水の利用状況を学んだ。11 米子尚徳公民館 日野川一斉清掃へ参加予定であったが雨天のため中止12 一般社団法人鳥取県西部建設業協会13 一般社団法人鳥取県日野建設業協会 H28年8月2日（火） 日野郡内の日野川と一部支流 鳥取県日野建設業協会 会員他 約200人 河川清掃を実施。
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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 ①H28年4月7日（木）②H28年5月26日（木）③H28年10月 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雨天のため中止②約40名③雨天のため中止 日野川沿いの桜公園整備及び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 日野川一斉清掃へ参加予定であったが雨天のため中止21 境港市22 日吉津村 日野川一斉清掃へ参加予定であったが雨天のため中止23 大山町24 南部町 H29年3月18日（土） 法勝寺川土手周辺 南部町ボランティア連絡協議会 212名（主催者スタッフ、町内小・中・高校生、町内団体、一般） 誰もが住みやすい福祉のまちづくりのため、ボランティアの連携や親睦を図る活動の一つとして、法勝寺川桜土手の清掃活動を実施した。25 伯耆町 日野川一斉清掃へ参加予定であったが雨天のため中止26 日南町
27 江府町 H28年4月29日（金）　　　　～5月8日（日） 江府町江尾地内（夜振橋・久連橋） 江府町愛漁会 愛漁会会員、住民ボランティア 108名 H28年4月29日から5月8日の連休の間、日野川に架かる夜振橋・久連橋に｢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」の横断幕と、平成２８年に大山周辺が日本遺産に認定されたことを祝う「祝 日本遺産認定」の横断幕を上流側、下流側にそれぞれ掲げた。28 日野町
29 米子市水道局 米子市水道局 ・日野川一斉清掃へ参加予定であったが雨天のため中止【その他】・米子市水道局ではホームページにおいて、「日野川流域憲章」制定についてを紹介している。・「日野川流域憲章」の掲示板を水道局見学コースに設置して、来訪者にＰＲしている。平成28年度の見学者総数は1,335名。
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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】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 H28年4月1日～平成29年3月31日 日野振興センター日野県土整備局内 日野県土整備局 一般来訪者 日野県土整備局河川砂防課入口付近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 ①常時②常時 ①事務所ＨＰ②事務所内 ①日野川河川事務所②日野川河川事務所 ①　 －②　 － ①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。②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。③日野川一斉清掃へ参加予定であったが雨天のため中止

34
（株）中海テレビ放送 H28年4月～H29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・教育などに視点を置き、日野川の素晴らしさ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。・平成28年4月：参勤交代の道　出雲街道（伯耆町の郷土史家　安達 允さん他）・平成28年5月：日野川源流の木の職人たち（日南町　木下哲朗さん他）・平成28年6月：日野川流域の水生生物（黒坂小学校校長神庭賢一さん）・平成28年7月：鬼伝説の真実(伯耆町　楽楽福神社他）・平成28年8月：深田土手と深田氏庭園（米子市　深田耕太郎さん）・平成28年9月：幻のもち米　鈴原糯（日野町　松本昌明さん）・平成28年10月:絵本作家の分水嶺さがし（米子市　絵本作家　野坂勇作さん）・平成28年11月:日野川のメッセンジャー（米子市　日野川写真塾）・平成28年12月:まちの魅力をメロディーに（日南町　ピアノ教師　木下 忍さん）・平成29年1月:日野川工業用水（米子市・境港市）・平成29年2月:オシドリの町の人情うどん（日野町　どんぐりＣＯＲＯＣＯＲＯ）・平成29年3月:遺跡が伝える日野川（日南町新屋小タイ田遺跡）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）

3／3



②今年度（Ｈ２９年４月～Ｈ３０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
2 日野川水系漁業協同組合 ①H29年4月12日(水)②H29年10月末頃③H30年3月 ①米子市八幡②日吉津村河川敷野球グラウンド③米子市八幡 日野川水系漁業協同組合 ①日吉津保育所年長組31名②約600名③園児 30名程度 ①園児による稚アユの体験放流を実施した。②「鮭の学習会」として、鮭の一生の説明、日野川に生息する魚の展示、日野川鮭鍋・チャンチャン焼きの試食等を予定。③園児による鮭の稚魚の体験放流を予定。3 鳥取日野森林組合4 大山・中海エコツーリズム協議会【※平成２７年度末で解散】【※平成２７年度末で解散】【※平成２７年度末で解散】【※平成２７年度末で解散】
5

日野川の源流と流域を守る会 (1)H29年5月28日(日)(2)H29年6月24日(土)(3)H29年7月2日(日)(4)H29年7月下旬(5)H29年8月27日(日)(6)H29年9月23日(土)(7)H29年9月30日、10月1、7、8日のいずれか(8)H29年10月15日(日)(9)H29年11月上旬
(1)日野郡日南町宝谷(2)境港市、日吉津村、米子市(3)米子市（古豊千）(4)日野郡江府町(5)西伯郡日吉津村(6)日野郡日南町新屋(7)日野郡日野町(8)日野郡江府町鏡ヶ成(9)日野郡江府町御机

日野川の源流と流域を守る会 ①会員、一般 30名②会員、一般 60名③会員、一般 60名④会員、一般 60名⑤会員、一般 30名⑥会員、一般 50名⑦会員、一般 20名⑧会員、一般 60名⑨会員、一般 20名
(1)森林整備体験交流会(2)日野川写真塾＆境漁港水揚げ見学(3)日野川一斉清掃＆海岸植物等学習会(4)日野川の自然環境と希少生物を守る体験(5)日吉津海岸清掃・海岸学習会(6)日野川源流探訪(7)日野川ラフティング体験(8)外来植物除去活動＆わくわく自然体験(9)奥大山古道ウォーク

6 Ｄｏスポーツ ①春 4月～5月②夏 7月末～8月（募集はせず、小学校行事等の場合のみ実施）③秋 10月 日野川（日野町下黒坂橋～日野町安原） Ｄｏスポーツ ①春 約150名②夏 約100名③秋 約100名　 計 約350名 ゴムボートで日野川下り（ラフティング）を実施予定。
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 H29年10月～11月予定 伯耆町～日吉津村の簑蚊屋土地改良区管内 箕蚊屋土地改良区 岸本小学校、簑蚊屋小学校、日吉津小学校の児童、保護者、関係者 約50名 箕蚊屋土地改良区管内の水路沿いを歩き、施設や企業の説明を聞き、水の利用状況等を学ぶ。
11 米子尚徳公民館 H29年7月2日（日） 法勝寺川流域（兼久から大袋の間） 尚徳公民館運営委員会・尚徳地区自治連合会 50名 日野川一斉清掃開催日に法勝寺川の土手のゴミを収集予定。
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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 一般社団法人鳥取県西部建設業協会13 一般社団法人鳥取県日野建設業協会 H29年8月 日野郡内の日野川と支流 鳥取県日野建設業協会 会員 約200人 河川清掃を実施予定。14 一般社団法人鳥取県測量設計業協会西部支部 どこかの団体が主催される行事において、参加できるものがあれば参加を検討したい。 　15 王子製紙（株）米子工場 ①H29年4月6日（木）②H29年5月予定③H29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 ①雨天のため中止 日野川沿いの桜公園整備及び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 H29年7月2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 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行う予定である。
21 境港市22 日吉津村 H29年7月2日（日） 日野川右岸河口周辺（河川敷グラウンド、水辺の楽校他） 日吉津村 スポーツ少年団等河川敷利用団体（児童、保護者）、一般村民 約100名 日野川一斉清掃へ参加し、作業説明の際に「日野川流域憲章」を紹介する。23 大山町24 南部町 H30年3月17日（土） 法勝寺川土手周辺 南部町ボランティア連絡協議会 約250名（主催者スタッフ、町内小・中・高校生、町内団体、一般） 誰もが住みやすい福祉のまちづくりのため、ボランティアの連携や親睦を図る活動の一つとして、法勝寺川桜土手の清掃活動を行う予定。25 伯耆町 平成29年7月2日（日） 伯耆町内日野川周辺 伯耆町役場等 30名 毎年実施している日野川一斉清掃の際に「日野川流域憲章」を参加者に紹介する予定。26 日野町
27 江府町 H29年4月29日（土）　　　　～5月7日（日） 江府町江尾地内（夜振橋・久連橋） 江府町愛漁会 愛漁会会員、住民ボランティア 約100名 H29年4月29日から5月7日の連休の間、日野川に架かる夜振橋・久連橋に｢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る。28 日野町
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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】
29 米子市水道局 H29年7月2日（日） 米子市車尾周辺ほか（日野川左岸河川敷ほか） 米子市水道局、米子管工事業協同組合 水道局職員、米子管工事業協同組合加盟会社社員家族等 約150名 流域の活動として日野川一斉清掃に参加し、「日野川流域憲章」を再認識する。【その他】・「日野川流域憲章」の制定について、米子市水道局ホームページで紹介する。・水道局見学コースに設置してある「日野川流域憲章」の掲示板を使い来訪者にＰＲ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 H29年4月1日～平成30年3月31日 日野振興センター日野県土整備局内 日野県土整備局 一般来訪者 日野県土整備局河川砂防課入口付近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 ①平成29年7月2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 H29年4月～H30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・教育などに視点を置き、日野川の素晴らしさを紹介するシリーズ番組「日野川物語」を毎月放送する予定。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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