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もちがせ流しびな行事
旧暦の３月３日に男女一対の紙雛を桟俵にの
せ、菱餅や桃の小枝を添えて、無病息炎を祈り
千代川に流す民俗行事です。

江戸時代にさかのぼる「もちがせの流しびな」。
昭和６０年、鳥取県無形民俗文化財に「用瀬の
ひな送り」として指定された情緒豊かな民俗行
事です。

４月７日（日）
流しびなの館周辺

用瀬流しびな実行委員会
（流しびなの館内）

http://nagashibinanoyakata.jp
/

0858-87-3222
（担当者　田中倫明）

袋川河川清掃
国府地域活性化推進事業の一環により、袋川
の環境美化と各地域の清掃活動の推進を図る
ため、袋川清掃作業を実施。

この活動は、住民、各種団体、行政が協力して
毎年実施しています。ゴミのないまちづくりを目
指し、国府中央橋から中郷橋下流まで、菜の花
に似た西洋芥子菜が所々に咲いている袋川を
ボランティアの参加者によって清掃していただき
ます。

４月１４日（土）
※延期４月２０日（土）
国府中央橋から中郷橋（宮下水位
観測所）まで

鳥取市国府町総合支所 －

〒680-0197
鳥取市国府町宮下1221
鳥取市国府町総合支所

産業建設課　渡辺
0857-39-0560

第１５回八東川クリーンアップ大作
戦

八東川河川敷のプラスチック類・ビン・カン・金
属類など土に還らないごみの回収

河川・海洋の環境悪化と水質汚染の防止を目
指して実施します。１５回目を迎えるこの活動に
例年３００人超の参加者があります。ご参加をお
待ちしています。

４月２０日（土）

八東川クリーンアップ大作戦
実行委員会（委員会構成：鳥
取県・八頭町・若桜町・公立鳥
取環境大学・ＮＰＯ法人八東
川清流クラブ）

http://www.hatto-river.jp
ＮＰＯ法人八東川清流クラブ

090-7132-7230

袋川　鯉のぼり掲揚
４月２７日（土）午前９時集合
若桜橋～花見橋間

袋川をはぐくむ会
袋川をはぐくむ会事務局

090-9506-4634
（担当者　松本洋光）

袋川　鯉のぼり撤去
５月６日（月）午前9時集合
若桜橋～花見橋間

袋川をはぐくむ会
袋川をはぐくむ会事務局

090-9506-4634
（担当者　松本洋光）

殿ダムフェスティバル
ダムマイスターの講話、ダムカレーなど地域特
産品によるロックフィルダムの魅力発信

自然豊かな殿ダムでダムについて理解を深め
ましょう

５月１２日（日）
殿ダム記念広場周辺

殿ダム水源地域活性化推進
連絡会

http://www.yosida-home.ｊｐ
/tonodam.html

0857-77-4607
殿ダム交流館

（担当者　　山内真弥）

袋川　春の除草作戦
５月２５日（土）午前９時～11時
弥生橋～智頭橋間

袋川をはぐくむ会
袋川をはぐくむ会事務局

090-9506-4634
（担当者　松本洋光）

国府フィッシングフェスタ２０１９

殿ダムにより創出された因幡万葉湖並びに周
辺河川の豊かな自然と殿ダムを積極的にＰＲす
る場として毎年開催している、釣りをテーマとし
た地域イベントです。県内をはじめ、隣県の岡
山、兵庫からもたくさんの釣り人においでいただ
き、子どもから大人まで楽しんでいただいてい
ます。

清らかな袋川の自然を利用したこの釣りイベン
トは、２０１９年から、釣りの対象をニジマスか
ら、渓流魚の女王ヤマメに変更して「国府フィッ
シングフェスタ」としてリニューアル開催します。
子ども対象のつかみ取りや、特産品が当たる大
抽選会も開催します。楽しい１日をお過ごしくだ
さい。

５月２６日（日）
殿ダム親水広場（鳥取市国府町楠
城地内袋川/殿ダム上流約２㎞）

国府フィッシングフェスタ実行
委員会

http://www.city.tottori.lg.jp

〒680-0197
鳥取市国府町宮下1221
鳥取市国府町総合支所
産業建設課　岡本克彦

0857-39-0560

鳥取県水防訓練

河川の氾濫を想定した水防訓練が５月２６日
（日）に、千代川河川敷（千代橋下流東側）で行
われます。当日会場では、手話通訳付き中継
映像や、専門家による音声放送により、緊迫し
た訓練の様子を分かりやすく解説する予定で
す。また、災害時に役立つ「ロープワーク」、「土
のう作り」も体験できます。

５月２６日（日）
千代川河川敷（千代橋下流東側）

鳥取県
河川課

0857-26-7377

６月 千代川市民一斉清掃

鳥取・国府地域の上水道水源の上流にある千
代川倉田スポーツ広場及びその周辺（河川敷
含む）の清掃を毎年の水道週間（６／１～６／
７）に合わせて行います。

千代川は私たちの大切な水源です。きれいな川
を守るため、みなさんのご協力をお願いします。

６月２日（日）小雨決行、雨天・荒天
の場合は６月９日（日）に延期

鳥取市水道局
http://www.water.tottori.totto
ri.jp/

鳥取市水道局
経営企画課 広報係

0857-53-7953

２０１９年度　イベントカレンダー

４月

5月
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２０１９年度　イベントカレンダー

６月～７月 八東川河川敷草刈他、河川敷清掃
鳥取県とのスーパーボランティア契約に基づく
八東川河川敷の草刈と清掃

会員独自に行っていますが、自主参加は、ウエ
ルカム。

６月～７月（期日未定、数日間実施）
八東川河川敷（八頭町東地内勘右
衛門土手公園付近）

ＮＰＯ法人　八東川清流クラブ http://www.hatto-river.jp 090-7132-7230

八東川水質・水生生物調査
試薬による水質検査、水生生物採捕による水
質判定を実施します。　特に魚についても水中
カメラ等で調査します。

八東川で１０年くらい継続して調査しています。
ボランティア参加を求めます。

＜予定＞７月２０日（土）
八東川３か所

ＮＰＯ法人　八東川清流クラブ http://www.hatto-river.jp 090-7132-7230

川遊びフェスタｉｎ八東川

小学校児童を対象として、遊びを通して川環境
への関心と啓発の一助に実施しています。カ
ヌー・いかだ遊び・魚のつかみ取り・水中生き物
さがしなどを行います。

参加した児童たちの歓声が川面に響き渡りま
す。スタッフとしてのボランティア参加を募集しま
す。

７月２７日（土）八東川勘右衛門土手
公園付近河川敷（八頭町東地内）

ＮＰＯ法人　八東川清流クラブ http://www.hatto-river.jp 090-7132-7230

第４０回鳥取市河原町あゆ祭
河原町は、古くから「あゆの町」として知られて
おり、あゆの豊漁を願うと共に「あゆの町」を広
くＰＲするために、『あゆ祭』を開催しています。

夏の風物詩として定着している同祭も、今回、
第４０回の節目を迎え、例年以上に盛大に開催
します。

８月３日（土）
千代川袋河原広場

あゆ祭企画実行委員会
（事務局：鳥取市河原町総合
支所　産業建設課内）

0858-76-3115
（担当者　山下　晶）

第１２回赤波川おう穴まつり

・赤波川は用瀬町大村地区を流れる千代川の
支流の１つです。
・この中流1.2km余の区間は、川幅が狭く切り
立った｢赤波川渓谷｣を形成し、河床には、数多
くの窪み状の浸食地形｢おう穴群｣が発達してい
ます。
・おう穴まつりは、ここを会場に開催され、渓谷
に沿ってのウォーキング、沢登り体験、ガイドに
よる現地説明等とともに、昼食は地域の食材に
よるバーベキューも味わえます。

・真夏の最も暑いこの時期にあって、一時の涼
しさに浸ることが出来ます。また、赤波川渓谷の
恵まれた自然の中での体験は、子どもたちには
得難い夏休みの思い出づくりにもなります。
・｢赤波川渓谷のおう穴群｣は2013年に｢県天然
記念物｣に指定されるとともに、｢とっとり（因伯）
の名水28｣にも選定されています。

８月４日（日） 大村地区まちづくり協議会
http://chiiki.city.tottori.tottori
.jp/omura-1/

0858-87-2884
（担当者　森田美代子）

殿ダム見学会・環境学習会ほか 殿ダムの見学。　環境学習並びに星空観察。 殿ダムで自由研究をしよう。
８月４日（日）
殿ダム記念広場周辺

殿ダム水源地域活性化推進
連絡会

http://www.yosida-home.ｊｐ
/tonodam.html

0857-77-4607
殿ダム交流館

（担当者　山内真弥）

響け！殿ダム野外音楽祭
万葉の里国府を舞台に世代を超えた音を楽し
む交流イベント

万葉の里国府の自然の中で、楽器と風が奏で
るハーモニーを聴きながら、スーパーカーショー
など楽しい一日をお過ごし下さい。

９月１５日（日）
殿ダム記念広場

まちづくり・いきいき成器の会
http://www.yosida-home.ｊｐ
/tonodam.html

0857-77-4607
殿ダム交流館

（担当者　　山内真弥）

用瀬町瀬戸川やまめ釣り大会

用瀬地区内を流れる瀬戸川でやまめ釣りとつ
かみ取りを行います。
参加料　釣り６００円、つかみ取り２００円
※つかみ取りの対象は小学生以下（小学２年生
以下は保護者同伴）

瀬戸川に設置された特設いけすを使い、やまめ
釣りとつかみ取りを行います。
釣り竿、仕掛けは主催者が準備します。
女性、初心者コーナーもあります。

９月２９日（日）午前9:00～12:00
用瀬町用瀬（瀬戸川ぞい、三区公
民館付近）

用瀬宿活性化委員会
用瀬町総合支所　地域振興課

0858-87-2111
（担当者　平木）

９月

8月

７月
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２０１９年度　イベントカレンダー

袋川　秋の一斉清掃
１０月１９日（土）午前９時～１１時
弥生橋～智頭橋間

袋川をはぐくむ会
袋川をはぐくむ会事務局

090-9506-4634
（担当者　松本洋光）

第10回千代川流域森の健康診断in
国府

一見すると豊かな森林ですが、本当に健康な
森でしょうか？簡単な道具を使って、木の高さ
や太さを測ったり、落ち葉や土を調べたり、自然
を観察しながら人工林の健康診断をします。
１班７人ほどのグループに分かれ、地元をよく
知る人、自然に詳しい人と一緒に楽しく調査を
行うので、初めての方でも大丈夫です！

全国に先駆けて2005年6月に矢作川流域で、10
月に土岐川・庄内川流域で行われ、千代川流
域でも、2010年に源流の智頭町から始め、10年
間で河口の賀露まで目指して、毎年継続して流
域全体行うことを目標にして進めてきました。今
年で10年、鳥取市東部・国府町の森を診断する
と流域全体の調査で目標を達成します。調査の
結果は鳥取大学農学部永松大教授により整理
され来年には報告する機会をつくる予定です。

１０月２６日（土）８：３０開会式
集合場所：鳥取市国府町コミュニ
ティセンター（鳥取市国府町庁３８
０）

賀露おやじの会
http://www.yamakawagenki.or
g/?eid=54

0857-30-7371
mo2yo2@yahoo.co.jp
（担当者　藤田　充）

殿ダム因幡万葉湖２０１９ウォーキ
ング大会

殿ダム及び因幡万葉湖周辺をウォーキングし、
地域の魅力を体感するとともに、地元特産品の
出店を行い交流の促進を図る。

因幡万葉湖の秋の景色をお楽しみください。
１０月２７日（日）
殿ダム記念広場

殿ダムウォーキング実行委員
会

https://www.city.tottori.lg.jp
鳥取市　都市環境課

0857-20-3256
（担当者　岡野重美）

１１月 土師川　源流探険

千代川水系の各支川の『源流』に流域住民が
一同に集い、豊かな自然や森林の環境を体験
することにより、森林や水の重要性について、
みんなで考え、理解を深めることを目的としてい
ます。

千代川水系土師川の清流を探険します。智頭
町側から那岐山の豊かな森林に育まれた自然
を探索しながら、心身のリフレッシュを図り、地
域の有識者の解説を聞いて、森林保全の重要
性を学べます。

１１月９日（土）
智頭町土師川源流（那岐山）

千代川流域圏会議事務局
http://www5.cgr.mlit.go.jp/tottori/i

ndex.html

国土交通省　鳥取河川国道事務
所　　　占用調整課　0857-29-

1841
（担当者　加藤　野田）

12月

２０２０年
1月

２月 殿ダム雪まつり 雪をテーマとした山間地交流イベント
殿ダム記念広場内で行われる各種イベントの
他、殿ダム周辺の冬の景色をお楽しみくださ
い。

２月９日（土）
殿ダム記念広場

殿ダム指定管理者（吉田建設
㈱）

https://www.city.tottori.lg.jp
鳥取市　都市環境課

0857-20-3256
（担当者　岡野重美）

３月 用瀬川遊びフェスティバル

ラフト（大型ゴムボート）に乗って千代川を下りま
す。
距離は古用瀬～美成間の約１．２ｋｍ。
参加費５００円（予定）

川の水が最も多い時期に、千代川一の急流を
ラフトで下ります。
各ラフトにはガイドが同乗しますし、ライフジャ
ケット等の貸出もありますので未経験者でも安
心して参加できます。
スリル満点の川下りをお楽しみください。

３月　　　日（　）　※期日未定
千代川（集合場所　用瀬地区保健
センター）

用瀬町ジゲおこし実行委員会
用瀬町総合支所　地域振興課

0858-87-2111
（担当者　平木）

4月

１０月
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◎ もちがせ流しびな行事

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
 用瀬流しびな実行委員会（流しびなの館内）

 0858-87-3222（担当者　田中倫明）
http://nagashibinanoyakata.jp/

◎ 袋川河川清掃

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
鳥取市 国府町総合支所  産業建設課
0857-39-0560（担当者　渡辺）

◎ 第１５回八東川クリーンアップ大作戦

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
ＮＰＯ法人八東川清流クラブ
090-7132-7230
http://www.hatto-river.jp

◎ 袋川　鯉のぼり掲揚

概要：

ＰＲ：

午前９時集合
場所：若桜橋～花見橋間
《お問合せ》

袋川をはぐくむ会事務局
090-9506-4634（担当者　松本洋光）

国府地域活性化推進事業の一環により、袋川の環境美化と各地域の清掃活動の推進を図
るため、袋川清掃作業を実施。

この活動は、住民、各種団体、行政が協力して毎年実施しています。ゴミのないまちづ
くりを目指し、国府中央橋から中郷橋下流まで、菜の花に似た西洋芥子菜が所々に咲い
ている袋川をボランティアの参加者によって清掃していただきます。

旧暦の３月３日に男女一対の紙雛を桟俵にのせ、菱餅や桃の小枝を添えて、無病息炎を
祈り千代川に流す民俗行事です。

江戸時代にさかのぼる「もちがせの流しびな」。昭和６０年、鳥取県無形民俗文化財に
「用瀬のひな送り」として指定された情緒豊かな民俗行事です。

期間：４月７日（日）

期間：４月１４日（土）※延期４月２０日（土）

期間：４月２０日（土）

八東川河川敷のプラスチック類・ビン・カン・金属類など土に還らないごみの回収

河川・海洋の環境悪化と水質汚染の防止を目指して実施します。１５回目を迎えるこの
活動に例年３００人超の参加者があります。ご参加をお待ちしています。

期間：４月２７日（土）



◎ 袋川　鯉のぼり撤去

概要：

ＰＲ：

午前９時集合
場所：若桜橋～花見橋間
《お問合せ》

袋川をはぐくむ会事務局
090-9506-4634（担当者　松本洋光）

◎ 殿ダムフェスティバル

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
殿ダム交流館
0857-77-4607（担当者　　山内真弥）
http://www.yosida-home.ｊｐ/tonodam.html

◎ 袋川　春の除草作戦　

概要：

ＰＲ：

午前９時～11時
場所：弥生橋～智頭橋間
《お問合せ》

袋川をはぐくむ会事務局
090-9506-4634（担当者　松本洋光）

◎ 国府フィッシングフェスタ２０１９

概要：

ＰＲ：

場所：殿ダム親水広場（鳥取市国府町楠城地内袋川/殿ダム上流約２㎞）
《お問合せ》

鳥取市国府町総合支所　産業建設課
0857-39-0560（担当者　岡本克彦）
http://www.city.tottori.lg.jp

◎ 鳥取県水防訓練 期間：５月２６日（日）

ダムマイスターの講話、ダムカレーなど地域特産品によるロックフィルダムの魅力発信

期間：５月６日（月）

期間：５月１２日（日）

清らかな袋川の自然を利用したこの釣りイベントは、２０１９年から、釣りの対象をニ
ジマスから、渓流魚の女王ヤマメに変更して「国府フィッシングフェスタ」としてリ
ニューアル開催します。子ども対象のつかみ取りや、特産品が当たる大抽選会も開催し
ます。楽しい１日をお過ごしください。

自然豊かな殿ダムでダムについて理解を深めましょう

期間：５月２５日（土）

期間：５月２６日（日）

殿ダムにより創出された因幡万葉湖並びに周辺河川の豊かな自然と殿ダムを積極的にＰ
Ｒする場として毎年開催している、釣りをテーマとした地域イベントです。県内をはじ
め、隣県の岡山、兵庫からもたくさんの釣り人においでいただき、子どもから大人まで
楽しんでいただいています。



概要：

ＰＲ：

場所：千代川河川敷（千代橋下流東側）
《お問合せ》

鳥取県　河川課
0857-26-7377

河川の氾濫を想定した水防訓練が５月２６日（日）に、千代川河川敷（千代橋下流東
側）で行われます。当日会場では、手話通訳付き中継映像や、専門家による音声放送に
より、緊迫した訓練の様子を分かりやすく解説する予定です。また、災害時に役立つ
「ロープワーク」、「土のう作り」も体験できます。



◎ 千代川市民一斉清掃

概要：

ＰＲ：

小雨決行、雨天・荒天の場合は６月９日（日）に延期
《お問合せ》

鳥取市水道局経営企画課 広報係
0857-53-7953
http://www.water.tottori.tottori.jp/

期間：６月２日（日）

鳥取・国府地域の上水道水源の上流にある千代川倉田スポーツ広場及びその周辺（河川
敷含む）の清掃を毎年の水道週間（６／１～６／７）に合わせて行います。

千代川は私たちの大切な水源です。きれいな川を守るため、みなさんのご協力をお願い
します。



◎ 八東川河川敷草刈他、河川敷清掃

概要：

ＰＲ：

場所：八東川河川敷（八頭町東地内勘右衛門土手公園付近）
《お問合せ》

ＮＰＯ法人　八東川清流クラブ
090-7132-7230
http://www.hatto-river.jp

鳥取県とのスーパーボランティア契約に基づく八東川河川敷の草刈と清掃

会員独自に行っていますが、自主参加は、ウエルカム。

期間：６月～７月（期日未定、数日間実施）



◎ 八東川水質・水生生物調査

概要：

ＰＲ：

場所：八東川３か所
《お問合せ》

ＮＰＯ法人　八東川清流クラブ
090-7132-7230
http://www.hatto-river.jp

◎ 川遊びフェスタｉｎ八東川

概要：

ＰＲ：

場所：八東川勘右衛門土手公園付近河川敷（八頭町東地内）
《お問合せ》

ＮＰＯ法人　八東川清流クラブ
090-7132-7230
http://www.hatto-river.jp

参加した児童たちの歓声が川面に響き渡ります。スタッフとしてのボランティア参加を
募集します。

試薬による水質検査、水生生物採捕による水質判定を実施します。　特に魚についても
水中カメラ等で調査します。

八東川で１０年くらい継続して調査しています。ボランティア参加を求めます。

期間：７月２７日（土）

小学校児童を対象として、遊びを通して川環境への関心と啓発の一助に実施していま
す。カヌー・いかだ遊び・魚のつかみ取り・水中生き物さがしなどを行います。

期間：＜予定＞７月２０日（土）



◎ 第４０回鳥取市河原町あゆ祭

概要：

ＰＲ：

場所：千代川袋河原広場
《お問合せ》

あゆ祭企画実行委員会
（事務局：鳥取市河原町総合支所　産業建設課内）
0858-76-3115（担当者　山下　晶）

◎ 第１２回赤波川おう穴まつり

概要：

ＰＲ：

《お問合せ》
大村地区まちづくり協議会
0858-87-2884（担当者　森田美代子）
http://chiiki.city.tottori.tottori.jp/omura-1/

◎ 殿ダム見学会・環境学習会ほか

概要：

ＰＲ：

場所：殿ダム記念広場周辺 
《お問合せ》

殿ダム水源地域活性化推進連絡会
0857-77-4607　殿ダム交流館（担当者　山内真弥）
http://www.yosida-home.ｊp/tonodam.html

期間：８月３日（土）

河原町は、古くから「あゆの町」として知られており、あゆの豊漁を願うと共に「あゆ
の町」を広くＰＲするために、『あゆ祭』を開催しています。

夏の風物詩として定着している同祭も、今回、第４０回の節目を迎え、例年以上に盛大
に開催します。

期間：8月4日（日）

・赤波川は用瀬町大村地区を流れる千代川の支流の１つです。
・この中流1.2km余の区間は、川幅が狭く切り立った｢赤波川渓谷｣を形成し、河床に
は、数多くの窪み状の浸食地形｢おう穴群｣が発達しています。
・おう穴まつりは、ここを会場に開催され、渓谷に沿ってのウォーキング、沢登り体
験、ガイドによる現地説明等とともに、昼食は地域の食材によるバーベキューも味わえ
ます。
・真夏の最も暑いこの時期にあって、一時の涼しさに浸ることが出来ます。また、赤波
川渓谷の恵まれた自然の中での体験は、子どもたちには得難い夏休みの思い出づくりに
もなります。
・｢赤波川渓谷のおう穴群｣は2013年に｢県天然記念物｣に指定されるとともに、｢とっ
とり（因伯）の名水28｣にも選定されています。

期間：８月４日（日）

殿ダムの見学。　環境学習並びに星空観察。

殿ダムで自由研究をしよう。



◎ 響け！殿ダム野外音楽祭

概要：

ＰＲ：

場所：殿ダム記念広場
《お問合せ》

殿ダム水源地域活性化推進連絡会
0857-77-4607　殿ダム交流館（担当者　山内真弥）
http://www.yosida-home.ｊｐ/tonodam.html

◎ 用瀬町瀬戸川やまめ釣り大会

概要：

ＰＲ：

時間：午前9:00～12:00

場所：用瀬町用瀬（瀬戸川ぞい、三区公民館付近）
《お問合せ》

用瀬町総合支所　地域振興課
0858-87-2111（担当者　平木）

用瀬地区内を流れる瀬戸川でやまめ釣りとつかみ取りを行います。
参加料　釣り６００円、つかみ取り２００円
※つかみ取りの対象は小学生以下（小学２年生以下は保護者同伴）

瀬戸川に設置された特設いけすを使い、やまめ釣りとつかみ取りを行います。
釣り竿、仕掛けは主催者が準備します。
女性、初心者コーナーもあります。

期間：９月１５日（日）

万葉の里国府を舞台に世代を超えた音を楽しむ交流イベント

万葉の里国府の自然の中で、楽器と風が奏でるハーモニーを聴きながら、スーパーカー
ショーなど楽しい一日をお過ごし下さい。

期間：９月２９日（日）



◎ 袋川　秋の一斉清掃　

概要：

ＰＲ：

場所：弥生橋～智頭橋間
《お問合せ》

袋川をはぐくむ会事務局
090-9506-4634（担当者　松本洋光）

◎ 第10回千代川流域森の健康診断in国府

概要：

ＰＲ：

８：３０開会式
集合場所：鳥取市国府町コミュニティセンター（鳥取市国府町庁３８０）
《お問合せ》

賀露おやじの会
0857-30-7371　mo2yo2@yahoo.co.jp（担当者　藤田　充）
http://www.yamakawagenki.org/?eid=54

◎ 殿ダム因幡万葉湖２０１９ウォーキング大会

概要：

ＰＲ：

場所：殿ダム記念広場
《お問合せ》

鳥取市　都市環境課
0857-20-3256（担当者　岡野重美）
https://www.city.tottori.lg.jp

期間：１０月２６日（土）

期間：１０月１９日（土）午前9時～11時

期間：１０月２７日（日）

殿ダム及び因幡万葉湖周辺をウォーキングし、地域の魅力を体感するとともに、地元特
産品の出店を行い交流の促進を図る。

因幡万葉湖の秋の景色をお楽しみください。

一見すると豊かな森林ですが、本当に健康な森でしょうか？簡単な道具を使って、木の
高さや太さを測ったり、落ち葉や土を調べたり、自然を観察しながら人工林の健康診断
をします。
１班７人ほどのグループに分かれ、地元をよく知る人、自然に詳しい人と一緒に楽しく
調査を行うので、初めての方でも大丈夫です！

全国に先駆けて2005年6月に矢作川流域で、10月に土岐川・庄内川流域で行われ、千
代川流域でも、2010年に源流の智頭町から始め、10年間で河口の賀露まで目指し
て、毎年継続して流域全体行うことを目標にして進めてきました。今年で10年、鳥取
市東部・国府町の森を診断すると流域全体の調査で目標を達成します。調査の結果は鳥
取大学農学部永松大教授により整理され来年には報告する機会をつくる予定です。



◎ 土師川　源流探険

概要：

ＰＲ：

場所：
《お問合せ》

千代川流域圏会議事務局　国土交通省　鳥取河川国道事務所　占用調整課
（担当者　加藤 　野田）

０８５７－２９－１８４１

概要：

ＰＲ：

概要：

ＰＲ：

鳥取県智頭町土師川源流域（那岐山）

期間：１１月９日（土）午前８時30分～1５時

千代川水系の各支川の『源流』に流域住民が一同に集い、豊かな自然や森林の環境を体
験することにより、森林や水の重要性について、みんなで考え、理解を深めることを目
的としています。

千代川水系土師川の清流を探険します。智頭町側から那岐山の豊かな森林に育まれた自
然を探索しながら、心身のリフレッシュを図り、地域の有識者の解説を聞いて、森林保
全の重要性を学べます。



◎ 殿ダム雪まつり

概要：

ＰＲ：

場所：殿ダム記念広場
《お問合せ》

鳥取市　都市環境課
0857-20-3256（担当者　岡野重美）
https://www.city.tottori.lg.jp

期間：２月９日（土）

雪をテーマとした山間地交流イベント

殿ダム記念広場内で行われる各種イベントの他、殿ダム周辺の冬の景色をお楽しみくだ
さい。



◎ 用瀬川遊びフェスティバル

概要：

ＰＲ：

場所：千代川（集合場所　用瀬地区保健センター）
《お問合せ》

用瀬町総合支所　地域振興課
0858-87-2111（担当者　平木）

期間：３月　日（　）※期日未定 

ラフト（大型ゴムボート）に乗って千代川を下ります。
距離は古用瀬～美成間の約１．２ｋｍ。
参加費５００円（予定）

川の水が最も多い時期に、千代川一の急流をラフトで下ります。
各ラフトにはガイドが同乗しますし、ライフジャケット等の貸出もありますので未経験
者でも安心して参加できます。
スリル満点の川下りをお楽しみください。


