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地域づくりへの参加を目指して
～郷土を見つめ直し地域づくりに積極的に参加しましょう!～

開放講座の目的
①地域住民とのコミュニケーションの促進
②砂防事業・道路事業の重要性について理解と協力を得ること
③受講生が自ら地域作り活動へ積極的に参加するきっかけづく り

開放講座「水と街道」OB活動団体一覧

砂防講座

施設見学
越百川第3砂防堰堤

施設見学
 梨子沢第1砂防堰堤

開放講座「水と街道」（平成11年度開始）

事務所広報誌「あおぞら日記」（平成2年度～平成19年度）

コミュニティー放送Fmpipi「国土交通省多治見だより」（平成11年度～平成19年度）

土岐川流域グリーンベルト（平成12年度開始）

里山砂防（平成21年度開始）

砂防教室・あおぞら教室（平成11年度開始）

キャンプ砂防（平成10年度開始）

砂防ギャラリー（平成4年度～平成20年度）

環境ワーキング（平成18年度開始）

登録有形文化財（平成18年10月登録）

妻木砂防遺産のある町さんぽ構想（平成25年度開始）

道路ふれあい月間活動（昭和33年度開始【平成13年度「道路ふれあい月間」と改称】）

ペーパーブリッジコンテスト（平成11年度～平成19年度）

まちづくり講演会（平成17年度～平成19年度）

道路愛護活動（昭和40年頃開始）　※平成14年度よりボランティア・サポート・プログラム開始

道の駅 賤母（平成6年8月登録）/志野・織部（平成16年4月開駅）/可児ッテ（平成22年9月開駅）

住民に事業の必要性を理解していただき、地域づくりに参加する
きっかけをつくる目的で平成11年度から開催しています。
これまでに1,700名を超える方々が受講し受講生のOB団体が様々
な地域づくり活動に取り組まれています。

6月の「土砂災害防止月間」活動の一環として小学生を対象とし
た砂防に関する教室を開催しています。
これまでに延べ17,600名を超える児童が参加しています。

大学生を対象に砂防事業と地域の歴史・文化等について体験
学習します。平成10年より開催しています。
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団体名

設立
年次
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活動
場所

活動
内容

「水と街道」
東濃会

平成14年
6月

四ツ目川
遊砂工

四ツ目川
防災教育
を通しての
地域づくり

「水と街道」
え～な～会

平成16年
11月

―

地域の防
災リーダー
を目指す
活動

平成20年
4月

可児川
左岸

可児川左
岸遊歩道
整備
植生の復
活

「水と街道」東濃西部会

平成16年
7月

可茂分会多治見分会

生田川遊
砂工公園
及びその
周辺

生田川の
再生を目
的とした環
境整備活
動

「水と街道」
虎渓山の里
山づくり

平成19年
3月

虎渓山
明治古道付近
保寿院周辺

虎渓山遊歩
道・明治古道
の整備
保寿院の竹
林整備

小里川ダム
里山教室

平成18年
6月

小里川ダム
湖畔

小里川ダム
湖畔の里山
整備及び地
域づくり
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開放講座「水と街道」1

土岐川流域グリーンベルト2

砂防教室3

妻木砂防遺産のある町さんぽ構想4

道路愛護活動5

砂防講座 道路講座

第18期会員のみなさん 座談会

現場見学（梨子沢災害復旧現場：南木曽町） 現場見学（山口道路改良工事：中津川市）

砂防講座 過去の災害を視聴

降雨体験 土石流模型実験

砂防施設見学（雲五川床固工：土岐市） 砂防クイズラリー（四ツ目川遊砂工：中津川市）
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現場見学会「妻木の歴史文化と砂防を気軽に楽しく学習しよう」の様子（Ｈ29.5）

多治見市、土岐市の市街地に隣接する山麓斜面を一連の緑地帯（グリーンベルト）として、土砂災害に対する安全性を高め、緑豊
かな都市環境と景観を創出することを目的として行政と地域が連携して取組んでいます。

砂防事業や砂防技術の歴史上、特に貴重と考えられる砂防施
設について、それらの施工背景や用いられた技術上の特徴な
どについて調査してきました。その結果、3つの砂防堰堤が歴
史的貴重性及び重要性を有するとの評価を受け、平成18年
10月、国の『登録有形文化財』に登録されました。

〈基本理念〉
 行政や地域の連携・協力のもと、はげ山
から再生した丘陵を、より安全で豊かな
都市山麓につくりあげていく。 
〈基本方針〉
・山麓斜面を防災的に強い樹林地とし、
土砂災害を防止する。
・土砂災害のおそれのある地域に対し、
適正な土地利用に誘導する。
・防災機能が高く、種の多様性に富む樹
林地を保全・創出する。
・生活に憩いをもたらす自然景観を保全
する。
・身近な自然体験（環境学習や森林レク
レーション）の場を提供する。

基本理念・基本方針

グリーンベルト範囲
グリーンベルト範囲に準ずる範囲
市街化区域または用途地域
庄内川砂防流域
市町村界

樹林整備活動地区

市之倉地区市之倉地区

虎渓山 ● H17～

土岐津の森 ● H17～

三ツ池の森 ● H19～

どんぐりの森 ● H15～ 笠原の森 ● H12～

筒小屋の森 ● H16～
おりべの森 ● H15～

やすらぎの森 ● H15～

地域住民・小中学生・観光客
等が、砂防遺産や妻木町の歴
史文化を巡る『さんぽ』を通じ
て、地域社会における砂防との
関わりを気軽に楽しく体験・学
習できるよう、「妻木砂防遺産
のある町さんぽ構想」を策定し
ました。

地域や企業の皆さんに砂防施設の美化清掃・愛護活動に参加
して頂いています。

環境ワーキング in 子野川床固 環境ワーキング in 山神砂防堰堤

平成29年度河川愛護団体表彰式 環境ワーキング in 四ツ目川遊砂工

妻木砂防遺産のある町さんぽ構想
地域と協働した取組

河 川 愛 護 活 動

（歴史的砂防施設）

二ヶ滝第1砂防堰堤  （木曽川水系中津川支川正ヶ根谷）
に が たき

中津川市

昭和23年度完成　堤高：5m　堤長：26m　形式：空石積堰堤
登録基準：再現することが容易ではないもの

浦山第2砂防堰堤  （庄内川水系妻木川支川浦山谷川）
うら  やまやま  がみ

土岐市

昭和18年度完成　堤高：5m　堤長：28m　形式：空石積堰堤
登録基準：再現することが容易ではないもの

山神砂防堰堤  （木曽川水系中津川支川四ツ目川）中津川市

昭和14年度完成　堤高：8m　堤長：42m　形式：練石積堰堤
登録基準：国土の歴史的景観に寄与しているもの

場所・名称

活動開始年

活 動 主 体

笠原の森
市之倉森づくり部会

多治見市 土岐市

笠原中学校
地域住民有志

おりべの森部会
・地域住民

どんぐりの森部会
・市之倉保育園
保護者会
・長寿会
・市之倉振興会
・地域住民有志

やすらぎの森部会
・市之倉小学校
PTA
・地域住民有志

筒小屋の森部会
・地域住民有志

多治見桜再生
協議会
（地域NPO）

多治見中学校
三ツ池の森整備の会
・多治見中学校
PTA
・地域住民有志

土岐津中学校
・地域住民有志

H12 H15 H15 H15 H16 H17 H19 H17

虎渓山の森 三ツ池の森 土岐津の森
おりべの森 どんぐりの森 やすらぎの森 筒小屋の森

土岐川

木曽川

流域名 堰堤名

浦山第二砂防堰堤

山神砂防堰堤

二ヶ滝第一砂防堰堤

国土の歴史的景観
に寄与しているもの

造形の規範と
なっているもの

再現するのが容
易ではないもの

－

◎

－

－

－

－

◎

－

◎

登録基準
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現場見学会「妻木の歴史文化と砂防を気軽に楽しく学習しよう」の様子（Ｈ29.5）

多治見市、土岐市の市街地に隣接する山麓斜面を一連の緑地帯（グリーンベルト）として、土砂災害に対する安全性を高め、緑豊
かな都市環境と景観を創出することを目的として行政と地域が連携して取組んでいます。

砂防事業や砂防技術の歴史上、特に貴重と考えられる砂防施
設について、それらの施工背景や用いられた技術上の特徴な
どについて調査してきました。その結果、3つの砂防堰堤が歴
史的貴重性及び重要性を有するとの評価を受け、平成18年
10月、国の『登録有形文化財』に登録されました。

〈基本理念〉
 行政や地域の連携・協力のもと、はげ山
から再生した丘陵を、より安全で豊かな
都市山麓につくりあげていく。 
〈基本方針〉
・山麓斜面を防災的に強い樹林地とし、
土砂災害を防止する。
・土砂災害のおそれのある地域に対し、
適正な土地利用に誘導する。
・防災機能が高く、種の多様性に富む樹
林地を保全・創出する。
・生活に憩いをもたらす自然景観を保全
する。
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基本理念・基本方針
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等が、砂防遺産や妻木町の歴
史文化を巡る『さんぽ』を通じ
て、地域社会における砂防との
関わりを気軽に楽しく体験・学
習できるよう、「妻木砂防遺産
のある町さんぽ構想」を策定し
ました。

地域や企業の皆さんに砂防施設の美化清掃・愛護活動に参加
して頂いています。

環境ワーキング in 子野川床固 環境ワーキング in 山神砂防堰堤

平成29年度河川愛護団体表彰式 環境ワーキング in 四ツ目川遊砂工
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昭和23年度完成　堤高：5m　堤長：26m　形式：空石積堰堤
登録基準：再現することが容易ではないもの
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昭和18年度完成　堤高：5m　堤長：28m　形式：空石積堰堤
登録基準：再現することが容易ではないもの
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道 の 駅 道路ふれあい月間
道 路 愛 護 活 動

21 可児ッテ （可児市・平成22年9月開駅）
かにって

19 賤母 （中津川市・平成 7年 8月開駅）
しずも

21 志野・織部（土岐市・平成16年4月開駅）
しの・おりべ 　8月の「道路ふれあい月間」にて広報活動を行っています。道路の愛護活動や道路の正しい利用の啓発等の各種活動を特に推進することにより、

道路を利用する国民の方々に、道路とふれあい、道路の役割や重要性を改めて認識して頂き、道路を常に広く、美しく、安全に利用していただく事
を目的としています。

　道路清掃、除草、樹木剪定、花壇の花植え等、道路の環境美化に向けて、地域住民の方々や企業の皆さんがボランティアで作業してくださっています。
ボランティア団体の皆さんは、V.S.P.（ボランティア･サポート･プログラム）の登録団体と、登録しないで活動されている団体があり、いずれも、道路に対
して美しく、安全に利用できるよう心を配って活動されている皆さんです。
※「ボランティア・サポート・プログラム」とは、道路管理者である多治見砂防国道事務所と、市町、ボランティア団体で協定を結び道路清掃等活動をしていただく環境美化プログラムです。

●多治見を美しくする市民の会（国道19号多治見市内の清掃）
●多治見北高等学校（国道19号多治見市内の清掃）
●曽根会計事務所（国道19号土岐市内の清掃）
●瑞浪高等学校柔道部（国道19号瑞浪市内の清掃）
●山口正巳氏（国道19号瑞浪市内の除草）
●恵那たんぽぽ作業所 (国道19号恵那市内の清掃）
●（株）エナ重機（国道19号恵那市内の清掃）
●東濃信用金庫（各支店近隣の国道を含めた地域の清掃）
●（一社）東濃・木曽防災対策協議会（国道19号の除草、清掃）

●（株）市川工務店　東濃支店（国道19号多治見市内の植樹剪定、除草）
●（株）吉川工務店（国道19号中津川市三五沢ランプ植栽帯の整備）
●（株）藤本組（国道19号多治見市内ゴミ拾い及び弁天町の花壇苗植え）
●会所ヶ丘区シルバー会（国道19号中津川市内の植栽帯草刈り）
●市原長寿クラブ（国道19号瑞浪市土岐町のゴミ拾い）
●中津川市子野区・子野喜楽会 
　（国道19号中津川市内の花壇苗植え）
●協同組合土岐美濃焼卸センター
●（独）岐阜職業能力開発 促進センター
●（国研）日本原子力研究開発機構東濃地科学センター
　（国道21号土岐市次月交差点の花壇苗植え）

　「道の駅」は、安全で快適に道路を利用するための道路交通環
境の提供、地域のにぎわい創出を目的とした施設で、「地域ととも
につくる個性豊かなにぎわいの場」を基本コンセプトにしています。
　また、「道の駅」は 3 つの機能を備えており、24 時間無料で利
用できる駐車場、トイレなどの「休憩機能」、道路情報、観光情報、
緊急医療情報などの「情報提供機能」、文化教養施設、観光レク
リエーション施設などの地域振興施設で地域と交流を図る「地域
連携機能」があります。

QR
コード

道路愛護国土交通大臣表彰 会所ヶ丘区シルバー会 道路愛護多治見砂防国道事務所長表彰
瑞浪高等学校柔道部

道路功労者表彰 恵那たんぽぽ作業所

多治見砂防国道事務所職員作成の
オリジナルポスター

ボランティア・サポート・プログラム意見交換会（一社）東濃・木曽防災対策協議会と道路清掃協働作業

地元の野菜や果物、
特産品が買えて、食事
もできます。野菜、果
物は、地元産以外にも
南信州のりんごなど、
全国の「美味しい」を集
めています。商品やイ
ベントなど「いいもの・
いいひと・いいこと」が
てんこ盛り！何回来ても
楽しめる道の駅です！

土岐市の地場産業で
ある美濃焼が豊富に揃
う道の駅です。みなさ
んの日常の生活にほん
の少しの彩りを添える
器を見つけに来てくだ
さい。

纐纈 駅長

地元生産物の販売、
昔からの食の文化を商
品化しながら販売して
います。
近くにお越しの際は

是非お寄りください。

岸 駅長

田中 駅長

平成27年度には、国・岐阜県・
道の駅が協力し「東濃道の駅めぐ
り」というスマートフォン向けアプ
リをリリースしました。
このアプリでは、道の駅から発

信する情報及び道の駅周辺の情報
を紹介しています。

平成28年度道路愛護･道路功労者表彰の皆さん

ボランティア・サポート･プログラム登録団体

道路愛護活動をされている団体

国における最近10年間での事業
平成22年9月に可児ッテが開駅しました。

国における最近10年間での事業
平成28年度に使いやすいトイレ（トイレ
の洋式化等）に改修しました。防災拠点

可児市により、平成25年度に南海トラフ
巨大地震など超広域災害の発生に備え、
広域物流拠点・応援活動拠点として位置
づけされました。

国における最近10年間での事業
・平成26年度に重点「道の駅」候補に選
定しました。
・平成28年度に
使いやすいト
イレに改修しま
した。
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道 の 駅 道路ふれあい月間
道 路 愛 護 活 動
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連携機能」があります。
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