
   

活動日 

平成 30年 10月 23日（火）～ 
平成 30年 12月 20日（木） 

延べ ６日間 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 １名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大）  ３袋 

ビン・缶 ごみ袋（大）  ３袋 

環境情報 ・今年は野鳥が少ないように思われます。 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 

平成 30年４月９日（月）～ 
平成 30年９月 27日（木） 

延べ 13日間 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 １名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） 11袋 

ビン・缶 ごみ袋（大）  ３袋 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 

平成 30年１月８日（月）～ 
平成 30年３月 20日（火） 

延べ ６日間 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 １名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ７袋 

ビン・缶 ごみ袋（大）  ３袋 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 

平成 29年４月３日（月）～ 
平成 29年９月 28日（木） 

延べ 14日間 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ２名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） 12袋 

ビン・缶 ごみ袋（大）  ４袋 

環境情報 ・彼岸花が例年より早く咲いていました。 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 

平成２８年１０月３日（月）～ 
平成２９年３月２１日（火） 

延べ ２５日間 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ２名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ２７袋 

ビン・缶 ごみ袋（大）  ８袋 

環境情報 

・とんびやカラスなどの大きな鳥や、サギ、カモといった

川に生息する２種類の鳥はよく見かけましたが、小鳥の

数は減少しているように感じました。 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 

平成２８年４月４日（月）～ 
平成２８年９月２６日（月） 

延べ ２７日間 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ２名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ２８袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １０袋 

環境情報 
・本年度は異常気象なのか晴天ばかりの状態と雨天ばか

りの状態であった。 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 

平成２７年１０月１日（木）～ 
平成２８年３月２４日（木） 

延べ ２２日間 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ２名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ２５袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ７袋 

環境情報 

・前期に続き、後期も続けましたがゴミの量は少なく 

 感じました。植物の変化は、特に感じられませんでし 

 た。 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 

平成２７年４月４日（土）～ 
平成２７年９月２８日（月） 

延べ ２５日間 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ２名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ２５袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ７袋 

環境情報 

・木枯の森では、キャンプをする方が多いですが、マナ 

ーが向上しておりゴミの量は少なくなっております。 

 ・彼岸花が例年よりも 1週間ほど早く開花しておりま 

  した。 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 

平成２6年 10月 6日（月）～ 
平成２７年３月１９日（木） 

延べ ３０日間 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ２名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ３１袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １３袋 

環境情報 

 台風 18 号の影響で向敷地安倍川緑地からバイパ

ス藁科川の右岸にゴミが大量に漂着してました。 

 3月 20日ごろにノスリを見かけました。 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 

平成２6年４月７日（月）～ 
平成２６年９月２２日（月） 

延べ ２７日間 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ２名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ２８袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ９袋 

環境情報 

 安倍川、藁科川の上空にはノスリが飛んでいますが、
４月～９月の６カ月間に蛇の姿は全く見えなかった。 

 ９月８日には彼岸花が開花、13 日には百舌鳥の高

鳴きがありました。 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

長年の功績が認められ、静岡県河川協会会長表

彰を受賞しました 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

６月３日の静岡県河川協会総会において、田辺信宏会長（静岡市長）

から表彰を受ける浮島代表 



  

活動日 

平成２５年１０月５日（土）～ 
平成２６年３月２６日（水） 

延べ ３０日間 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ２名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ３１袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １３袋 

環境情報 

 異常気象とはいえ、安倍川、藁科川ともに「瀬枯れ」
の状態にはならず清流が市民の憩いにこたえている

ようでした。 

ご報告ありがとうございました！！ 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 



   

活動日 

平成２５年４月６日（日）～ 
平成２５年９月２５日（木） 

延べ ２５日間 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ２名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ２４袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ８袋 

環境情報 

 木枯しの森及び牧ケ谷橋の下には家族キャンプする
方々、太公望の方々が多く、ごみも多かった。 

 異常高温の夏も終わりましたが、９月２０日過ぎま
で百舌の高鳴きが聞かれず、異常気象の連続かと

思われます。 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 

平成２４年９月２９日（土）～ 
平成２５年３月３０日（土） 

延べ ３０日間 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ２名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ３８袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １１袋 

環境情報 

 台風４号、６号の改修工事、豪雨対策の藁科川左岸
の水制工事、バイパス工事及び安倍川では残留土

砂の搬出、三保の海岸の養浜工事等で大変の冬期

間でした。 

活動写真 

 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 

平成２４年４月４日（水）～ 
平成２４年９月２２日（土） 

延べ ３１日間 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ２名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ３２袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １１袋 

環境情報 

 台風 4号、6号の影響で河川が土砂等で荒廃し、太

公望も少なく、また異常気象のため「彼岸花」も大

変遅れ、少量しか発芽しませんでした。 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 
平成２３年１０月１日（土）～ 
平成２４年３月２７日（火） 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ２名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ２７袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ９袋 

環境情報 

 安倍川で残留土砂の撤去、藁科川ではバイパス工
事と野鳥、魚には厳しい環境です。唯、西校裏では

薙、木枯しの森ではノスリの香と、草花は遅れており

ますが、春は近くに来ているようです。 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



   

活動日 
平成２３年３月３０日（水）～ 
平成２３年９月２８日（水） 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ２名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ４７袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １４袋 

環境情報 

 台風(６号・１２号・１５号)の影響で安倍川・藁科川

等に、それ迄の顔とまったく違った顔を見せてくれて

います。天候異変か、彼岸花が９月初旬より見受け

られ、天地異変が心配されます。 

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 

平成２２年９月２５日（土）～ 

平成２３年３月２６日（土） 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 延べ６８名（活動日数３４日） 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ８８袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １３袋 

環境情報 

 安西橋、バイパス安倍川橋、藁科川橋、安倍川橋、
大門川河口の各所で橋脚工事、堤防工事等々が施

工され、通年の安倍川、藁科川の姿ではありません。 

 冬枯れの加工は河川敷が多く、散歩を兼ねてアドプト
事業の活動をさせて頂きました。 

 

            

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 

平成２２年４月３日（土）～ 

平成２２年９月２２日（水） 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 延べ１０８名（活動日数３６日） 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ４０袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １３袋 

環境情報 

 今年は地球温暖化か異常気象なのか多種の蛇おｗ
活動中に見ることができました。（５種類）特に５７年

ぶりに大変珍しい「カラス蛇」（シマ蛇のアルビ）を確

保しました。人生で２度と見ることもないだろうと思

っていたため、大変感動でしたが、静岡大学の先生に

研究資料として提供しました。また、すべての果樹も

豊作のようです。            

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 

平成２１年１０月１９日（月）～ 

平成２２年３月２３日（火） 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 延べ５０名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ３２袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １２袋 

環境情報  安倍川及び藁科川ともに全線で工事中です。                       

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 

平成２１年３月２６日（木）～ 

平成２１年９月２８日（月） 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 延べ５６名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ４３袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １２袋 

環境情報 
 河川敷にビール缶が１０２缶入った袋が捨てられてい
ました。                      

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 

平成２０年１０月２日（木）～ 

平成２１年３月２０日（金） 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 延べ６０名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ５６袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ２１袋 

環境情報                        

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 

平成２０年４月７日（月）～ 

平成２０年９月２４日（水） 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 延べ６２名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ６２袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １８袋 

環境情報 

 安倍川両岸及び藁科川両岸に薄の穂も出はじめ、舟
山には「山栗」が、木枯の森には「どんぐり」が見られ、

又９月 13日には「彼岸花」、14日には「百舌」の高鳴

と秋本番の様相を呈しております。                  

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 

平成１９年９月２８日（金）～ 

平成２０年３月２８日（金） 

団体名（区間）  藁科川グループ （１２） 

参加人数 延べ８４名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） 延べ４７袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） 延べ２５袋 

環境情報 

 前回も記しましたが天候の具合と用事がない時はア
ドプト活動と健康管理のため１日１時間から３時間の

散歩をしております。 

 安倍川、藁科川共初冬から初春は「水枯れ」が生じて
河川工事が多く見受けられ、地元の方々が望んでい

た残留土砂の除去が施工されました。 

 両河川の堤防・河中島の「木枯の森」「舟山」にも春の
訪れを木々、草花が教えてくれてます。          

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１９年５月３日（木）～９月２６日（水） 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 延べ５２名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ４５袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １３袋 

環境情報 

 代表者の健康維持の為週３～４日散歩しその折アド
プト活動も実施しております。 

 健康と環境を合言葉に頑張っています。 

 藁科川堤には彼岸花、藁科川には落鮎、木枯の森で
は百舌の高い声と秋本番の訪れが告げられておりま

す。 

 全体的にはマナー・モラルは向上しておりますが、ビ
ール缶６８缶とか指定袋４袋の可燃物とか見受けら

れます。       

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 

平成１８年１２月２１日（木）～ 

平成１９年４月３０日（月） 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 延べ１００名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） 延べ６２袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） 延べ２６袋 

環境情報 

 昨年１２月より、藁科川の水量が多く、「区間１２」の
木枯の森周辺の活動は３月１日～３月２２頃で４月２

日～１２日までは安西橋下流で大量の不燃物、可燃

物があり、活動区間以外で集積しました。 

 安倍川・藁科川の河岸にも春の新緑が萌えていま
す。本年は早くも大きな「シマ蛇」に出会いました。

（新間川河口）          

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 

平成１８年１２月２１日 （木）～ 

平成１８年１２月２４日 （日） 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 延べ６２名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） 延べ４３袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） 延べ１３袋 

環境情報 

 異常気象の為、安倍川、藁科川にはアユとハヤの姿
が多く当然カワウやその他の鳥も多く、また河中島

には野ウサギも多く見受けられますが、厳寒特有の

木枯しの風はまだまだのようです。                  

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 

平成１８年７月２４日 （月）～ 

平成１８年７月２６日 （水） 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ７名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ２２袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ７袋 

環境情報 

 以前に比較して可燃物ゴミ、空き缶の量が少量にな
ってきました。今後も精一杯がんばります。 

 ６月１日アユの解禁になり太公望の多数見受けられ
ますが、可燃物ゴミの散量が目立って多くなりまし

た。ただ昔（平成１３年頃）に比較すると大変マナー

が良くなっております。 

 土砂は相変わらず残念です。            

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 

平成１８年３月１８日 （土） 

平成１８年３月２２日 （水） 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ３名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ３袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ４袋 

環境情報 

 活動は、１週間平均２～３日散歩兼ね活動しておりま
す。 

 藁科川の水にも春の様子が見えます。河中島には菜
の花も咲き、藁科公民館の裏の雑木林ではウグイス

が鳴いております。                

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 

平成１７年１０月９日 （日）～ 

平成１７年１０月１３日 （木） 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ４名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） 延べ７９袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） 延べ３６袋 

環境情報 

 平成１７年８月２８日羽鳥学区の藁科川クリーン作戦
の清掃事業の為１８日及び１９日の活動は今月の事

業に延期しました。                    

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 

平成１７年４月２０日 （水）～ 

平成１７年４月２４日 （日） 延べ５日間 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ９名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） 延べ１９袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） 延べ１６袋 

環境情報 

 前回１１月６日の報告で流木の事を報告しましたが
今回大変整備されていました。樹木も少なくなりまし

たが、残留土砂が心配です。 

 名勝地や木枯しの森が景観法に基づき回収されまし
た。又左岸の護岸の工事も同時に施工されました。                

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１６年１１月６日 （土） 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ４名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） 延べ２５袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） 延べ２０袋 

環境情報 

 台風の影響が強く可燃ゴミが多く、又河川の流れが
台風毎に変化しております。流木の量が著しく多く清

流景観が芳しくありません。早く撤去することを望み

ます。 

 名勝地木枯しの森が左岸（羽鳥側）が著しく侵食さ
れ、樹木が流出しています。又右岸（牧ヶ谷側）では直

径５０ｃｍ以上の樹木が倒れ枯死しております。景観

法で治療するとのことですが早く実施する様ご連絡

してください。 

 大門川の河口で柳が倒れています。       

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１６年８月３０日 （月） 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ３名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） 延べ５５袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） 延べ２０袋 

環境情報 

 舟山河川中州（他２ヶ所ゴルフボール）回収約１６０
個（昨年は１２０個知り合いに贈る。） 

 安倍川花火、鮎解禁、川遊び等で空き缶ペットボトル
が多く回収。 

 １００ｍｍ／ｈ～２５０ｍｍ／ｈ位の雨が降った状態で
安倍川・藁科川中州状況が変化し流木共類が多く残

留し残念です。             

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 

平成１６年２月９日～ 

平成１６年５月２８日（延べ４４回） 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 延べ６０名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） 延べ２４袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） 延べ１７袋 

環境情報 

 新緑の季節、６月の鮎の解禁ですが、川鵜、水鳥の姿
がほとんど見られません。太公望の方も少なくなると

思われますので、安倍・藁科川共に汚れる量が少ない

と思われます。                  

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１６年２月４日 （水） 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ２名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） １７袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） １３袋 

環境情報 

 冬の立ち枯れで河川敷、堤防でペットボトル、空き缶
を多数収集しました。太公望が捨てたものが指定袋

１袋ありました。また、１０月１０日頃よりバーベキュ

ーの割り箸があり、約２００組収集しました。 

 河川の水枯れのため冬鳥が少々で、昆虫の姿が見受
けられません。               

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１５年１０月７日 （火） 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 ３名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） １０袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ５．５袋 

環境情報 

 ９月１日から１０月８日の間に１７日間実施。 

 平成１３年９月よりごみを収集しておりますが、その
時より感じていたことは残留土砂の異常の量です。名

勝木枯の森も残留土砂で一杯です。安倍川では少々

土砂処理をしている様です。 

 藁科川両岸には彼岸花が咲き、蒲が穂を出し、樹木
の中からは百舌の高鳴きが聞こえ、秋本番の状況で

す。落鮎の姿も見受けられ、太公望も多く出ておりま

す。         

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 



    
活動日 平成１５年８月３１日 （日） 

団体名（区間） 藁科川グループ （１２） 

参加人数 １０名 

ごみ回収量 
燃えるごみ ごみ袋（大） ５袋 

ビン・缶 ごみ袋（大） ３袋 

環境情報 

 当会は町内会７５名も参加し、可燃ゴミ２０袋、ビン・
缶類２袋を回収。 

 ８月２４日から３１日も実施。    

河川環境アドプトプログラム 

活 動 報 告 

ご報告ありがとうございました！！ 


