
平成３０年度　事業報告

平成３０年１０月１日～令和元年９月３０日
１　実施事業

（1 ） 揖斐川流域クリーン大作戦

西濃環境ＮＰＯネットワーク・いびＮＰＯ法人連絡協議会の事務局として、担当ＮＰＯ法

人との調整や参加者募集、資材準備などを行った。

　　　　 　令和元年　５月１４日 (火)　参加者説明会（揖斐川町地域交流センターはなもも・50

人）

　　　　 　　　　　　５月２４日 (金)　会場準備（ 15 人）

　　　　 　　　　　　５月２５日 (土)　揖斐川会場の運営（全域で3,000人）

（2 ） 古紙回収事業

　　 　毎月１回、内田木材工業（揖斐川町白樫）にて、新聞・雑誌・段ボール・古着・毛布・ペッ

トボトルキャップ・牛乳パック・を回収した。　

　　　  　

　平成３０年１２月　６日（木）サンメッセ（株）からペットボトルキャップ受領

　平成３０年１２月１８日（火）大垣工業高校からペットボトルキャップ受領

平成３１年　３月　６日（水）池田町立温知小学校からペットボトルキャップ受領

平成３１年　３月２８日（木）大和小学校からペットボトルキャップ受領

平成３１年　４月　２日（火）海津化学ゴム（ＮＰＯ法人エコキャップ推進協会・海津市）へ搬入

令和　元年　６月２１日（金）藤橋の湯からペットボトルキャップ受領

令和　元年　７月　８日（月）揖斐高校からペットボトルキャップ受領

　令和　元年　７月１７日（水）大垣商業高校からペットボトルキャップ受領

（３）走れエコパッカー車事業

平成３０年度　古紙など回収リサイクル事業実績
（正味重量：Kg）

実施日 古着 雑誌 新聞 段ボール 牛乳ﾊﾟｯｸ ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟ

平成３０年 10月 27日(土) 25 330 290 185 15 　

　 11月 24日(土) 5 245 145 65 5

　 12月 22日(土) 45 595 320 275 5 　

平成３１年 １月２ 6日(土) 15 390 370 130 5　 　

　 ２月２ 3日(土) 15 465 330 200 5

　 ３月 30日(土) 15 195 410 390 5 　

　 ４月２ 0日(土) 125 570 330 280 10 1,150　

令和元年 ５月18日(土) 15 340 250 60 0 　

　 ６月 29日(土) 25 320 480 340 15

　 ７月２ 7日(土) 45 280 400 120 5 　

　 ８月 31日(土) 55 340 450 195 5 　

　 ９月 28日(土) 35　 350　 310　 180　 5　

　 　　　計 420 4,420 4,085 2,420 80 1,150　



　 揖斐川町の園児・児童・生徒を対象に環境やリサイクルに関する図案の募集を夏休み期間中

に行った。

応募総数：４２作品、入賞１２作品。

　 作品展は、平成３０年１０月　８日（月・祝）にアースデイいびがわで開催。

（４）いび地域環境塾

　　揖斐郡内の園児・小学生親子を対象に、地域の自然に触れるもの、地域の自然を活用した環境

体験学習の場を提供した。講座は「岐阜県民環境の日」である毎月第２土曜日を中心に開催し、

会員ＮＰＯ法人の得意分野を生かした多様な内容の講座を開催した。

　　平成３０年１０月　８日（月）アースデイいびがわでのいび地域環境塾・200人

平成３０年１０月１３日（土）ぼかし作り体験教室・ 10 人（池田町）

平成３０年１０月２０日（土）みんなで稲刈り・ 20 人（揖斐川町）

　　平成３０年１１月１７日（土）里山探検隊・秋編・ 20 人（揖斐川町）

　　平成３０年１２月　１日（土）収穫祭・ 20 人（揖斐川町）

　　平成３０年１２月　８日（土）クリスマスリース作り・ 30 人（池田町）

　　平成３０年１２月１５日（土）バードウオッチング・ 30 人（揖斐川町）

　　平成３１年　２月１６日（土）里山探検隊・冬編・ 20 人（揖斐川町）

　　平成３１年　３月　３日（日）自然観察会・ 25 人（揖斐川町谷汲）

　　令和　元年　５月１２日（日）さつまいもの苗植え・ 10 人（大野町）　

　　令和　元年　５月２５日（土）河川ごみ拾い・水質検査・鮎の放流・ 26 人（揖斐川町）

　　令和　元年　６月　２日（日）さつまいもの観察会・ 10 人（大野町）

　　令和　元年　６月１６日（日）星見盤作り・ 30 人（池田町）

令和　元年　７月　７日（日）ソーラーミニカーの製作・ 30 人（池田町）

令和　元年　７月２０日（土）里山探検隊・夏編・ 20 人（揖斐川町）

　　令和　元年　８月　４日（日）防災ゲーム＆備災食作り・ 30 人（池田町）

　　令和　元年　８月１０日（土）ペットボトルロケット作成講座・ 40 人（池田町）

　　令和　元年　８月１７日（土）ぼかし作り体験＆カレー試食・ 10 人（池田町）

　　令和　元年　９月１５日（日）さつまいもの収穫・ 10 人（大野町）

（５）第９回《アースデイ・いびがわ》

《アースデイ・いびがわ》実行委員会の担当事務局として、実行委員会の運営、企画、参加者募

集、会場準備、当日の運営など全般にわたる業務を担った。

　　 　　平成３０年１０月　７日 (日)　会場準備（大野町・パレットピアおおの、スタッフ25

人）

　　　　　   　　　　１０月　８日 (月)　イベントの運営・総括（地域住民2,000人）・後片付け

２　ほかのＮＰＯ法人との協働　

（1 ） いびＮＰＯ法人連絡協議会の運営

いびＮＰＯ法人連絡協議会の事務局として、毎月開催する役員会や「いび地域環境塾」な

どの運営、会員団体への情報提供などを行った。

①総会の開催　　平成３０年１２月　９日(日)　揖斐公民館

②役員会の開催　計１２回

（10/23、11/20、12/18、 1/24 、 2/18 、 3/18 、 4/22 、 5/20 、 6/17 、 7

/22、 8/19 、 9/17 ）　

（2 ） 西濃環境ＮＰＯネットワークの運営



西濃環境ＮＰＯネットワークの事務局として、役員会やエコライフ推進実行委員会、新し

い縁づくり実行委員会などの運営、ホームページの管理などを行った。

1 総会の開催　　平成３０年１２月２３日（日）大垣市多目的交流イベントハウス

2 役員会の開催　計１１回

（10/31、11/28、 1/23 、 2/27 、 3/27 、 4/17 、 5/22 、 6/19 、 7/24 、 8

/28、 9/18 ）

3 ぎふ・西濃 新しい縁（えにし）づくり事業

　　　　他団体との情報交流を行った。

３　会議など

（１）総会　　　第１８回通常総会　　平成３０年１２月　９日(日)　揖斐公民館

（２）理事会　

　　　　　第２０７回理事会　　平成３０年１０月２２日(月)　いびがわミズみずエコステーション

　　　　　第２０８回理事会　　平成３０年１１月１９日(月)　 　　〃

　　　　　第２０９回理事会　　平成３０年１２月１７日(月)　 　　〃

　　　　　第２１０回理事会　　平成３１年　１月２１日(月 ) 　　　〃

　　　　　第２１１回理事会　　平成３１年　２月１９日(火 ) 　　　〃

　　　　　第２１２回理事会　　平成３１年　３月２１日(木 ) 　　　〃　

　　　　　第２１３回理事会　　平成３１年　４月２３日(火 ) 　  　〃

　　　　　第２１４回理事会　　令和　元年　５月２１日(火 ) 　  　〃

　　　　　第２１５回理事会　　令和　元年　６月２０日(木 ) 　  　〃

　　　　　第２１６回理事会　　令和　元年　７月２３日(火 ) 　  　〃

第２１７回理事会　　令和　元年　８月２０日(火)　   　〃

第２１８回理事会　　令和　元年　９月１９日(木 ) 　  　〃

（3 ） 会計監査

　　　　　平成３０年１１月２９日(木)　 いびがわミズみずエコステーション

（4 ） 懇親会　

　　　　　会員および、いびＮＰＯ法人連絡協議会会員との交流・情報交換を行った。　　　

　　　　平成３０年１２月　９日(日)　お食事処みや川

（5 ） そのほか

講演会講師や研修会・会議などへの参加

　　　　　　平成３０年１０月２９日（月）地域の未来・志援センター運営会議

　　　　　　平成３０年１１月２７日（火）地域の未来・志援センター理事会

　　　　　　平成３１年　１月１５日（火）ＮＰＯ法人かがやけ安八との打ち合わせ会

　　　　　　平成３１年　１月２９日（火）地域の未来・志援センター理事会

　　　　　　平成３１年　２月１２日（火）地域の未来・志援センター運営会議

　　　　　　平成３１年　３月　５日（火）ぎふの田舎へいこう西濃地区交流会に参加

　　　　　　平成３１年　３月１５日（金）ぎふ水環境ネット研修会参加

　　　　　　平成３１年　３月１９日（火）地域の未来・志援センター運営会議

　　　　　　平成３１年　４月１６日（火）ぎふの田舎へいこう推進協議会総会

　　　　　　令和　元年　５月２８日（火）地域の未来・志援センター理事会

　　　　　　令和　元年　６月１５日（土）東海市民社会ネットワーク総会

　　　　　　令和　元年　６月２２日（土）渥美半島環境活動協議会総会



　　　　　　令和　元年　７月　６日（土）養老鉄道の未来をつくるネットワーク西濃会議

　　　　　　令和　元年　８月　３日（土）地域の未来・志援センター総会

　　　　　　令和　元年　８月　８日（木）養老鉄道の未来をつくるネットワーク西濃会議

　　　　　　令和　元年　９月２３日（月）養老鉄道 in ＩＢＩマルシェ


