
平成25年度 清流の都・静岡創造推進協議会・総会が開催されました 

清流の都・静岡プロモーション大作戦！！ 
～豊かな自然環境を積極的に市内外に情報発信～ 

“清流の都・静岡プロモーション大作戦”は、市民のみ

なさんに、豊かな自然を持つ静岡市の価値を再認識して

もらい、自分たちの街に誇りをもってもらうこと。 

また、「清流の都・静岡」としてのブランドイメージと

魅力度の向上することを目指しています。 

 目標として・・・ 

①「清流の都・静岡」を 

      イメージする静岡市民 ⇒ ５０％以上 

 

②「清流の都・静岡」の知名度 ⇒ ７０％以上 

を目指します！ 

プロモーション作戦として、 

・静岡リビング「タウン新聞しずおか」への掲載 

・静岡駅北口マルチビジョンでのＰＲ映像放映 

・「静岡のみず」ペットボトルで「清流の都・静岡」をPR 

・ホームページやSNSの活用 

・清流保全交流先でのパネル展示などのプロモーション活動 

 

などを実施していく予定です。  

日時：平成25年5月21日（火）13:30～15:30 

場所：静岡グランドホテル中島屋 

総会：１．議事 

    第１号議案 役員の改選について 

    第２号議案 平成24年度事業報告 

    第３号議案 平成25年度事業計画 

   ２．基調講演 

    演題：駿府の水はどこから…堀の水はどこへ…    

           「清冽の城下町」駿府の水事情 

    講師：曽根 辰雄 氏 

 第１号議案の役員の改選では、役員の皆様に再任を快

くお引き受けいただきました。 

 今後とも、よろしくお願い致します。 

 第３号議案では、平成25年度の事業として、「清流の

都・静岡プロモーション大作戦」などの事業計画を承認

していただきました。 

 事業計画については後程ご紹介させていただきます。 

清 流 通 信 

清流の都・静岡創造推進協議会 

第10号 2013．７ 

 平成２５年度の基調講演は、東海道金谷宿大学の曽根先生

に、駿府城下町に清流を運んだ「御用水」と「町方用水」に

ついてお話をしていただきました。 

 徳川家康公は、駿府に居を構えるにあたり、安倍川の治水

を目的に、「駿府御囲い堤（薩摩土手）」をはじめとする大

規模な築堤工事を行いました。また、城下町の用水を整備

し、現在の静岡市の原型となる都市基盤を整えたと言われて

ています。その用水の水はどこからきたのでしょう？御用水

や町方用水にはどんな役割があったのでしょうか？歴史から

『清流の都・静岡』へ思いを馳せる１時間でした。 

≪へ～そうだったんだ！目からウロコ・・・≫ 

・お堀の水は、鯨ヶ池が源流！ 

・駿府の町の水は安倍川の水を井宮水門など３つの水門から    

引いていた！ 

・家康公は、お堀から城の庭園に水を引き込むため、ローマ

水道橋のような水の橋を作っていた！ 

・駿府の町人たちは、町方用水を道に溢れさせ、自然の「打

ち水」を作り、ほこりがまわないように工夫をしていた！！ 

・飲み水は用水からではなく、安倍川の豊富な伏流水だった  

（井戸水）                                                                                                                                                                                                                                                 



 “清流の都・静岡プロモーション大作戦”の１つで

あるこの事業。今年３月から、毎月40文字で、清流に

関するトピックスを紹介しています。 

 ぜひ、チェックしてみてください。 

３月：清流に早春が訪れアマゴなどの渓流釣りが 

   ３月１日からはじまりました 

 

４月：安倍川は「平成の名水百選」に選ばれ、 

   ２年連続「水質日本一」の清流です 

 

５月：清流の春の風物詩「アユの遡上」が、安倍川・ 

   藁科川・興津川ではじまりました 

６月：清流の水辺にすむ「ホタル」 

   美しく幻想的な舞いが静岡市内で確認されています 

 

７月：静岡市の水は、豊かな森林と清流が育んだ自然の恵みです 

８月以降も、四季折々のトピックスを発信していく予定です。 

 ○月といったらこれ！！というトピックスがある方は、ぜひ清

流の都創造課までお知らせください！！お待ちしております。 

≪事業内容≫ 

・シロウオの遡上・産卵状況の調査 

・シロウオの観察会等の開催 

・シロウオ調査・観察会成果等の報告会

（シンポジウム）の開催 

 

 今年も、3月中旬くらいから「シロウオ」

の遡上が興津川等で確認されました。 

 市民のみなさんに、「清流の都・静岡」

の春を告げる魚として、知っていただくた

めに、3月29日～4月12日まで市役所新館

１階ロビーに生きたシロウオ展示をしまし

た。 

 次号から、「シロウオ」について紹介を

していきます。楽しみにしてくださいね！ 

 「シロウオ」は静岡県版レッドデーターブッ

ク（中部地域）で絶滅危惧種に指定されてい

る魚です。通常は、沿岸域で生活し、早春に

遡上して河口域で産卵します。静岡市内で

は、安倍川・興津川などで「シロウオ」の遡

上・産卵場が確認されています。 

 

 

 

 

 

 

静岡リビング新聞社発行 

 タウン新聞しずおかトピックスへの掲載！ 

「シロウオ」清流プレゼンス事業 

「静岡のみず」ペットボトル 
 こちらのペットボトルは、上下水道

フェアや施設見学者も配布しているほか、

市内外の各種のイベントで無償配布してい

いるそうです。 

 今年は、８月２日（金）に上下水道フェ

アが葵スクエアで予定されています。ぜ

ひ、この機会に手に入れて、静岡市の水の

味を今一度確認してみてくださいね。 

 

 今後も、市内外の皆さんに、「清流の

都・静岡」を知ってもらい、知名度アップ

を図っていきたいと思います。 

 みなさんは、右写真のペットボトルを

知っていますか？こちらは、静岡市水道事

業と、自然環境に恵まれた静岡市をＰＲす

るため上下水道局で作っています。この水

は、安倍川のほとりにある南安倍取水場で

汲み上げている深井戸水（地下100ｍ）

で、水道水の原水として使用しているもの

をボトリングしたものです。成分はおいし

い水の基準に一致し、おいしさはピカイチ

です！！ 

 今回ペットボトルのラベルに、「清流を

感じる写真」と「清流の都」の文字を使用

しています！！！ 
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清流の都・静岡プロモーション大作戦！！経過報告 

【シロウオ】                     

スズキ目ハゼ科 体長５㎝程度  

特徴：細長い円筒形の体系 

   体はわずかに黒い色素細胞が 

   ある以外ほぼ透明 

清流の都 

静岡の水（表） 

サイドには 

清流30選の 

写真を掲載 



日時：平成２５年６月２日（日）～４日（火） 

          １９：３０～２１：００ 

場所：駿府城公園 紅葉山庭園 

 

 今年で６回目の開催となりました。約3,000人の皆様にご来場いただ

き、誠にありがとうございました。 

 今年は、昨年のようにほたるの乱舞をご覧いただくことができず、残

念でした。それでも、30匹ほどのほたるが、庭園の池の上や滝の付近で

光り、幻想的な風景を楽しんでいただくことができました。水面にほた

るの光が映る瞬間はとても美しい景色です！！ 

 

ホタルを楽しんでもらっています。 

自然界でのゲンジボタルの生存率は１％以下、オスと

メスの割合は３対１（～４対１）、１匹のメスのホタル

は、５００～１,０００個のたまごを生むと言われていま

す。 

紅葉山庭園では、例年のメスが３～８匹ほど確認され

ていますので、単純に計算すると・・・  

メス５匹 × ７００個（卵） × 1％（生存率） 

＝ ３５匹 が成虫になります。 

 

また、１匹のホタルは、さなぎになるため上陸するま

で、２０～３０のカワニナを食べると言われていますの

で、あくまで推測ですが、１０，０００匹以上のカワニ

ナが必要となるのではないでしょうか。 

 

さらに、ホタルが成虫として生きていられるのは７日

～１０日ほどで、観賞会を実施するとなると、イベント

期間中にホタルが羽化（うか）するかどうかもわから

ず、毎年祈るような思いです。 

 

今年度は、例年よりも成虫になったホタルも少なく

（約10匹）で、観賞会当日には、中島浄化センターから

80匹のホタルをいただきましたが、羽化が早かったこと

もあり、最終日に10匹ほどしか飛ばない状況となってし

まいました。 

このように、ホタルは、非常にデリケートで、周りの

環境に影響されやすい生き物です。今後も専門家の方々

のご指導をいただきながら、紅葉山庭園のホタルを守っ

ていきたいと考えています。 

 

  静岡市は、県都として政治、経済、文化など、様々な都市機

能が集積する政令指定都市であるとともに、3,000ｍ級の山々

が連なる南アルプスから、安倍川・藁科川・興津川などの清

流が駿河湾に注ぐ豊かで美しい都市です。 

 この豊かな自然を守り、次世代に継承していくため「清流

の都創造プロジェクト」を掲げ、市民、事業者、行政が一体

となって、人と環境と共生する街をめざした施策を展開して

いるところです。 

 平成19年度、大御所家康公の入場四百年の記念事業とし

て、市街地でやすらぎと清流をイメージさせる「ホタル」

が、本市のシンボルである駿府城公園で乱舞するような景観

を実現したいという想いから、大勢の皆さんの御協力をいた

だき準備を進め、平成20年度から「大御所家康公ほたるの集

い」を実施してきました。 

 

 この紅葉山庭園のホタルは、昭和の終わりごろ駿府城公園

内で育てていたものを、中島浄化センターのビオトープに移

して育て、毎年少しずつ数を増やし、こちらに戻して育てて

いるものです。現在では、毎年10～30匹の自生ホタルが生息

できる環境にまでなってきました。 

 

平成19年度、まず準備として、ホタルの幼虫のえさとなる

「カワニナ」を放流し、カワニナが、ちゃんと育っているこ

とを確認して、翌年の1月に、中島浄化センターで育てたホタ

ルの幼虫を100匹ほど放流しました。観賞会当日には、成虫も

いただきながら、毎年3,000人を超える大勢の市民の皆さんに
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協働事業の報告 

今年も「大御所家康公ほたるの集い」が開催されました 

「大御所家康公ほたるの集い」6年間の軌跡・・・・ 

ほたるの幼虫 

 カワニナ 

（ほたるの幼虫の餌） 

 



≪アースキッズ 

     プログラム ３校≫ 

電気を作る大変さや普段

の生活でのもったいない探

しなどの体験を通じて、地

球温暖化やCO2削減につ

いて学びました。 

 

協力 

静岡県地球温暖化防止活

動推進センター様 

静清信用金庫様 

 

担当者のつぶやき・・・ 

「清流の都・静岡」の様々な情報をどんどん発信・提供していきま

す。皆様からの情報もお待ちしております！！ 

モデル校で実施した環境学習会のご紹介 

 平成24年度は、静岡市立玉川小学校5・6年生、

静岡市立安東小学校5年生、静岡市立南部小学校 

5年生がモデル校として、１年間環境学習に取り

組みました。 

地球温暖化問題、身近な公園や川から環境を考え

る学習会、例えば、田んぼの生物調査や水生生物

調査などを実施しました。 

見る聞くといった座学だけでなく、触れて感じる

「体験」を重視した学習により、子どもたちの

「気づき」を引き出すことを心がけています。 

環境教育の現場より・・・ ◆ともに環境をよくする「連携・協力」 

の５つを掲げています。 

 今回は、平成24年度に実施した「環境キッズしずお

かプログラム」モデル校３校の取組みをご紹介しま

す！！ 

 このプログラムは、環境に対する意識の高い人材を

育成するとともに、環境にやさしい地域をつくること

を目的としています。また、この環境教育を実施する

にあたり各主体のパートナーシップによる「協働」を

テーマにしています。 

 平成24年度は、静清信用金庫様を始め様々な事業者

の皆様にご協力いただきました。 

 静岡市では、家庭・地域・学校・事業者・市民活動団体

（ＮＰＯ）・行政などの各主体が、それぞれ担うべき役割を

果たしつつ、相互に連携しながら、環境教育を進めていくた

めに、「静岡市環境教育基本方針」を平成19年度に策定しま

した。 

基本方針として・・・・ 

◆環境に向き合う「人づくり」 

◆環境に出会う「機会づくり」 

◆環境にふれあう「場所づくり」 

◆環境を知る「情報提供・普及啓発」 

≪LED行灯作り 玉川小≫ 

LEDがなぜ省エネなのか？どん

なところに使われているのか？

などを学習しました。行灯では、

2種類のLED電球を使い様々な

色の行灯を作りました。 

協力：パナソニック株式会社様 
 

≪田んぼの 

  生き物調べ 南部小≫ 

自分たちで稲を植えた田ん

ぼにはどんな生物がいて、

どんな役割しているのか。

生き物がすみやすい環境

を守るためにどうすればよ

いか考えました。 

協力：環境学習指導員様 

≪水の環境学習 安東小≫ 

身近な川「十二双川」の水質

やきれいな川を守るために、

自分ができることを考えまし

た！ 

≪廃油キャンドル作り＆風呂敷講座 南部小≫ 

日本の伝統文化「風呂敷」。エコバックになったり、様々なものを包んだ

り。風呂敷のすごさを体験しました。 

廃油をリサイクル。キャンドルを作って、STOP温暖化！ライトダウンイベ

ントに参加しました！ 

協力：しずおか消費者協会様 環境学習指導員様 


