
参加
人数（人）

河川名等 実施箇所

女鳥羽川をきれいにする会6月2日 女鳥羽川
篠田ビル西～
JR篠ノ井線ガード

5

女鳥羽川をきれいにする会6月5日 女鳥羽川
曙橋～あさひ橋北
20ｍ地点

35

田川水系をきれいにする会6月5日 田川 中条南町会内 30

薄川をきれいにする会 6月5日 薄川 中条町町会内 25

奈良井川をきれいにする会6月11日 奈良井川
奈良井大橋南～上高
地線鉄橋南

8

会田川水系をきれいに
する会

6月12日 会田川
旧月光酒店南～中島
橋

38

大門沢川をきれいにする会6月12日 大門沢川
木下整形外科北の橋
～東蟻ケ崎橋

157

女鳥羽川をきれいにする会6月12日 女鳥羽川 源橋～鍛冶橋 40

田川水系をきれいにする会6月12日 和泉川 二山橋～井刈橋 35

大門沢川をきれいにする会6月12日 大門沢川
北松本駅～丸の内ビジ
ネス学校

63

女鳥羽川をきれいにする会6月12日 女鳥羽川
桐境界橋～
堂町境界橋

8

女鳥羽川をきれいにする会6月19日 女鳥羽川
旭橋上流東側～
南浅間橋下流東側

134

女鳥羽川をきれいにする会6月19日 女鳥羽川
スポーツ橋下150ｍ～
1500ｍ

50

奈良井川をきれいにする会6月19日 奈良井川 五月町町会内 20

長沢川をきれいにする会6月19日 長沢川
天神南小池境～博労
町境

35

女鳥羽川をきれいにする会6月19日 女鳥羽川
長寿橋周辺～原橋西
側周辺

150

女鳥羽川をきれいにする会6月19日 女鳥羽川 南浅間町会町会内 24

長沢川をきれいにする会6月19日 長沢川
本町５丁目～
博労町境

30

女鳥羽川をきれいにする会6月19日 女鳥羽川 上土町町会内 35

薄川をきれいにする会 6月26日 薄川
舟付福祉橋～舟付橋
下300ｍ

36

奈良井川をきれいにする会6月26日 奈良井川 奈良井大橋より下流 15

塩尻市 吉田地区 6月25日 田川
上田川橋から
水神橋まで

50

豊科 上鳥羽区 6月12日 豊科南社会体育館道路 2

豊科 上鳥羽区 6月19日
豊科農免道路歩道付近
の水路

10

豊科 上鳥羽区 7月3日 立石緑地帯・西部緑地帯 3

豊科　本村区 6月26日 本村区内水路 4

令和４年度 アレチウリ駆除活動実績（松本地域）

実施場所

市町村 実施団体名 実施日

松本市

安曇野市



豊科　本村区 8月21日 本村区内水路 4

豊科 吉野区 6月26日 吉野区内 30

豊科 吉野区 7月24日 吉野区内 56

豊科 吉野区 8月21日 吉野区内 19

豊科 踏入区 6月26日
F1パーク東 松本土建資
材センター西の一級河川
中曽根川左岸

11

豊科 踏入区 7月24日
F1パーク東 松本土建資
材センター西の一級河川
中曽根川左岸

11

豊科 踏入区 8月21日
F1パーク東 松本土建資
材センター西の一級河川
中曽根川左岸

12

豊科 細萱区 6月19日 万水川・帯広川
・西浦墓地からカミヒデ資材置場の間
・県民グラウンドから玄蕃稲荷の間 54

豊科 細萱区 7月31日 万水川・帯広川
・西浦墓地からカミヒデ資材置場の間
・県民グラウンドから玄蕃稲荷の間 53

豊科 細萱区 9月3日 万水川・帯広川 玄蕃稲荷下流 33

豊科　重柳区 6月26日
あかしや館周辺及びわさ
び田通路

25

豊科　重柳区 7月24日
中曽根川
万水川

中曽根川及び万水川周辺 22

豊科　重柳区 8月21日
あかしや館周辺及びわさ
び田通路

17

豊科　下飯田 6月26日 拾ヶ堰沿い自転車道 4

豊科　下飯田 7月24日 拾ヶ堰沿い自転車道 15

豊科　下飯田 8月21日 高家グラウンド周辺 4

豊科　中曽根区 7月3日 中曽根区内 6

豊科　中曽根区 8月21日 中曽根区内 6

豊科 熊倉区 6月26日
梓川
矢原堰

あづみ野産業団地北ドコモ鉄
塔付近
矢原堰取水口上流左岸堤防

28

豊科 熊倉区 7月24日
梓川
矢原堰

あづみ野産業団地北ドコモ鉄
塔付近
矢原堰取水口上流左岸堤防

21

豊科 熊倉区 8月21日
梓川
矢原堰

あづみ野産業団地北ドコモ鉄
塔付近
矢原堰取水口上流左岸堤防

20

豊科 アルプス区 6月26日 犀川
犀川左岸河川敷
田沢橋上流、下流

32

豊科 アルプス区 7月24日 犀川
犀川左岸河川敷
田沢橋上流、下流

34

豊科 アルプス区 8月21日 犀川
犀川左岸河川敷
田沢橋上流、下流

24

豊科 田沢区 6月26日 犀川
田沢橋周辺、犀川堤防
等

83

豊科 田沢区 7月24日 犀川 犀川堤防等 72

豊科 田沢区 8月21日 犀川 犀川堤防等 70

豊科 小瀬幅区 6月26日 犀川・濁沢川
犀川の東側堤防沿い
濁沢川（国道下より犀川
合流まで）

34

豊科 小瀬幅区 7月24日 犀川・濁沢川
犀川の東側堤防沿い
濁沢川（国道下より犀川
合流まで）

22

豊科 小瀬幅区 8月21日 犀川・濁沢川
犀川の東側堤防沿い
濁沢川（国道下より犀川
合流まで）

22
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豊科　大口沢区 6月26日 獨沢川・本沢川 区内全域 20

豊科　大口沢区 7月24日 獨沢川・本沢川 区内全域 19

豊科　大口沢区 8月21日 獨沢川・本沢川 区内全域 19

豊科 光区 7月3日 犀川
中部電力発電所取水口よ
り北へ200m、南へ300mの
間、仏坂周辺

70

豊科 光区 7月31日 犀川
中部電力発電所取水口よ
り北へ200m、南へ300mの
間、仏坂周辺

49

豊科 光区 8月28日 犀川
中部電力発電所取水口よ
り北へ200m、南へ300mの
間、仏坂周辺

61

豊科　桜坂区 6月12日 桜坂区内 2

豊科　桜坂区 7月3日 桜坂区内 12

豊科　桜坂区 8月21日 桜坂区内 8

穂高　矢原区 6月26日 万水川 矢原地区　万水川左岸 14

穂高　矢原区 7月24日 万水川 矢原地区　万水川左岸 12

穂高　矢原区 8月21日 万水川 矢原地区　万水川左岸 10

穂高 白金区 7月3日 万水川
万水川堤防、白金橋下
流

20

穂高 白金区 8月28日 万水川
白金公民館東、わさび
田周辺

12

穂高 島新田区 6月26日 穂高川 堤防沿い 5

穂高 島新田区 7月24日 穂高川 堤防沿い 4

穂高 島新田区 8月21日 穂高川 堤防沿い 5

穂高　青木花見区 6月26日 穂高川
かじかの里公園沿い
河川堤防

54

穂高　青木花見区 7月24日 穂高川
かじかの里公園沿い
河川堤防

47

穂高　青木花見区 8月28日 穂高川
かじかの里公園沿い
河川堤防、かじかの里公園沿
い河川堤防

49

穂高 狐島区 6月26日
①穂高川
②高瀬川

区内全域 116

穂高 狐島区 7月24日
①穂高川
②高瀬川

区内全域 101

穂高 狐島区 8月21日
①穂高川
②高瀬川

区内全域 110

穂高 橋爪区 6月26日 烏川
烏川沿い（橋爪橋より
東側）

7

穂高 橋爪区 7月24日 烏川
烏川沿い（橋爪橋より
西側）

6

穂高 橋爪区 8月28日 烏川
烏川沿い（橋爪橋より
東側）

5

穂高 耳塚区 8月21日 穂高川 乳房川北側土手 19

穂高 耳塚区 9月17日 穂高川 乳房川西側土手 19

穂高 富田区 5月29日
伊夜比古神社南東部松
林

4

穂高 富田区 7月24日
伊夜比古神社南東部松
林

4
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穂高 富田区 8月21日
伊夜比古神社南東部松
林

4

穂高　豊里区 6月4日 豊里区内 5

穂高　豊里区 6月26日 豊里区内 8

穂高　豊里区 8月21日 豊里区内 4

穂高　小岩嶽区 6月26日 小岩嶽区内全域 34

穂高　小岩嶽区 7月31日 小岩嶽区内全域 27

穂高　小岩嶽区 8月21日 小岩嶽区内全域 7

穂高 嵩下区 6月26日 天満沢川
嵩下区内アレチウリ繁
茂箇所

41

穂高 嵩下区 7月24日 天満沢川
嵩下区内アレチウリ繁
茂箇所

29

穂高 嵩下区 8月21日 天満沢川
嵩下区内アレチウリ繁
茂箇所

31

穂高 古厩区 6月26日
有明親堰
乳房川

大型農道 古厩交差点南北
乳房川中央橋上流・下流 20

穂高 古厩区 7月24日
有明親堰
乳房川

大型農道 古厩交差点南北
乳房川中央橋上流・下流 20

穂高 古厩区 8月21日
有明親堰
乳房川

大型農道 古厩交差点南北
乳房川中央橋上流・下流 18

穂高 立足区 6月26日 立足区内 8

穂高 立足区 7月24日 立足区内 10

穂高 立足区 8月21日 立足区内 5

穂高 塚原区 6月26日 塚原区内 10

穂高 塚原区 7月24日 塚原区内 8

穂高 塚原区 8月21日 塚原区内 4

穂高　久保田区 6月26日 久保田区内 34

穂高　久保田区 7月24日 久保田区内 34

穂高　久保田区 8月21日 久保田区内 34

穂高　柏原区 6月4日 拾ケ堰、矢原堰
区内全域現地調査
一部抜き取り

6

穂高　柏原区 7月24日 拾ケ堰、矢原堰
区内全域
抜き取り、駆除

35

穂高　柏原区 9月4日 拾ケ堰、矢原堰
区内全域
抜き取り

318

穂高 柏矢町 6月26日 矢原堰
矢原堰沿い、柏矢町公民
館

2

穂高 柏矢町 7月24日 矢原堰
矢原堰沿い、柏矢町公民
館

2

穂高 柏矢町 8月21日 矢原堰
矢原堰沿い、柏矢町公民
館

2

三郷　北小倉区 6月25日 鳴沢川 鳴沢川沈砂池周辺 11

三郷　北小倉区 7月23日 鳴沢川 鳴沢川沈砂池周辺 11
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三郷　北小倉区 8月20日 鳴沢川
三郷スカイライン電気
柵周辺

11

三郷　東小倉区 6月26日 黒沢川 黒沢川河川敷 22

三郷　東小倉区 7月17日 黒沢川 黒沢川河川敷 22

三郷　東小倉区 8月21日 黒沢川 黒沢川河川敷 25

三郷 室町区 7月16日 室町橋近辺 13

三郷 室町区 9月24日 室町橋近辺 13

三郷　野沢区 6月26日
上ノ原地区東京電力送
電線鉄塔下部フェンス
周り等

10

三郷　野沢区 7月24日
上ノ原地区東京電力送
電線鉄塔下部フェンス
周り等

9

三郷　野沢区 8月21日
上ノ原地区東京電力送
電線鉄塔下部フェンス
周り等

10

三郷 上長尾区 6月26日 黒沢川
黒沢川橋～真々部山道
橋

67

三郷 上長尾区 7月24日 黒沢川
黒沢川橋～真々部山道
橋

73

三郷 上長尾区 8月21日 黒沢川
黒沢川橋～真々部山道
橋

79

三郷　楡区 6月26日 黒沢川 黒沢川尻 12

三郷　楡区 7月24日 黒沢川 黒沢川尻 9

三郷　楡区 8月21日 黒沢川 黒沢川尻 11

三郷　住吉区 6月26日 黒沢川 住吉区内 8

三郷　一日市場区 6月26日 一日市場区内 19

三郷　一日市場区 7月24日 一日市場区内 3

三郷 及木区 6月26日 及木集会所周辺 3

三郷 及木区 8月21日 及木集会所周辺 3

堀金　倉田区 6月26日 倉田区内道路沿い 3

堀金　倉田区 7月24日 倉田区内道路沿い 4

堀金　倉田区 8月21日 倉田区内道路沿い 2

堀金　中堀区 7月3日 拾ケ堰・万水川
拾ケ堰土手・勘左衛門堰
土手・万水川土手

13

堀金　中堀区 7月24日 拾ケ堰・万水川
拾ケ堰土手・勘左衛門堰
土手・万水川土手

12

堀金　中堀区 8月21日 拾ケ堰・万水川
拾ケ堰土手・勘左衛門堰
土手・万水川土手

11

堀金　下堀区 6月26日 下堀勘左衛門堰
堀金烏川4784-2から4691-4
東側土手付近 9

堀金　下堀区 7月24日 下堀勘左衛門堰
堀金烏川4784-2から4691-4
東側土手付近 9

堀金　下堀区 8月21日 下堀勘左衛門堰
堀金烏川4784-2から4691-4
東側土手付近 9

堀金　小田多井区 6月26日 小田多井堰19号排水路
小田多井堰、個人宅
地、墓地周辺

4
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堀金　小田多井区 7月24日
小田多井堰19号排水
路

小田多井堰、個人宅地、
墓地周辺

4

堀金　小田多井区 8月21日
小田多井堰19号排水
路

小田多井堰、個人宅地、
墓地周辺

4

明科　大足区 6月26日 会田川 釜蓋～柳瀬 80

明科　大足区 7月24日 会田川 釜蓋～柳瀬 80

明科　光区 6月26日 前川 区内各所 121

明科　光区 7月24日 前川 区内各所 78

明科　光区 8月21日 前川 区内各所 140

明科　宮中区 6月26日 区内全域 120

明科　宮中区 8月21日 区内全域 61

明科　町区 6月12日 犀川
御宝田周辺から犀川
堤周辺

15

明科　町区 7月3日 町区各所 10

明科　町区 8月21日 町区各所 90

明科 明科区 6月26日
犀川
前川
会田川

リサイクルセンター周辺・犀川
堤防・前川・会田川合流地
点・あやめ公園・龍門淵公園
等

174

明科 明科区 7月24日
犀川
前川
会田川

上手上郷地区 25

明科 明科区 8月21日
犀川
前川
会田川

前川・会田川合流地点・多目
的広場・犀川堤防・リサイクル
センター周辺等

149

明科 潮区 6月18日 会田川 会田川堤防 11

明科 潮区 7月16日 会田川 会田川堤防 9

明科 潮区 9月3日 会田川 会田川堤防 8

明科 潮区 9月10日 会田川 会田川堤防 7

明科 潮沢区 6月26日 潮沢川
廃線敷遊歩道漆久保トンネルまで・国
道403旧白坂トンネルまで 75

明科 潮沢区 7月24日 潮沢川
廃線敷遊歩道漆久保トンネルまで・国
道403旧白坂トンネルまで 80

明科 潮沢区 8月21日 潮沢川
廃線敷遊歩道漆久保トンネルまで・国
道403旧白坂トンネルまで 71

明科　木戸区 6月26日 犀川・潮沢川
潮沢川沢六橋から下流犀川
までと、潮沢川の犀川合流点
から下流300ｍ地点まで

41

明科　木戸区 7月24日 犀川・潮沢川
潮沢川沢六橋から下流犀川
までと、潮沢川の犀川合流点
から下流300ｍ地点まで

41

明科　木戸区 8月28日 犀川・潮沢川
潮沢川沢六橋から下流犀川
までと、潮沢川の犀川合流点
から下流300ｍ地点まで

41

明科　上生野区 6月19日
横手、外周道路山側・
川側、農村公園

42

明科　上生野区 7月24日
横手、外周道路山側・
川側、農村公園

42

明科　上生野区 8月21日
横手、外周道路山側・
川側、農村公園

42

明科　上押野区 6月19日 五ヶ用水
天王原、蕎麦園付近、
五ヶ用水横土手、五ヶ
用水路沿い

126

明科　上押野区 7月31日 五ヶ用水
天王原、蕎麦園付近、
五ヶ用水横土手、五ヶ
用水路沿い

111

安曇野市



明科 下押野区 7月3日 下押野区内 67

明科 下押野区 9月4日 下押野区内 186

明科 塩川原区 6月26日 犀川 塩川原区内 67

明科 塩川原区 7月17日 犀川 塩川原区内 8

明科 塩川原区 8月21日 犀川 塩川原区内 65

明科 荻原区 6月26日
宮沢川周辺、五ケ用水
沿い等

荻原区内 122

明科 荻原区 7月24日
宮沢川周辺、五ケ用水
沿い等

荻原区内 115

明科 荻原区 8月21日
宮沢川周辺、五ケ用水
沿い等

荻原区内 120

明科 南陸郷区 6月26日 寺沢、犀川、池の沢等
寺沢、五ケ用水沿い、六
地蔵沢沿い等

64

明科 南陸郷区 7月24日 寺沢、犀川、池の沢等
寺沢、五ケ用水沿い、六
地蔵沢沿い等

74

明科 南陸郷区 8月21日 寺沢、犀川、池の沢等
五ケ用水沿い、六地蔵沢
沿い、都合沢沿い等

68

朝日村 鎖川河川愛護会 １０.月２２日 鎖川 河川沿い及び河川内 64

安曇野市


