
 

 

 

 

 

 

 

「水の都・三島」の魅力的で感動的な水辺空間や歴史・文化にあふれた情緒あるまちを、
心を込めて懸命に、来訪者の皆様に対してご案内させていただきます。 
ご案内は、有料ですが、環境などの専門的知識を交え、未知なる驚きの名所・名物を、

自信を持ってご紹介させていただきます。 
私たちＧＷ三島「せせらぎ環境案内人」は、ＮＰＯ法人グラウンドワーク三島による「せ

せらぎ環境案内人養成講座や、リバー・エコ・富士山湧水インストラクター養成講座を受
講したメンバーたちであり、ＧＷ三島公認の「案内人」として登録されたご案内のプロ集
団で構成されています。感動と驚きのほっとすぽっとをご案内いたしますので、気軽にお
声掛けください。 
 

地図 ◎日本・静岡県三島市とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催：ＮＰＯ法人グラウンドワーク三島 

三島市 

2021年 9月 15日（水）9:00 より 

申込受付開始 
2021年 10 月 4日（月）9:00 より 

ご案内開始 
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水の都・三島 

 
 

せせらぎ環境案内処と 
グラウンドワーク三島事務所 
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魅力 

 

(1)「交通の要所」 

三島市は、静岡県東部（富士南麓・箱根西

麓・伊豆半島の付け根）に位置し、面積 62km、

総人口約 10.7万人の新幹線三島駅がある伊

豆・箱根・富士山への「交通の要所」 

 

 

(3)「歴史と文化のまち」 

三嶋大社の門前町と東海道五十三次の 11番

目の宿場町として栄えた「歴史と文化のま

ち」 

 

 

(5)「絶景のまち」 

市内各所から壮大で秀麗な富士山の絶景を

望める「絶景のまち」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)「水の都」 

富士山からの地下水が市内各所で湧き出て

街中を毛細血管のように流れる「水の都」 

 

 

 

 

(4)「食のまち」 

富士山からの湧水と気候が生み出す野菜な

どのおいしい食材と絶品うなぎの「食のま

ち」 

 

 

(6)「地域協働」のまち 

石油コンビナート反対運動から始まる地域

協働でまちを守り育ててきた「地域協働の

まち」 
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「せせらぎ環境案内人」の仕事 

「水の都・三島」のご案内は、三島の魅力と環境・文化・歴史などに詳しい「せせらぎ環

境案内人」の私たちにお任せください。 

    
源兵衛川・川遊び 源兵衛川生き物観察 三島梅花藻の里 雷井戸 

 

「せせらぎ環境案内処」とは（2021 年 9 月 18 日（土）開設・開所） 

私たちは「せせらぎ環境案内処」（静岡県三島市芝本町 6-4、℡055-983-0136）に常駐し

ております。皆様からのご案内の申込み・予約を心よりお待ちしております。 

   

浅間神社神池 せせらぎ環境案内処 白滝公園 

 

申込み方法 

ご案内料金は有料です。支払いは当日現金にて承ります。 
1 時間当たり、1 人 1,000 円です。ただし、安全の確保上、1 コースの最大人数は 1 グル

ープ 10 名以内とし、案内人は 1 名です。それ以上は 20 名以内で案内人は 1 名追加、30 名
以内で案内人は 2 名追加となります。 
社会科見学や修学旅行、インターンシップ、体験学習などにも対応いたします。打ち合わ

せ、調整、下見、食事場所の紹介などにも対応します。 
成人のお客様につきましては、三島市内の飲食店、うなぎ屋、居酒屋などをご紹介いたし

ます。なお、案内人などが同席する場合は飲食代の負担をお願いします。 
 
「案内人申込書」をダウンロードし、ご記入の上、最低 3 日前までに（30 名以上の場合

は 7日前までに）、電話、FAX、電子メールにて、お申込みください。当日の申込も受け付け
ます。なお、都合によりご希望に添えない場合もあります。 

TEL：055-983-0136 FAX：055-973-0022 メール：info@gwmishima.jp 
電話の受付けは、平日 9:00 から 16:00 となっています。 

 
案内人申込書を、受理後、案内人担当者が、電話させていただき、事前に打ち合わせを

行いますので、お待ちください。皆様のご要望、お気持ちに沿った、誠意あるご案内をさせ
ていただきますので、ご安心ください。 
なお、ご記入を頂いた個人情報は、目的以外には使用いたしません。 
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 源兵衛川 

   

昔の源兵衛川（1950年代） 整備前の源兵衛川（1980年代） 清流が蘇った源兵衛川 

   

ゲンジボタルの乱舞 ミシマバイカモ群生地 源兵衛川上流部 

    
源兵衛川第 2ゾーン 

（水の散歩道） 

源兵衛川第 5ゾーン 

（ﾐｼﾏﾊﾞｲｶﾓと桜並木） 

源兵衛川第 7ゾーン 

（生き物観察） 

源兵衛川第 8ゾーン 

（中郷温水池） 

 白滝公園・桜川・川端（カワバタ） 

    
白滝公園の湧水池 白滝公園の水遊び場 桜川の水辺の風景 復旧した桜川の川端 

 

  

「せせらぎ環境案内人」がご案内する 
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 菰池公園・鏡池公園・御殿川・雷井戸 

    
菰池公園 鏡池 御殿川・赤橋 雷井戸 

 境川・清住緑地 

    
境川・清住緑地全景 田植え体験 大湧水地・三つ又 湧水の水柱 

 せせらぎ水族館（せせらぎ環境案内処に設置） 

  
せせらぎ水族館 清流のシンボル・ホトケドジョウ 

 体験ツアー 

 境川・清住緑地 

    
愛護会による整備 田植え体験 稲刈り体験 収穫祭 

    
生き物観察 外来植物除去 ハンノキ林の整備 下草刈り 
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 源兵衛川 

    
水遊び 生き物観察 ゴミ拾い 草刈り 

 オリジナルコース 

   

地域の宝物・雷井戸の再生 
遊休農地を活用した 

「三島そば」の栽培 

古農具で「三島そば」 

の脱穀作業体験 

 源兵衛川・世界遺産 

  
「世界かんがい施設遺産」 

2016 年 11 月、国際かんがい排水委員会（ICID） 

源兵衛川（Genbegawa Irrigation Canal）で申請登録 

「世界水遺産」 

2018 年 1 月、世界水会議（WWC） 

パートナーシップによる「源兵衛川」の管理再生システム 
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【主催・問合せ・宛先】
  ＮＰＯ法人グラウンドワーク三島 事務局（担当:美和、田辺）
   〒411-0857　静岡県三島市芝本町6-2　電話：055-983-0136　FAX:055-973–0022
   Eメール：info@gwmishima.jp　URL：http://www.gwmishima.jp
    ※電話対応：平日9:00～16:00（休日：日曜、祝日、年末年始）

歓迎　せせらぎのまち・ホタル飛び交う「水の都・三島」へ

　　時　　　　分　～　　　　時　　　　分までの（　　　　　）時間

申　　込　　書
送信日：202　　年　　　月　　　日お客様（送信者）氏名：

備　 考 　欄

202　　年　　　　　月　　　　　日（　　　　　）曜日

待ち合わせ場所

案内希望日時

氏名（団体の場合は団体名・担当者名もご記入ください。）
お 客 様 氏 名

●お申込みはお1人様からご案内、ご案内希望日の3日前までにお申込みください。
●ご案内料金は有料です。支払いは当日現金にて承ります。
　 1時間当たり、1人1,000円です。
　 ただし、安全の確保上、1コースの最大人数は1グループ10名以内とし、案内人
 　は1名です。それ以上は20名以内で案内人は1名追加、30名以内で案内人は2名
 　追加となります。社会科見学や修学旅行、インターンシップ、体験学習などにも
　 対応いたします。打ち合わせ、調整、下見、食事場所の紹介などにも対応します。
 　成人のお客様につきましては、三島市内の飲食店、うなぎ屋、居酒屋などをご紹
 　介いたします。なお、案内人などが同席する場合は飲食代の負担をお願いします。
●下記についてはお客様にご負担いただきます。
　　旅行会社などのツアーのガイド案内料は別途有料。
　　公園、美術館等有料施設の入園料、入館料、利用料。
　　案内に際して交通機関を利用する場合の交通費。
　　12:00～13:00にかかってご案内する場合の昼食代。

ご案内料金ほか

お客様連絡先

「せせらぎ環境案内処」（JR三島駅南口より徒歩10分・三島市芝本町6-4）

ご希望コース
（○印を記入してください）

　①源兵衛川めぐり　②世界遺産めぐり　③湧水めぐり　④水と緑と文化めぐり
　⑤歴史めぐり　　　⑥湧水群めぐり

　①オリジナルコース

大人(20歳以上)　　人　大学・高校生　　　人 　中学生以下　　人　合計　　　人

　①川遊び体験　②自然観察会体験　③ゴミ拾い・ちゃんかけ拾い

大人(20歳以上)　　人　大学・高校生　　　人 　中学生以下　　人　合計　　　人

実感！
せせらぎコース

体感！
体験コース

参加人数

（GW三島事務局使用欄）
　当日案内人氏名

電 　 話

F A X

〒　　　-　　　

携帯電話

Eメール

住　  所

満喫！
オリジナルコース

参加人数

参加人数

大人(20歳以上)　　人　大学・高校生　　　人 　中学生以下　　人　合計　　　人

ＧＷ三島「せせらぎ環境案内人」申込書 

都 道 

府 県 
市 町 

村 
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ご案内コース 

 「水の都・三島」の素敵な清流や迫力の湧水地、魅力的な水辺環境を実感できる「せせらぎコ

ース」と、川遊びや生き物観察などを肌で感じられる「体験コース」、ご希望のコースをご案内す

る「オリジナルコース」があります。 

 ゲンジホタルの乱舞や水中花・三島梅花藻、三島の鳥・カワセミの水中ジャンプが見られる驚き

の水辺の風景・景観・環境を楽しめます。 

 ●ガイドマップ：みしまっぷ 

 ●グラウンドワーク三島パンフレット：源兵衛川パンフレット、境川・清住緑地パンフレット、 

三島梅花藻の里パンフレット、三島湧水マップ、グラウンドワーク三島パンフレット 

 

コース コース名 コースの内容 料金 

実感！ 

せせらぎコース 

「水の都・三島」

の感動的・魅力

的な観光・環境

スポットをめぐ

る旅 

①源兵衛川めぐり 

富士山からの湧水が流れ、

ホタルが乱舞し、水中花・

三島梅花藻の白い花が咲き

乱れる水辺空間をめぐる旅 

徒歩で 2時間程度 

楽寿園・小浜池→源兵衛川→

雷井戸→水の苑緑地→三島

梅花藻の里→佐野美術館庭園

→御殿川→桜川→白滝公園 

1コース 
大人 20歳以上： 
1人 1時間 1,000円 
大学生・高校生： 
1人 1時間 500円 
中学生以下： 
1人 1時間 200円 

②世界遺産めぐり 

世界かんがい施設遺産・世

界水遺産である源兵衛川の

美しさを満喫できる水辺の

ツアー・旅 

徒歩で 3時間程度 

楽寿園・小浜池→せりの瀬→

源兵衛川→雷井戸→水の苑

緑地→中郷温水池→大溝川

（富士山絶景満喫） 

1コース 
大人 20歳以上： 
1人 1時間 1,000円 
大学生・高校生： 
1人 1時間 500円 
中学生以下： 
1人 1時間 200円 

③湧水めぐり 

「水の都・三島」の湧水噴

出の迫力を実感できるワク

ワクの旅 

徒歩で約 2時間程度 

白滝公園→楽寿園小浜池→

蓮沼川（宮さんの川）→広小

路駅→千貫樋→境川・清住緑

地→雷井戸→源兵衛川 

1コース 
大人 20歳以上： 
1人 1時間 1,000円 
大学生・高校生： 
1人 1時間 500円 
中学生以下： 
1人 1時間 200円 

④水と緑と文化めぐり 

江戸時代より宿場町として

発展してきた情緒ある「水

緑都市」三島の自然と文化

の雰囲気を楽しむ旅 

徒歩で 2時間程度 

名勝・楽寿園→小浜池→三島

市郷土資料館→白滝公園→

桜川→菰池公園→鏡池 

1コース 
大人 20歳以上： 
1人 1時間 1,000円 
大学生・高校生： 
1人 1時間 500円 
中学生以下： 
1人 1時間 200円 

⑤歴史めぐり 

江戸時代、東海道の 11番目

の宿場町で、三嶋大社や国

分寺等、神社仏閣が多い歴

史のまち・三島をめぐる旅 

徒歩で 2時間程度 

白滝公園（水神・溶岩流）→

桜川→水辺の文学碑→三嶋

大社→三嶋暦師の館→大場

川（神川）→絶景の富士山 

1コース 
大人 20歳以上： 
1人 1時間 1,000円 
大学生・高校生： 
1人 1時間 500円 
中学生以下： 
1人 1時間 200円 

⑥湧水群めぐり 

富士山から噴出する湧水の

醍醐味を実感できるドキド

キ・ワクワクの三島湧水群

と柿田川湧水群をめぐる旅 

徒歩で 3時間程度 

白滝公園→浅間神社・神池→

楽寿園・小浜池→せりの瀬・

はやの瀬→境川・清住緑地→

柿田川公園 

1コース 
大人 20歳以上： 
1人 1時間 1,000円 
大学生・高校生： 
1人 1時間 500円 
中学生以下： 
1人 1時間 200円 
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コース コース名 コースの内容 料金 

体感！ 

体験コース 

「水の都・三島」

を流れる源兵衛

川や桜川などの

湧水河川には、

魚や虫たちがた

くさん生息して

いる「自然のワ

ンダーランド」

です。水温 16℃

の清流で川遊び

や生き物観察を

楽しめます。 

①川遊び体験 源兵衛川で実施・2 時間程度 

上流部（第 2ゾーン・水の散

歩道ゾーン）での川遊び（浮

輪、水かけ遊び等）体験 

1 体験（保険付き） 

大人 20 歳以上： 

1人 1時間 1,000円 

大学生・高校生： 

1 人 1 時間 500 円 

中学生以下： 

1 人 1 時間 200 円 

②生き物探し・水辺自然観察

会体験 

源兵衛川で実施・2 時間程度 

中流部（第 7ゾーン）におい

て、タモによる魚やその他の

水生生物捕り。専門家から生

態についての解説後、放流 

1 体験（保険付き） 

大人 20 歳以上： 

1人 1時間 1,000円 

大学生・高校生： 

1 人 1 時間 500 円 

中学生以下： 

1 人 1 時間 200 円 

③ゴミ拾い・ちゃんかけ拾い

体験 

源兵衛川で実施・2 時間程度 

上流部（第 3ゾーン三石神社

ほか）での川の中に昔捨てら

れた茶碗のかけらやゴミ拾

い、分別作業体験 

1 体験（保険付き） 

大人 20 歳以上： 

1人 1時間 1,000円 

大学生・高校生： 

1 人 1 時間 500 円 

中学生以下： 

1 人 1 時間 200 円 

④ホタル鑑賞体験 

（5 月上旬から 6 月中旬まで

の期間限定） 

源兵衛川で実施・2 時間程度 

中流部（第 5ゾーン）でのホ

タルの乱舞の鑑賞と専門家

による解説 

年度によって状況が変わり

ますので詳しくはお問い合

わせください。 

1 体験（保険付き） 

大人 20 歳以上： 

1人 1時間 1,000円 

大学生・高校生： 

1 人 1 時間 500 円 

中学生以下： 

1 人 1 時間 200 円 

満喫！ 

オリジナル 

コース 

お客様のご要望

やオプションに

合わせてご自由

にコース設定で

きます。案内人

からもアドバイ

スさせていただ

きます。 

①オリジナルコース 

お客様の興味や趣味に合わ

せたコースをご自由に設定

してください。 

三島市の街中区域 

例：農業体験、富士山エコツ

アー（青木ヶ原樹海、水ヶ塚

原生林、湧水地めぐりなど）、

松毛川千年の森づくり体験

（植林、間伐、下草刈りなど） 

1 体験（保険付き） 

大人 20 歳以上： 

1人 1時間 1,000円 

大学生・高校生： 

1 人 1 時間 500 円 

中学生以下： 

1 人 1 時間 200 円 
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案内人の確保 

今回のＧＷ三島「せせらぎ環境案内人養成講座」の受講生とともに、今までＧＷ三島とし

て養成してきた「リバーインストラクター、エコインストラクター、富士山湧水インストラ

クター」の受講生にもご協力をいただいており、十分な案内人を確保しております。 

 

せせらぎ環境案内処・受付窓口 

ＧＷ三島事務所北側近くに新たに 2021年 9月 18日（土）に「せせらぎ環境案内処」を開

設・開所し、三島の川に生息する魚を見られる「せせらぎ水族館」や各種の環境資料・書籍

を閲覧できる「せせらぎ図書館」、パンフレットの設置、また、案内人の常駐化による街中

の飲食店や夜の居酒屋、隠れた名所・名物などの「来訪者サービス」を提供します。 

三島駅南口より、徒歩 10 分の近距離にありますので、気軽にお立ち寄りください。お休

み処でもあり、白滝公園の緑の風景を望めて、心休まる場所です。案内人も常駐しておりま

すので、気軽に世間話や情報交換に来てください。 

心のこもった精一杯のおもてなし、ご案内をさせていただきます。 

  

12



特定非営利活動法人グラウンドワーク三島 
「右手にスコップ・左手に缶ビール」 

「議論よりアクション」でまちを創る！ 

 
「水の都・三島」を代表する清流「源兵衛川」 

 

グラウンドワーク三島事務所（向かって左側）とせせらぎ環境案内処（向かって右側） 
 

【主催・事務局・問い合わせ先・申込先】 

特定非営利活動法人グラウンドワーク三島（専務理事：渡辺豊博） 
〒411-0857 静岡県三島市芝本町 6-2（担当：美和、田辺） 
TEL:055-983-0136 FAX:055-973-0022 
メール:info@gwmishima.jp URL:http://www.gwmishima.jp 
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