
平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（1/35）

１－１　調査・試験・研究部門　指定課題助成

　1113　１）河川堤防に対する安全性の評価

241113001 統合物理探査による河川堤防の安全性評価技術の開発
土木研究所　地質・地盤研究
グループ

客員研究員 稲崎　富士

241113002 堤防の安全技術の研究基盤整備 公益社団法人　土木学会 会長 山本　卓朗

　1114　２）河道及び河川管理施設の維持管理

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241114001 河川結氷時における津波遡上の挙動解明 北見工業大学 教授 渡邊　康玄

　1115　３）河道の植生管理

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241115001 植生化が進む砂州河道の地形と植生の管理手法に関する水理研究 群馬大学 教授 清水　義彦

　1116　４）湖沼の水質管理

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241116001
浅い湖沼への海水導入が物質循環と微生物－プランクトン生態系および
湖沼水質に及ぼす影響の総合的研究

鳥取大学大学院工学研究科 准教授 増田　貴則

　1117　５）水に関する再生可能エネルギーの開発・普及

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241117001
再生可能エネルギーとしての水力の価値の評価と開発推進方策に関する
調査研究

立命館大学
総合理工学研究機構

チェアプロ
フェッサー

井上　素行

所属機関 代表者名 備　考
申請者/代
表者職名

番　号 申請事業名
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１－２　調査・試験・研究部門　共同的研究助成

　1151　テーマ自由

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241151001 物理探査と室内試験による堤防の内部構造の解明
京都大学工学研究科社会基
盤工学専攻

教授 岡　二三生 H23年度採択

241151002
CommonMPを用いた高度水工シミュレーション環境および周辺技術の開
発とそれらの普及

京都大学大学院工学研究科 教授 椎葉　充晴 H22年度採択
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１－３　調査・試験・研究部門　一般的助成

 1)-①（1211）河川・ダム等に関する一般的な助成（流域内の水・物質循環の構築に関する研究）

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241211001
小型魚類の生体内元素分析を用いた河川の物質循環モニタリング手法
の開発に関する研究

弘前大学 准教授 東　信行

241211002 ウォーターフロント派生水生植物緑肥化による水資源健全化技術の開発
福島大学大学院　理工学研究
科

教授 稲森　悠平

241211003
間伐施業が窒素飽和森林流域からの高濃度窒素流出に及ぼす初期影響
の解明

独立行政法人　森林総合研究
所

主任研究員 伊藤　優子

241211004
霞ヶ浦流域における河畔帯の物質移動を考慮した窒素流出モデルの構
築

茨城大学
非常勤研究
員

田林　雄

241211005
選択性吸着ディスクを応用した河川環境試料中の放射性セシウムの超迅
速極微量分析手法を組み合わせた河川水中放射性セシウムの次世代型
パッシブモニタリング手法の確立

埼玉県環境科学国際センター 主任 亀田　豊

241211006 国土との関係を考慮したホリスティックな水管理（流域管理）に関する研究
一般社団法人　流域水管理研
究所

代表理事 虫明　功臣

241211007
河川における熱収支に着目した水温の多地点長期連続モニタリングの試
行

東京大学大学院　工学系研究
科

教授 古米　弘明

241211008
雨水浸透施設による地下水涵養効果及び熱環境改善効果に関する基礎
的研究

社団法人　雨水貯留浸透技術
協会

常務理事 忌部　正博

241211009
河川・貯水池における放射性セシウムの化学形態と生物利用性に関する
研究

東京工業大学　大学院理工学
研究科

助教 藤井　学

241211010 地表・地下統合型流域水循環モデルによる放射性物質の挙動予測
東京農工大学大学院　工学研
究院

教授 細見　正明

241211011 河川水中重金属の生物利用性に与える存在形態と共存物質の影響
横浜国立大学　大学院環境情
報研究院

教授 益永　茂樹

241211012
平水および降雨出水時の河川における病原微生物と指標微生物の流出
負荷の解析

山梨大学　大学院医学工学総
合研究部

助教 原本　英司

241211013 里山－谷津田から河川に放出される放射性セシウムの実態解明
新潟大学自然科学系（大学院
自然科学系）

准教授 原田　直樹

241211014 森林集水域における水銀の収支と循環 富山県立大学 教授 川上　智規

241211015 三河湾湾奥部への栄養塩流入負荷量の実測とモデルによる推定 豊橋技術科学大学 教授 井上　隆信
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１－３　調査・試験・研究部門　一般的助成

 1)-①（1211）河川・ダム等に関する一般的な助成（流域内の水・物質循環の構築に関する研究）

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241211016 藻類が利用可能な懸濁態リンの定量法開発 豊橋技術科学大学 特任助教 大久保　陽子

241211017
水道水源淀川水系での都市排水の窒素由来の新たな消毒副生物の動態
に関する研究

京都大学大学院工学研究科 教授 田中　宏明

241211018 河川流域における薬剤耐性菌の動態に関する研究 京都大学大学院工学研究科 講師 山下　尚之

241211019
水田に施用される殺虫剤・殺菌剤の琵琶湖における残留とリスク低減対
策

滋賀県立大学 教授 須戸　幹

241211020
天橋立・阿蘇海流域を対象とした富栄養化問題を低減するための住民啓
蒙型の新しい汚濁指標の構築

京都大学 教授 清水　芳久

241211021
放射性炭素14を中心としたマルチアイソトープによる河川食物網の生産
基盤の解明

京都大学生態学研究センター
研究員（産
官学連携）

石川　尚人

241211022
放射性物質の流域動態分析に基づく利水源への影響評価と分散供給型
水源設定の可能性に関する研究

立命館大学理工学部 講師 佐藤　圭輔

241211023 クロロフィル励起蛍光法を用いた植物プランクトンの一次生産速度の測定 滋賀県立大学 准教授 後藤　直成

241211024
水源域における森林生態系の攪乱が流域全体の河川水及び沿岸河口域
の栄養塩動態に与える影響の解明

京都大学フィールド科学教育
研究センター

特定研究員 福島　慶太郎

241211025 広域高密度調査による越境輸送窒素化合物の渓流水への影響と評価
大阪工業大学工学部環境工
学科

教授 駒井　幸雄

241211026
ダム下流域における河床の粗粒化対策に関するアダプティブマネジメント
の提案

兵庫県立大学　環境人間学部 准教授 片野　泉

241211027
農業時期別の流出時負荷の確率分布に着目した流域農地の耕作放棄や
田面管理が河川汚濁に及ぼす影響の定量化に関する研究

鳥取大学　大学院
工学研究科

教授 細井　由彦

241211028
気象変動にともなう河川水の有機物汚濁が河川及び沿岸海域の物質循
環に及ぼす影響

香川大学 准教授 山田　佳裕

241211029 扇状地河川・重信川流域の水循環と水質環境に関する研究 国立大学法人　愛媛大学 教授 矢田部　龍一

241211030
河口干潟での海苔養殖に及ぼす河川経由栄養塩供給の長期的影響評
価
－洪水流出・河川水伏没・ダム建設の影響に着目して－

愛媛大学沿岸環境科学研究セ
ンター

JSPS PD 齋藤　光代
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１－３　調査・試験・研究部門　一般的助成

 1)-①（1211）河川・ダム等に関する一般的な助成（流域内の水・物質循環の構築に関する研究）

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241211031
農村河川流域におけるPPCPsの実態把握と水環境リスクに及ぼす影響に
関する研究

琉球大学 農学部 教授 中野　拓治

241211032 都市水循環をコントロールするための雨水貯留施設の開発評価 九州大学 教授 島谷　幸宏

 1)-②（1212）河川・ダム等に関する一般的な助成（河川工学、水文学などに関する研究）

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241212001
砂州河道の中規模出水における２次元的常流・射流混在流の発生が治
水安全度に与える影響

宇都宮大学 准教授 池田　裕一

241212002
洪水航空写真解析と準三次元水理計算にとる河道計画の高度化につい
て

東京工業大学　大学院
総合理工学研究科

教授 石川　忠晴

241212003 黒部川扇状地における自噴井戸の利用持続可能性の評価 富山県立大学 講師 手計　太一

241212004 流域特性に応じた土石流ピークの推定手法の検討 京都大学大学院農学研究科 助教 中谷　加奈

241212005 河道内樹木群落の維持管理のための抵抗係数評価と抗力計測 京都大学大学院工学研究科 助教 岡本　隆明

241212006
大阪府北摂山地の淀川水系の河川水と河床堆積物の地球化学地図作
成

大阪市立大学大学院理学研
究科

教授 益田　晴恵

241212007 都市河川河口動態リモート計測システムの構築
神戸市立工業高等専門学校
都市工学科

准教授 宇野　宏司

241212008
音響トモグラフィー法を用いた河口域の流動場と塩分場の同時観測シス
テムの構築

広島大学 特任助教
ラザズ
　マフディ

241212009 重信川水衝部護岸のための水制の効果に関する研究
愛媛大学大学院理工学研
究科生産環境工学専攻

准教授 門田　章宏

241212010 流水中の魚群挙動シミュレータの開発 九州工業大学大学院 准教授 鬼束　幸樹

241212011 河道内植生の消長が砂州の地形変化特性に及ぼす影響 佐賀大学 助教 平川　隆一
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１－３　調査・試験・研究部門　一般的助成

 1)-③（1213）河川・ダム等に関する一般的な助成（水害・土砂災害等の被害の軽減に関する研究）

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241213001 降雨履歴が小流域の突発的な出水に与える影響解明 北見工業大学 教授 中山　恵介

241213002
津波の河川遡上特性に関する研究―2011年東日本大震災津波と2010年
チリ地震津波の比較研究―

東北大学 教授 田中　仁

241213003 新たなデータ同化手法に基づく河道内粗度評価法の提案 東京理科大学 准教授 二瓶　泰雄

241213004
流域シミュレータを用いた貯水池における放射性物質蓄積量の長期推定
に向けた基礎的研究

東京大学生産技術研究所 特任准教授 守利　悟朗

241213005
日本海における津波発生判断基準の作成，および大河川を遡上する津
波が新潟市街地へ及ぼす影響の評価について

長岡技術科学大学 助教 犬飼　直之

241213006 東日本津波に対する海岸防備林の防災機能に関する調査研究 金沢学院大学大学院 教授 玉井　信行

241213007
東日本大震災における粘性土基礎地盤上の河川堤防の変状メカニズム
の解明

名城大学 教授 小高　猛司

241213008
都市の豪雨災害脆弱性と対応に関する調査研究－名古屋周辺2011年豪
雨と東海豪雨災害の比較から－

名古屋大学 大学院工学研究
科

教授 辻本　哲郎

241213009
河川及び河口域におけるエコ樹木群を用いた大規模津波の遡上抑止法
に関する特進研究

京都大学 准教授 山上　路生

241213010 天然ダム形成時の対応に関する研究 京都大学農学研究科 教授 水山　高久

241213011 住民防災力の視点での、ハザードマップの利活用に関する調査研究 摂南大学 教授 澤井　健二

241213012 砕波した津波による橋桁への作用流体力に関する研究 大阪大学大学院 工学研究科 准教授 荒木　進歩

241213013 河川堤防における内部応力および含水状態分布の推定 神戸大学 准教授 河井　克之

241213014
水防とローカルな治水技術の現状に関する実証的研究
-中国・四国・九州地方を主たる対象として-

島根大学生物資源科学部 助教 佐藤　裕和

241213015 線状盛土構造物に着目した中山間地の水災害軽減技術の開発 広島大学大学院 助教 椿　涼太
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１－３　調査・試験・研究部門　一般的助成

 1)-③（1213）河川・ダム等に関する一般的な助成（水害・土砂災害等の被害の軽減に関する研究）

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241213016
水害常襲地における災害履歴・防災情報の統合データベース化に基づく
災害伝承のための教材開発と実践

山口大学　農学部 教授 山本　晴彦

241213017 護岸整備用ポーラスコンクリートの耐根性評価試験 徳島大学 助教 塚越　雅幸

241213018 香川県における中小河川の洪水・土砂管理手法に関する研究 香川高等専門学校 講師 渡辺　一也

241213019
東日本大震災を踏まえた東南海・南海地震等大規模災害情報の高度化
に関する研究

愛媛大学防災情報研究セン
ター

副センター
長（教授）

板屋　英治

 1)-④（1214）河川・ダム等に関する一般的な助成（総合的な水資源対策に関するもの）

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241214001
河川環境を健全に維持するための近年注目されている排水処理技術に
関する調査

理事長 山本　和夫

241214002
住民の水資源保全・活用、防災に対する意識喚起に効果的な科学的情
報提供に関する研究

徳島大学地域創生センター 特任助教 森　紗綾香

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241215001
長寿カワシンジュガイから紐解く別寒辺川流域における土地利用変遷と
河川環境史

北海道大学大学院理学研究
院

講師 渡邊　剛

241215002 農業用排水路における簡易魚道設置の効果と評価 東京農業大学生物産業学部 学術研究員 山本　敦也

241215003
北海道南部上磯ダム周辺に分布するブラウントラウトの行動追跡および
生息場利用様式の解明

北海道大学大学院　環境科学
院

博士後期課
程学生

山本　圭一

241215004 環境配慮型護岸における魚類の生息と水辺エコトーン形成の関係 岩手県立大学 講師 辻　盛生

241215005
河川環境学習指導者の河川についての自然観および野外学習について
の認識の研究

秋田大学教育文化学部 准教授 川村　教一

241215006
霞ヶ浦・利根川水系におけるアライグマの分布・定着に関する動態調査と
地域生態系への影響を 小限にした防除方法に関する試験研究（Ⅲ）

茨城県自然博物館 首席学芸員 山﨑　晃司

　1)-⑤（1215）河川・ダム等に関する一般的な助成
　　（生態系・景観など河川環境の向上及び河川環境教育の高度化に関する研究）



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（8/35）
１－３　調査・試験・研究部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241215007
時代変遷の解析と山麓の植林との関係把握に依る河道内樹林化の潜在
性の解明とその利用

埼玉大学大学院 教授 浅枝　隆

241215008
利根川水系における環境改変がニホンウナギの分布や成長に与える影
響

東京大学大学院新領域創成
科学研究科

教授 木村　伸吾

241215009
三陸被災地における河口域低平地の土地利用ゾーニングと湿地・干潟環
境の創出方策

首都大学東京 准教授 横山　勝英

241215010
河川内の植生管理が繁殖鳥類に及ぼす影響を考慮した管理手法に関す
る研究

河川鳥類と植生管理研究グ
ループ

代表 山岸　哲

241215011
東日本大震災による地盤沈下が塩性湿地生物群集に及ぼした影響とそ
の対策

NPO法人 日本国際湿地保全
連合（WIJ）

会長 辻井　達一

241215012
昆虫類を用いた河川環境のエコロジカルネットワーク機能の評価とネット
ワーク診断手法の開発

東京農工大学 助教 小池　伸介

241215013 山川海をつなぐ水環境と生態系サービスの保全・回復に関する調査研究
社団法人　国際海洋科学技術
協会

会長 立光　武彦

241215014 粗朶沈床が魚類等の水生生物の保全にもたらす効果の検証
全国内水面漁業協同組合連
合会

代表理事会
長

櫻井　新

241215015
コミュニティリジリアンス（地域の災害への対応力）を高める学社融合型
「川に学ぶ」教育プログラムの開発

東京農工大学大学院 准教授 降旗　信一

241215016
急激に分布域を拡大している河川棲底生動物食の外来種群タニノボリ科
魚類の移入経路に関する遺伝学的解析と生態系に与える影響評価、なら
びに分布拡大抑止策の検討

信州大学 理学部 生物科学科 助教 東城　幸治

241215017
ウナギの河川生息域の環境収容力と減少原因：漁獲時系列データからの
分析

水産総合研究センター　増養
殖研究所

主任研究員 箱山　洋

241215018
平成23年7月新潟・福島豪雨が只見川流域のヤナギを優占種とする河畔
林に与えた影響

新潟大学農学部附属フィール
ド科学教育研究センター佐渡
ステーション

教授 崎尾　均

241215019 沖積河川における露盤化と深掘れの変遷および実態に関する研究
（独）土木研究所つくば中央研
究所

専門研究員 永山　滋也

241215020 生物多様性保全のための流域管理手法に関する研究
富士常葉大学附属環境防災
研究所

副所長 山田　辰美

１－３　調査・試験・研究部門　一般的助成

　1)-⑤（1215）河川・ダム等に関する一般的な助成
　　（生態系・景観など河川環境の向上及び河川環境教育の高度化に関する研究）



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（9/35）

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241215021
河川景観の階層性に着目した流域地理情報，河川環境情報，水生生物
群集の統合的理解に基づく生態系診断指標の開発

名古屋大学 准教授 田代　喬

241215022 アミノ酸同位体指標を用いた河川食物網の構造解析手法の開発 京都大学生態学研究センター
研究員（産
官学連携）

加藤　義和

241215023
河川空間と周辺市街地の境界部分に着目した河川景観評価に関する研
究

立命館大学 助手 林　倫子

241215024
自然災害が河川の物理環境および河川性魚類の集団サイズに与える影
響の解明

立命館大学　生命科学部 助手 北西　滋

241215025
琵琶湖湖岸に生育する海浜植物の集団遺伝構造解析と植生景観維持の
ための保護対策について

京都大学大学院人間・環境学
研究科

准教授 瀬戸口　浩彰

241215026 遺伝子改変メダカを用いたナノ粒子の毒性評価 京都大学
博士後期課
程2年

真鍋　正彦

241215027
地域住民と連携した野洲川河口部の自然再生植物群落の持続可能な維
持管理手法の実践

京都大学 准教授 田中　周平

241215028 河川における撹乱依存植物種の多自然護岸を利用した保全の試み 大阪市立自然史博物館 学芸員 長谷川　匡弘

241215029
都市河川河口・下流域における天然アユの遡上・産卵・孵化復活に関す
る研究

大阪市立大学大学院　工学研
究科

教授 矢持　進

241215030
大規模湧水河川（柿田川）の超安定水温環境における水生昆虫の生活環
とその制御機構の解明

大阪府立大学大学院 教授 谷田　一三

241215031
「美しい河川の景観」に伴う音環境の調査・記録と電子国土サイトへの公
開、およびデータ分析・研究活動

神戸山手短期大学 准教授 岡本　久

241215032 台風12号による豪雨が河川動物群集に与えた影響と回復過程の評価 奈良女子大学　理学部 教授 遊佐　陽一

241215033
台風に伴う洪水がミナミテナガエビ地域個体群の形成・維持に果たす役
割の解明

奈良女子大学
　共生科学研究センター

非常勤研究
員

濱﨑　健児

241215034
外来種が河川環境教育における生物学的水質判定に与える影響評価と
対策に関する研究

広島大学大学院教育学研究
科

講師 富川　光

241215035 学校における河川教育啓発と持続発展性への方略開発の研究 エリザベト音楽大学 講師 金沢　緑

１－３　調査・試験・研究部門　一般的助成

　1)-⑤（1215）河川・ダム等に関する一般的な助成
　　（生態系・景観など河川環境の向上及び河川環境教育の高度化に関する研究）



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（10/35）

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241215036
利用人口が多い河川水の毒性同定評価のための生態毒性分画と毒性原
因物質の特徴化

徳島大学 准教授 山本　裕史

241215037
ダム建設がマングローブ生態系に及ぼす水理・生態学的影響評価手法お
よびモニタリングシステムの構築

徳島大学大学院ソシオテクノ
サイエンス研究部

教授 鎌田　磨人

241215038
河川沿いに特化した植物群の形態学的および遺伝学的比較による河川
環境の多様性創出機構の解明

高知大学農学部 准教授 福田　達哉

241215039 パイプ魚道の遡上機能評価と実用的設計法に関する研究 西日本工業大学 教授 赤司　信義

241215040
菊池川流域を対象とした表層地質と生物相との関係に関する研究　－川
の個性を尊重した川づくりを目指して－

福岡大学　工学部　社会デザ
イン工学科

助教 皆川　朋子

241215041 カブトガニの棲む干潟の保全・再生にむけた総合土砂管理プログラミング 九州大学大学院　工学研究院 准教授 清野　聡子

241215042
フラッシュ放流と維持流量増加の河川環境改善効果に関する比較検証の
ための現地調査

九州大学大学院工学研究院 准教授 矢野　真一郎

241215043
親水施設における付着藻類の滑りやすさの評価と滑り事故対策に関する
研究

佐賀大学
研究機関研
究員

手塚　公裕

241215044
漁獲される絶滅危惧種シロウオの遡上・繁殖生態を考慮した川づくりの提
案

長崎大学大学院水産・環境科
学総合研究科

准教授 竹垣　毅

241215045 菊池川干潮域の生態系再生に関する研究 熊本県立大学環境共生学部 教授 堤　裕昭

241215046 里川の概念形成にもとづく地域河川の原風景と河川景観の形成 大分大学 大学院生 中西　章敦

241215047 奄美大島西系列リュウキュウアユ個体の保全と沖縄島での遺伝子保存 琉球大学理学部 准教授 立原　一憲

　1)-⑤（1215）河川・ダム等に関する一般的な助成
　　（生態系・景観など河川環境の向上及び河川環境教育の高度化に関する研究）



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（11/35）

１－３　調査・試験・研究部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241216001
利根川まちづくりにおける佐原の歴史・文化と舟運ネットワークに関する
調査・研究

NPO法人　香取市与田浦を考
える会

理事長 高塚　眞

241216002 河川・沿岸域における環境調和型の水上交通システムのモデル研究 社団法人　海洋産業研究会 会長 武井　俊文

241216003
2011年の突破的洪水災害に関わる研究-急速な土地利用変化の中で変
化する災害認識に地形環境という概念はあるか？－

三重大学 教授 春山　成子

241216004 琵琶湖水系における地域住民主体の湧水環境保存に向けた水環境論 滋賀県立琵琶湖博物館
上席総括学
芸員

用田　政晴

241216005 川を軸とした「日本の流域遺産」化の実践的研究 甲南大学 教授 出口　晶子

241216006 琵琶湖沿岸における歴史的水郷集落景観の復元的研究 京都大学 大学院 教授 川﨑　雅史

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241217001 湖沼流域における河川市民団体の環境保全活動量の計測と評価 筑波大学 准教授 白川　直樹

241217002
普通河川の自然再生に向けた多主体協働プロセスの構築―トキ・ヤンバ
ルクイナ・コウノトリの生息地における実践―

東京工業大学大学院
社会理工学研究科

教授 桑子　敏雄

241217003 川や水の活動団体調査 公益社団法人　日本河川協会 会長 虫明　功臣

241217004 日本全国の河川プールにみる河川環境管理への住民主体形成 徳島大学 学術研究員 田代　優秋

　1)-⑦（1217）河川・ダム等に関する一般的な助成（川づくり・街づくりにおける地域との連携に関する研究）

　1)-⑥（1216）河川・ダム等に関する一般的な助成
　　（川づくりにおける地域の歴史・文化等との係わりに関する研究）



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（12/35）

１－３　調査・試験・研究部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241218001 長期被ばく状況における河川水中の放射性物質管理方策に関する研究 東京大学 准教授 飯本　武志

241218002 水質保全対策における経済政策の効果計測に関する研究 京都大学農学研究科 教授 栗山　浩一

241218003 河川管理の法制度的研究ー普通河川管理と河川流域管理の法的課題 関西学院大学 教授 荏原　明則

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241219001 河川舟運における医療検診船の利活用に関する調査研究
一般社団法人　宮村知水文化
研究会

代表理事 宮村　忠

241219002
国内外の関連情報収集を通じ即戦力となる人材の育成制度のあり方に
関する調査研究を行う

NPO法人　川に学ぶ体験活動
協議会

代表理事 藤吉　洋一郎

241219003
放射能に汚染された里山から河川への放射能の移行を低減するための
除染に関する基礎的研究と水源の里山を守る次世代の教育・支援につい
て考えるワークショップの開催

京都教育大学 准教授 中野　英之

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241221001 小水力発電の実施可能性を考えた既設ダムの機能向上に関する研究 室蘭工業大学 准教授 中津川　誠

241221002
地域の視点から見た小水力開発の意義と開発方策ー都留市の事例を起
点として

茨城大学農学部地域環境科
学科

教授 小林　久

　1)-⑧ (1218) 河川・ダム等に関する一般的な助成
　　（水に関する法制度、治水対策や利水対策等における経済効果に関する研究）

　1)-⑨ (1219) その他

　2) (1221)地球環境もしくは広域的な地域環境の保全などに資する水資源・水に関するエネルギーの有効活用に関する研究
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１－３　調査・試験・研究部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241261001 地域と共に活動する「ふるさと自然楽しみ、伝え、守り隊」 七戸町立天間東小学校 校長 千葉　信親

241261002 野川と周辺の水環境を活かした地域総合学習 柏野小学校 教諭 我妻　研

241261003
社会科・理科におけるプロジェクトＷＥＴを活用した効果的な河川環境学
習に関する実践的研究

岡山県赤磐市立山陽小学校 指導教諭 岸本　勝義

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241262001 高校化学部による金属担持発泡リサイクルガラスによる水処理の研究 市川学園　市川高等学校 講師 中島　哲人

241262002 身近な水域における生き物のセルロース分解力を探る
大阪府立藤井寺工科高等学
校

校長 羽田　澄

241262003 池尻川のホタル再生
兵庫県立有馬高等学校科学
部

校長 足立　宣孝

241262004 上高地氷河地形の河川環境における生物調査 岡山理科大学附属高校 教諭 高橋　和成

241262005 汽水域にあるビオトープの絶滅危惧種の調査と保全活動 愛媛県立伊予農業高等学校 教諭 玉井　修二

241262006 河童が食べた水生動物と食べたことがなかった水生動物
唐津市立北波多中学校　河童
クラブ

校長 吉田　喜美明

241262007
高校生による地域の生物多様性の調査研究、および成果を活かした市民
啓発・保全保護

福岡県立北九州高校　魚部 校長 左右田　裕

　4) (1261) 小中高等学校の総合的な学習、教科学習における河川を題材とした教育プログラムの策定及び実践

　5) (1262) 中高校生がクラブ（部）活動で行う調査・研究
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１－３　調査・試験・研究部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

241271001 寒冷地汽水湖における湖底堆積物の動態解析に関する研究
北見工業大学　工学部
社会環境工学科

准教授 駒井　克昭

241271002
畑作耕作地を主体とする流入河川流域をもつ海跡湖の水質変化と生態
系への影響評価-藻琴湖の場合-

北見工業大学工学部　社会環
境工学科

准教授 早川　博

241271003
八郎湖の水質改善とイトクズモ等沈水植物の再生をめざした保全遺伝学
的研究

秋田県立大学 生物資源科学
部

教授 尾﨑　保夫

241271004
中小河川における河道内の草本植生を考慮した治水安全度評価に関す
る研究

独立行政法人土木研究所 専門研究員 高岡　広樹

241271005 中小河川における効率的な維持管理に関する実践的研究 高知工業高等専門学校 准教授 岡田　将治

241271006 水系全体の治水・環境を考慮した河道内植生管理システムの構築 埼玉大学 教授 田中　規夫

　6) (1271) 指定課題助成（1113～1117）と同一のテーマ



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（15/35）

２　（2001）環境整備対策部門

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

242001001 五条川再生計画
ＮＰＯ法人　トンボと水辺環境
研究所

理事長 川口　邦彦

242001002 水辺の環境向上
三田川水辺の楽校運営協議
会

副会長 中山　孝男



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（16/35）

３－１　国民的啓発運動部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243111001 釧路川蛇行復元区域を対象とした市民参加による環境調査 釧路国際ウェットランドセンター 理事長 蝦名　大也

243111002 2012常呂川マップ自然体験教室 NPO法人　常呂川自然学校 理事長 羽根石　晃彦

243111003 ふるさとの川「夕張川」にサケ・マスを戻そう 社団法人　栗山青年会議所 理事長 渡辺　泰弘

243111004 「川の一年を利活用した河川環境保護事業」
ＮＰＯ法人　山のない北村の輝
き

代表理事 石黒　武美

243111005 鵡川・沙流川「かわ塾」における子ども達の川に学ぶ体験活動の推進
NPO法人　鵡川・沙流川交流
会

理事長 伊東　範充

243111006 大雪環境騎馬隊による河川愛護活動事業 NPO法人　ネイティブクラーク 理事長 小野塚　充男

243111007
河川・ダム流域内に生息するニホンザリガニ（在来種）の保全とウチダザリ
ガニ（外来種）の駆除に向けた河川保護活動、人材育成の推進

応用生態工学会札幌　ザリガ
ニ研究会

理事長 山田　浩行

243111008
高校生・大学生・一般市民を対象としてダムに招待し、ダムの意義、目的
を広報し、水源地域の自然環境・生態系を保全・活性化する事業

豊平峡・定山渓ダム水源地域
ビジョン推進会議
（愛称：みずもり会議）

代表 上野　昌男

243111009 十勝水辺体験推進事業 十勝水辺体験推進協議会 会長 辻　忠治

243111010 小川原湖を知り、学び、楽しむ小川原湖学習 小川原湖自然楽校 代表 相馬　孝

243111011 100万市民の手で広瀬・名取川に1万匹のサケを呼び戻そうプロジェクト 広瀬川市民会議 会長理事 工藤　秀也

243111012 川の力で東北を元気に!!「川に学ぶ体験活動全国大会inみちのく」
川に学ぶ体験活動全国大会ｉｎ
東北実行委員会

実行委員長 平山　健一

243111013 寒河江川における環境教育に向けた河川敷再活用事業 西川町大井沢自然博物館 西川町町長 小川　一博

243111014 霞ヶ浦及び流入河川の水質浄化の為の清掃と啓発の活動の推進 NPO法人 水辺基盤協会 代表理事 吉田　幸二

243111015 第２１回全国川サミットｉｎ取手
第２１回全国川サミットｉｎ取手
実行委員会

実行委員長 藤井　信吾

　1)　(3111) 川と人々のかかわりを深めるための河川愛護活動・河川環境教育・人材育成



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（17/35）

３－１　国民的啓発運動部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243111016 渡良瀬遊水地における環境学習の推進（植物観察ガイドブックの作成）
財団法人　渡良瀬遊水地アク
リメーション振興財団

専務理事 白井　勝二

243111017
「やんば自然共生塾（じねんともいきじゅく）の先生の継続育成と他地域へ
の活動の展開

林地区八ツ場ダム対策委員会 委員長 篠原　茂

243111018 水辺で遊ぼう2012及び渡良瀬川流域環境学習発表会 川づくりネットワークきりゅう 会長 小堀　順

243111019 柳瀬川の自然環境を取り戻す市民共同事業
柳瀬川の 上流をきれいにす
る会

事務局長 田渕　博

243111020 親子で体験する川の地曵網漁 荒川流域ネットワーク 代表理事 惠　小百合

243111021 印旛沼絶滅危惧種の水草再生と環境学習
ＮＰＯ法人印旛野菜いかだの
会

理事長 美島　康男

243111022 身近な水環境の全国一斉調査 みずとみどり研究会 代表 小倉　紀雄

243111023
荒川流域における環境保全活動支援事業
　～ゴミ拾い、生物多様性の保全活動とその報告書による啓発～

特定非営利活動法人　荒川ク
リーンエイド・フォーラム

代表理事 佐藤　正兵

243111024 河川防災の小学校出前授業のための教材作成
ＮＰＯ法人　気象キャスター
ネットワーク

理事長 田畑　涼子

243111025
水にかかわる資料館・博物館を対象とした巡回展示物の企画・制作と各
施設への貸し出し事業

水の巡回展ネットワーク 代表 吉冨　友恭

243111026 河原の希少種カワラノギクを保全する市民活動
特定非営利活動法人　自然環
境アカデミー

代表理事 島田　高廣

243111027 「府中市子どもの水辺」における次世代指導者育成支援プログラム 府中水辺の楽校運営協議会 会長 髙野　盛雄

243111028
海岸愛護推進事業（海岸愛護写真コンクール、グラビア集作成、ポスター
作成）

社団法人　全国海岸協会 会長 脇　雅史

243111029 川の恵みとくらしのつながり再発見～民話でつなぐ　木曽川くだり～
特定非営利活動法人　生態教
育センター

理事長 小河原 孝生

243111030 「みずウオーク２０１２」による“川に学ぶ”河川環境教育の推進 読売新聞東京本社
代表取締役
社長

白石　興二郎

　1)　(3111) 川と人々のかかわりを深めるための河川愛護活動・河川環境教育・人材育成



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（18/35）

３－１　国民的啓発運動部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243111031 河川環境教育に携わる市民のための講習会
NPO法人 野外遊び喜び総合
研究所

理事長 中嶋 信

243111032 信州発・川と山の自然体験活動指導者フォーラム2012
NPO法人　自然体験活動推進
協議会

会長 奥島　孝康

243111033 福生市内小中学校における多摩川の総合学習支援 福生水辺の楽校運営協議会 会長 祖父江　重夫

243111034 「コウノトリが飛来する自然環境の復元」湿地帯保全活動
特定非営利活動法人　自然環
境復元協会

理事長 杉山　惠一

243111035
「川に学ぶ社会」づくりを具現化する各流域・水系における高度な専門家
の育成

特定非営利活動法人川に学ぶ
体験活動協議会

代表理事 藤吉洋一郎

243111036 鶴見川流域を拠点とする大学流域貢献と環境教育の統合 和光大学 学長 伊東　達夫

243111037 子ども達の河川に学ぶ環境学習プログラムの推進
特定非営利活動法人えどがわ
エコセンター

理事長 佐々木　定治

243111038 遊びながら学ぶ「日本橋川・亀島川こどもカルタ」の作成 都心の水辺探訪クラブ 代表 小川　信次

243111039
「知ろう！親しもう！　江戸川講座」の連続開催と流域近隣地区団体とのミ
ニイベント交流の実施

～えどがわ自遊楽校～みずと
みどりの寺子屋

代表 重杉　浩

243111040 ハンディを持った人たちへ、開かれた川遊びを!! 財団法人　ハーモニィセンター 理事長 大野　重男

243111041
河川技術者の人材育成を目的とした「平成24年度 中国河川技術研修」の
開催

平成２４年度　中国河川技術
研修　実行委員会

実行委員長 大谷　博信

243111042 河辺川原の生態系保持空間の大切さを皆で身につけよう！ 青梅・多摩川水辺のフォーラム 代表 渡邉　勇

243111043 バクの流域こども探険隊とプチバク隊の「都市の水辺で楽しく遊び学ぶ」 綱島バリケン島プロジェクト 代表 亀田　佳子

243111044 鶴見川流域での小学校等への河川環境学習支援
NPO法人　鶴見川流域ネット
ワーキング

代表理事 岸　由二

243111045
「信州こども山賊キャンプ」を通じた被災地支援とそこに関わる川の活動
リーダー養成

NPO法人グリーンウッド自然体
験教育センター

代表理事 辻　英之

　1)　(3111) 川と人々のかかわりを深めるための河川愛護活動・河川環境教育・人材育成



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（19/35）

３－１　国民的啓発運動部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243111046 「梓川子どもの水辺」周辺にみられる貴重な動植物の保全活動
特定非営利活動法人　えん
どっこ

理事長 大月　健二

243111047 利根川・魚野川・信濃川流域から学ぶ「関越リバークエスト」の実践 関越地域連携協議会
新潟県三条
市長

國定　勇人

243111048 木曽三川における市民が主体となった外来生物対策 木曽三川フォーラム 会長 小野　賢悟

243111049
川と人々のかかわりを深めるための河川愛護活動・河川環境学習・人材
育成(揖斐川上流水源地域における子ども達などの川に学ぶ体験活動の
推進)

財団法人いびがわ生命の水と
森の活動センター

センター長 成瀬　冨士一

243111050
長良川流域との連携を図り環境保全をめざしたネットワークつくりと一斉
環境調査の実施

特定非営利活動法人　長良川
環境レンジャー協会

理事長 友保　有起

243111051 地域と学校を結ぶ「川を知ろう、川から学ぼう」水環境学習の体系化事業
特定非営利活動法人　ｅ－ｐｌｕ
ｓ生涯学習研究所

代表理事 小林　由紀子

243111052 「川に学ぶ社会」の構築に向けた流域交流及び防災意識啓発事業 しずおか流域ネットワーク 会長 原　隆一

243111053 多様性のある湿地環境の再生と、子どもたちの自然体験活動の推進 湿地再生・植生管理部会 部会長 石上恭平

243111054 名古屋堀川下流域におけるヨシ植生域創出と水環境改善活動
特定非営利活動法人　堀川ま
ちネット

理事長 川口　正秀

243111055 中部河川技術研修
中部河川技術研修実行委員
会

実行委員長 田村　秀夫

243111056
土岐川･庄内川源流・下流域交流事業と志段味ビオトープ整備･魅力発見
行動

土岐川・庄内川流域ネットワー
ク

会長 宮田　照由

243111057
竹原川の流域と水の恩恵を受けている下流域の子供たちとの清流を守る
活動

特定非営利活動法人どんぐり
モンゴリ

理事長 角和　保明

243111058 藤前干潟クリーン大作戦
藤前干潟クリーン大作戦実行
委員会

実行委員長 坂野　一博

243111059
庄内川水系にアユ遡上100万匹大作戦ー回遊魚の生息サイクルの確立
による河川の浄化・整備活動

矢田・庄内川をきれいにする会 会長 宮田　照由

243111060 「矢田川子どもの水辺」における子どもたちの川に学ぶ体験活動の推進 矢田川子どもの水辺協議会 会長 神野　英之

　1)　(3111) 川と人々のかかわりを深めるための河川愛護活動・河川環境教育・人材育成



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（20/35）

３－１　国民的啓発運動部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243111061
河川の生物多様性と生態系の連鎖を伝えるための環境学習プログラム
の開発と実施によるネットワーク構築

琵琶湖博物館はしかけグルー
プ　びわたん

代表 北村　美香

243111062
全国の小中高等学校や環境保全団体による、河川や湖沼等を利用した
環境教育に対する学術的支援

日本陸水学会 学会会長 岩熊　敏夫

243111063  近畿河川技術研修
近畿河川技術研修実行委員
会

実行委員長 名波　義昭

243111064
クリーン作戦のネットワークを外来種駆除・貴重種保全に活かし、多様な
生き物が棲む猪名川に！

流域ネット猪名川 代表 時任　啓佑

243111065 地域住民と取り組む六方川の自然再生と保全 六方川を考える会 会長 羽賀　正老

243111066 第６回薬業系高校生研究発表全国大会（ＲＡＣリーダー養成講座） 奈良県立御所実業高等学校 校長 福田　裕光

243111067 斐伊川・神戸川流域環境マップづくりⅥ
NPO法人 しまね体験活動支援
センター

理事長 安 田  公 臣

243111068 江の川の天然アユを増やすためのシンポジウムの開催 島根県水産技術センター 所長 北沢　博夫

243111069 エコロジー研究会ひろしま エコロジー研究会ひろしま 会長 久保允誉

243111070 川に学ぶ『吉野川フェスティバル』
特定非営利活動法人　新町川
を守る会

理事長 中村　英雄

243111071
川と人々のかかわりを深めるための河川愛護運動・河川環境学習・人材
育成

愛媛大学　重信川エコリーダー 代表 増成　一矢

243111072 第１２回　九州「川」のワークショップ　in　福岡
特定非営利活動法人　九州流
域連携会議

代表理事 駄田井　正

243111073 「笹尾川水辺の楽校」における水辺体験教室開催と指導者育成
笹尾川水辺の楽校運営協議
会

会長 宮﨑　久吉

243111074
RAC九州「親子・子ども水辺教室」の推進と指導者の養成及び「九州流域
自然学校」の開校

NPO法人　西日本環境ネット
ワーク

理事長 村崎　詩園

243111075
河川技術者の人材育成を目的とした「平成24年度 九州河川技術研修」の
開催

平成２４年度　九州河川技術
研修　実行委員会

委員長 植田　剛史

　1)　(3111) 川と人々のかかわりを深めるための河川愛護活動・河川環境教育・人材育成



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（21/35）

３－１　国民的啓発運動部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243111076 「里川の水辺公園」を活用する環境保全と環境学習体験の推進 自然と暮らしを考える研究会 代表 石盛  信行

243111077 シーボルトの川づくりプロジェクト～２０１２～ 波佐見・緑と水を考える会 代表 福田　和廣

243111078 かき殻で氷川ダム湖のアオコを減少させるプロジェクト 次世代のためにがんばろ会 代表 松浦　ゆかり

243111079 水辺環境調査の指導者のための安全講座
NPO法人　大淀川流域ネット
ワーク

代表理事 杉尾　哲

243111080
リュウキュウアユ蘇生事業に関わる地元人材の育成および種苗生産技術
の確立

名護博物館 館長 島福　善弘

243111081
WebGISを活用した流域市民ネットワークによる水防災情報市民マップの
作成とその普及

新河岸川水系水環境連絡会 代表 菅谷　輝美

243111082 信濃川大河津資料館友の会による啓発活動（仮称）
NPO法人　信濃川大河津資料
館友の会

理事長 早川　典生

243111083 旭川源流大学 旭川源流大学実行委員会 実行委員長 岩城　孝志

243111084 激甚災害地における多自然型川づくりを学ぶ 北川流域ネット 代表者 矢野　純一

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243121001 天塩川における川に親しみ河川浄化を目指す活動 幌延町立幌延小学校 校長 植木　典彦

243121002 精進川での体験活動の促進 札幌市立駒岡小学校 校長 矢嶋　一昭

243121003 「沙流川の水の流れ」に学ぶ水の流れ体験活動の推進 苫小牧市立苫小牧西小学校 校長 反保　秀規

243121004 「小糸井川の水辺」における子ども達の川について学ぶ体験活動の推進 苫小牧市立澄川小学校 校長 永瀬　正樹

　2)　(3121) 小中高等学校の総合的な学習の時間における河川を題材とした活動

　1)　(3111) 川と人々のかかわりを深めるための河川愛護活動・河川環境教育・人材育成



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（22/35）

３－１　国民的啓発運動部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243121005 北海道札幌工業高等学校土木科 北海道札幌工業高等学校 校長 昆野　茂

243121006 三笠市立三笠中学校 三笠市立三笠中学校 校長 吉永　洋

243121007 生活科･総合的な学習の時間における琴似発寒川での環境学習(1～3年) 札幌市立手稲東小学校 校長 櫻井　忠

243121008 総合的な学習の時間における琴似発寒川での環境学習(4年) 札幌市立手稲東小学校 校長 櫻井　忠

243121009
総合的な学習の時間における札幌市内、北海道内の川での環境学習(5，
6年)

札幌市立手稲東小学校 校長 櫻井　忠

243121010 宇部川を守ろう！ 久慈市立宇部小学校 校長 吉水　千枝子

243121011 「地域の川：七北田川に学ぼう」における子どもたちの体験活動の推進 仙台市立北中山小学校 校長 杉田　通世

243121012
荒雄川の学習を通して，ふるさと鬼首の水環境を守ろうとする心を育む体
験活動の推進。

宮城県大崎市立鬼首小学校 校長 村石　好男

243121013
旧北上川における，川に親しみ，川を大切にし，共生していくことを目指す
活動

石巻市立開北小学校 教諭 阿部　充宏

243121014 宮城県登米市立米谷小学校 宮城県登米市立米谷小学校 校長 菅野　純夫

243121015 カヌー製作と「川を渡る梵天」について 秋田県立大曲工業高等学校 校長 豊嶋　仁

243121016 「水辺の楽校」の活動を通し、地域の自然活用・保護や環境保全の推進 庄内町立立川小学校 校長 齋籐　雅志

243121017 総合的な学習の時間における指首野川を題材にした体験活動の推進 新庄市立新庄小学校 校長 中嶋　晴幸

243121018 第６学年総合的な学習「命あふれる西通川にしたい」 遊佐町立西遊佐小学校 校長 黒木　佳昭

243121019 川に流れ込む鉄さびや排水の影響調査と水質浄化への取り組み 美浦村立大谷小学校 校長 朝日向　栄一

　2)　(3121) 小中高等学校の総合的な学習の時間における河川を題材とした活動



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（23/35）

３－１　国民的啓発運動部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243121020 思い川が結ぶ，心と自然の交流学習 古河市立古河第五小学校 校長 鶴見　信一

243121021 渡良瀬川自然体験学習　4年「身近な川とふれ合おう」 邑楽町立高島小学校 校長 和田　幸子

243121022 渡良瀬川自然体験学習　5年「渡良瀬川とふれ合おう」 邑楽町立高島小学校 校長 和田　幸子

243121023 渡良瀬川自然体験学習　６年「渡良瀬川の歴史と環境」 邑楽町立高島小学校 校長 和田　幸子

243121024
「めざせ渡良瀬遊水池！３０ｋｍサイクリング」～発見！田中正造の歩ん
だ道から～

群馬県邑楽郡邑楽町立中野
小学校

校長 大賀　孝訓

243121025
総合的な学習「黒川で学ぼう～水・人・自然～」
桐生川・黒川の環境調査を通じて、川と人と自然のつながりを学ぶ活動

桐生市立菱小学校 校長 野口　勝禎

243121026 総合的な学習の時間「不老川探検隊」の学習活動の充実 入間市立藤沢東小学校 校長 鈴木　良一

243121027 埼玉県羽生市立村君小学校 羽生市立村君小学校 校長 横山　道輝

243121028
生活科・総合的な学習の時間における荒川河川敷での環境学習（１～３
年）

江戸川区立平井東小学校 校長 峰岸　知恵子

243121029 総合的な学習の時間における荒川河川敷での環境学習（５・６年） 江戸川区立平井東小学校 校長 峰岸　知恵子

243121030 総合的な学習の時間における荒川河川敷での環境学習（４年） 江戸川区立平井東小学校 校長 峰岸　知恵子

243121031 鮭の飼育・放流を通して学ぶ環境教育 足立区立北三谷小学校 校長 大森　隆雄

243121032
小学生による河川堤防法面における半自然草原の管理についての体験
活動

荒川区立汐入小学校 校長 長谷川　かほる

243121033 ４・５年生　船上学習 北区立岩淵小学校 校長 大畑　賢一

243121034 6年生　荒川上流学習 北区立岩淵小学校 校長 大畑　賢一

　2)　(3121) 小中高等学校の総合的な学習の時間における河川を題材とした活動



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（24/35）

３－１　国民的啓発運動部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243121035 多摩川での体験学習（総合的な学習の時間）　3年生 府中市立武蔵台小学校 校長 酒井　孝裕

243121036 多摩川での総合的学習の時間の授業（４年） 府中市立矢崎小学校 校長 佐久間　修

243121037 多摩川における「川に遊び、学び、奉仕する活動」 大田区立嶺町小学校 校長 須賀　伸子

243121038 多摩川安全講座 多摩市立連光寺小学校 学校長 藤井　香代子

243121039 川は自然の宝箱　～多摩川マスターになろう～ 多摩市立連光寺小学校 学校長 藤井　香代子

243121040 「多摩川大好き」（多摩川での「総合的な学習の時間」の授業　4年1組） 府中市立日新小学校 校長 伊藤　顯

243121041 「多摩川大好き」（多摩川での「総合的な学習の時間」の授業　4年2組） 府中市立日新小学校 校長 伊藤　顯

243121042 「多摩川大好き」（多摩川での「総合的な学習の時間」の授業　4年3組） 府中市立日新小学校 校長 伊藤　顯

243121043 荒川での自然体験と課題学習を通じた環境学習事業 江戸川区立平井小学校 校長 青木　均

243121044 平井川にすむ水生生物の観察
東京都西多摩郡日の出町立
平井小学校

校長 加藤　　純

243121045 ふるさと多摩川「②川の生物」 多摩市立多摩第一小学校 校長 棚橋　乾

243121046 ふるさと多摩川「①川の安全とマナー」 多摩市立多摩第一小学校 校長 棚橋　乾

243121047 東京都西多摩郡日の出町立平井小学校
東京都西多摩郡日の出町立
平井小学校

校長 加藤　純

243121048 多摩市立東落合小学校 多摩市立東落合小学校 副校長 佐藤　裕

243121049 総合的な学習の時間　　3年多摩川名人になろう　　4年レッツゴー多摩川 府中市立四谷小学校 校長 田中　文子

　2)　(3121) 小中高等学校の総合的な学習の時間における河川を題材とした活動



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（25/35）

３－１　国民的啓発運動部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243121050 「多摩川の自然を水上からさぐろう」総合的な学習の時間（３年合同） 府中市立新町小学校３年 校長 芳賀　一郎

243121051 「知ろう学ぼう私達の多摩川」総合的な学習の時間（３年1組） 府中市立新町小学校３年 校長 芳賀　一郎

243121052 「知ろう学ぼう私達の多摩川」総合的な学習の時間（３年２組） 府中市立新町小学校３年 校長 芳賀　一郎

243121053 総合的な学習の時間における地域の環境課題解決学習の推進 横浜市立黒須田小学校 校長 永野　美雄

243121054 多摩川河口付近の自然環境と土地利用の観察 川崎市立藤崎小学校 学校長 田中　真喜男

243121055
「多摩川」を題材とした子どもたちの体験学習活動「上丸子多摩川カリキュ
ラム」の推進

川崎市立上丸子小学校 校長 岩間　章

243121056
「多摩川」を題材とした子どもたちの体験学習活動「上丸子多摩川カリキュ
ラム」の推進

川崎市立上丸子小学校 校長 岩間　章

243121057
「多摩川」を題材とした子どもたちの体験学習活動「上丸子多摩川カリキュ
ラム」の推進

川崎市立上丸子小学校 校長 岩間　章

243121058
虻川、芦部川、玉川などで放射性元素をもつモナザイト等の調査と放射線
の観察

松川東小学校 校長 南波　洋子

243121059 小中高等学校の総合的な学習の時間における河川を題材とした活動 上越市立大町小学校 校長 歌川　孝

243121060 総合的な学習の時間における自然体験施設を活用した環境学習の推進 各務原市立川島小学校 校長 小見山　雅孝

243121061 長良川調査隊「長良川の水を守れ」 海津市立東江小学校 校長 小栗　茂

243121062 身近な川の水環境に関する調査・研究 岐阜市立長森南中学校 校長 加藤　貞治

243121063 佐鳴湖の環境について考えよう 浜松市立入野小学校 校長 宮﨑　博之

243121064 「藁科川の自然に親しみ、そのよさに気づき、環境を守る活動」 静岡市立中藁科小学校 校長 下橋　一徳

　2)　(3121) 小中高等学校の総合的な学習の時間における河川を題材とした活動



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（26/35）

３－１　国民的啓発運動部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243121065 ふるさと秦梨の河川及びその周辺の自然に親しみ、その環境を調べよう。 岡崎市立秦梨小学校 校長 市川　松男

243121066 守ろうわたしたちのまちのホタル 刈谷市立小垣江東小学校 校長 近藤　圭介

243121067 アマゴのはねる巴川づくり 愛知県新城市立協和小学校 校長 森田　真敏

243121068
身近な水路を活用した環境教育の取り組み　－生物多様性を扱いながら
－

安城市立今池小学校 校長 内藤　和光

243121069 鈴鹿川・安楽川とわたしたちのくらし 鈴鹿市立井田川小学校 校長 山本　陽子

243121070
「鹿谷川流域と鹿谷川につながるビオトープ、田んぼ」における、子ども達

 の河川環境学習の推進
福井県勝山市立鹿谷小学校 学校長 中村　裕也

243121071 「ふるさとマキノ水辺探検」～西内沼、中ノ川、琵琶湖の水辺を調べよう～ 高島市立マキノ東小学校 校長 平井　幸晴

243121072 瀬田川における環境学習 滋賀県立瀬田工業高等学校 校長 吉村　輝夫

243121073
全校いわな給食（犬上川の川原でいわなを焼いて食べる）４年総合的な
学習「犬上川探検」

多賀町立大滝小学校 校長 川口　秀和

243121074 京の川を探検しよう　～野鳥観察体験や河川の環境学習を通して～ 京都市立新洞小学校 校長 松下　茂

243121075 「牛尾山・音羽川」たんけん隊　　――私たちの里山を調べよう―― 京都市立大塚小学校 校長 進藤　　卓巳

243121076 ふるさとの川山科川をみつめて 京都市立池田小学校 校長 山﨑　浩二

243121077 東高瀬川周辺の景観改善 京都市立伏見工業高等学校 校長 道越　隆夫

243121078 大津川　ＴＨＮＡＫ　ＹＯＵ　ＰＲＯＪＥＣＴ 泉大津市立戎小学校 校長 谷尾　好貞

243121079 平成２４年度総合的な学習の時間における大木川(樫井川）川探検活動 泉佐野市立大木小学校 校長 副田　峰次

　2)　(3121) 小中高等学校の総合的な学習の時間における河川を題材とした活動



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（27/35）

３－１　国民的啓発運動部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243121080 小学校の総合的な学習の時間における河川を題材とした活動 和泉市立光明台南小学校 教頭 浜崎　仁子

243121081 小中高等学校の総合的な学習の時間における河川を題材とした活動 和泉市立南池田小学校 教頭 辻村　純一

243121082 大阪府和泉市立和気小学校 大阪府和泉市立和気小学校 校長 髙木　康之

243121083 子どもたちが主体的に学ぶ山根川環境保全活動の推進 たつの市立小宅小学校 校長 松尾　壯典

243121084
総合的な学習の時間
「自然との共生」～鮎原川（都志川）の水生生物調査～

洲本市立鮎原小学校 校長 郷門　崇文

243121085 高橋の自然再発見～出石川調査隊～ 豊岡市立高橋小学校 校長 正見　敏治

243121086 我々のふるさとの川・「阿瀬川と円山川」から学ぶ体験活動の推進 豊岡市立三方小学校 学校長 安達　哲也

243121087 桜江の川と自然・くらし 江津市立桜江小学校 校長 井田　義道

243121088 桜江の川と治水・利水 江津市立桜江小学校 校長 井田　義道

243121089 ふるさとの川や中海を大切にする荒島づくり(４年次） 荒島小学校 校長 吉野　一郎

243121090 唐川川流域周辺環境保全活動 出雲市立鰐淵小学校 校長 須田　英典

243121091 発見！探検！高津川２０１２ 益田市立吉田小学校 校長 柳井　秀雄

243121092 大馬木川・砂田川ウォーターランド
島根県仁多郡奥出雲町立馬
木小学校

校長 矢田　真士

243121093 馬木っ子ふるさと環境探偵団
島根県仁多郡奥出雲町立馬
木小学校

校長 矢田　真士

243121094
「川をサイエンスしよう　～山陽小『環境サイエンスクラブ』の活動を通して
～」

岡山県赤磐市立山陽小学校 校長 武藤　幹夫

　2)　(3121) 小中高等学校の総合的な学習の時間における河川を題材とした活動



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（28/35）

３－１　国民的啓発運動部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243121095
第４学年　総合的な学習の時間「高見の自然調査隊～ホタルをよびもどそ
う～」における子ども達の体験活動の推進

尾道市立高見小学校 校長 藤田　覚治

243121096 小中高等学校の総合的な学習の時間における河川を題材とした活動 江田島市立三高小学校 校長 宮川　恭子

243121097
小中高等学校の総合的な学習の時間における河川を題材とした活動（6
年生）

江田島市立三高小学校 校長 宮川　恭子

243121098 土器川における，川に親しみ，環境問題を考える活動　Ⅸ 丸亀市立城辰小学校 教諭 平田　貴久

243121099 校区の溜め池や川と学校ビオトープを結ぶ、水生生物の飼育保護活動 高松市立三渓小学校 校長 川村　洋子

243121100 津田小　環境守り隊　出動 さぬき市立津田小学校 校長 吉本　嘉夫

243121101 小中高等学校の総合的な学習の時間における河川を題材とした活動 多度津町立四箇小学校 校長 渡・　健司

243121102 多自然型河川（傍示川）における水質・生物調査 済美平成中等教育学校 校長 正岡　勝英

243121103 川となかよくなろう 松山市立さくら小学校 校長 替地　和人

243121104 新荘川「清流を守る事業」 須崎市立上分小・中学校 校長 鍋島　智

243121105 舟入川･物部川はわたしたちの川 高知県香美市立舟入小学校 校長 竹村　栄夫

243121106 総合的な学習における厳木川から学ぶ環境教育の推進 唐津市立厳木中学校 校長 中村　秀子

243121107 小中高等学校の総合的な学習の時間における河川を題材とした活動 唐津市立相知小学校 校長 一色　健治

243121108
玉来川における川と人のかかわりを学び地域の水環境保全を目指す活
動

産山村立産山小学校 校長 工藤　圭一郎

243121109 「三財川」におけるカヌー教室と水質検査 西都市立三財小学校 校長 松浦　美人

　2)　(3121) 小中高等学校の総合的な学習の時間における河川を題材とした活動



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（29/35）

３－１　国民的啓発運動部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243121110 那珂川における、川に親しみ河川浄化を目指す活動 茂木町立中川中学校 校長 古壕　秀一

243121111 アドベンチャー教室「雄物川と生きる」 秋田市立雄和中学校 校長 三條　正弘

243121112 三沢市立おおぞら小学校 三沢市立おおぞら小学校 校長 佐々木　純一

243121113
「奥田川かがやきの水辺」における児童による希少植物及び水生生物の
保護と観察等の体験活動の推進

いの町立伊野南小学校 校長 岡　則明

243121114 守ろう！　未来に伝えよう！　中川の自然 中川小学校 校長 堀口　映子

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243131001 石狩川流域住民水難救助訓練支援事業 まちづくり・川づくり協議会 会長 後藤　登

243131002 十勝における川の安全教育推進事業 S.R.プロジェクト
特定非営利活動法人
帯広NPO２８サポートセンター

理事長 千葉　養子

243131003 防災専門家の連携による自主防災組織の防災力強化に係る社会実験 社団法人全国防災協会 会長 陣内　孝雄

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243141001 石狩川流域連携による水害対策技術者の養成カリキュラムづくり 石狩川流域圏会議 滝川市長 前田　康吉

243141002 河川塾　-都市（江東地域）における水防意識向上に資する活動- 河川塾実行委員会 実行委員長
難波   勉
（匡甫）

243141003
「駒ヶ根高原砂防フィールドミュージアム」における土砂災害啓発活動の
推進

駒ヶ根高原砂防フィールド
ミュージアム活用促進協議会

会長（駒ヶ根
市長）

杉本　幸治

　2)　(3121) 小中高等学校の総合的な学習の時間における河川を題材とした活動

　3) （3131） 防災ボランティア等の活動

　4) （3141） 水害対策に関わる活動



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（30/35）

３－１　国民的啓発運動部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243141004 「水害サミット」水害対策啓発事業 水害サミット実行委員会 三条市長 國定　勇人

243141005 防災教育チャレンジプラン
防災教育チャレンジプラン実行
委員会

委員長 林　春男

243141006
幅広い年代層に対応した水害リスクコミュニケーションの実施とその効果
の検証

南国市 市長 橋詰 壽人

243141007 雨水コーディネーター養成事業
社団法人　福岡県建築士会福
岡支部

支部長 田中　浩

243141008 水防災プロジェクトin白川　　今後の水防災活動を考え、行動する
ＮＰＯ法人　白川流域リバー
ネットワーク

代表理事 金子　好雄

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243151001 水とのふれあいフォトコンテスト 水の週間実行委員会 会長 虫明　功臣

243151002 企業の水資源対策に関する普及啓発活動 社団法人　産業と環境の会 会長 山本　貞一

243151003 河川景観の写真画像整備とその普及啓発 社団法人　日本工業用水協会 会長 大村　秀章

243151004 近年注目されている造水技術に関するシンポジウムの開催
一般財団法人　造水促進セン
ター

理事長 山本　和夫

243151005
打ち水大作戦2012　東日本大震災被災地における打ち水大作戦及び節
水・水循環ワークショップ・講座の開催

打ち水大作戦本部 作戦本部長 竹村　公太郎

243151006 「ネットでワークする」雨水ネットワーク九州の構築
特定非営利活動法人
　南畑ダム貯水する会

理事長 山下　輝和

　4) （3141） 水害対策に関わる活動

　5) （3151） 水利用の合理化・高度化・水と産業とのかかわり等に関する普及啓発活動



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（31/35）

３－１　国民的啓発運動部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243161001 北海道地域『「子どもの水辺」再発見プロジェクト』推進事業
北海道「子どもの水辺」全道交
流会実行委員会

実行委員長 辻　勲

243161002
川が地域と時代をつなぐ「流域未来づくり」プロジェクト～沙流川とともに生
きる2012～

特定非営利活動法人　環境防
災研究機構北海道

代表理事 藤間　聰

243161003 ダムでつながる水と人、そして未来へ NPO法人　水守の郷・七ヶ宿 理事長 海藤　節生

243161004 まぶたを焦がすあなたのふるさとフォトコンテスト
まぶたを焦がすあなたのふる
さとフォトコンテスト実行委員会

実行委員長 佐々木　淑充

243161005 流域間・流域内交流
千葉県上下流交流事業実行
委員会

会長 髙橋　渡

243161006 流域委員会と水源地振興のあり方について
流域の水循環型社会をすすめ
る会

会長 高橋　裕

243161007
いい川・いい川づくりを全国で推進していくためのワークショップ（公開選
考・討論会）の開催

いい川･いい川づくり実行委員
会

実行委員長 宮口　侗廸

243161008
河川愛護月間関連行事（東京の川を考えるシンポジウム、パネル展、川
のフォトコンテスト）

川の日フェア実行委員会 委員長 飯塚　政憲

243161009 長良川流域の子どもたちの交流を目的とした森・川・海の体験活動事業 長良川流域子ども協議会 代表 柴田　甫彦

243161010
・りばーぴあ庄内川２０１２（上下流交流イベント）・りばーぴあ庄内川　土
岐川あそび（河川体験イベント）・りばーぴあ庄内川　上下流交流（上下流
体験イベント）

りばーぴあ庄内川実行委員会 委員長 宮本　健也

243161011 あかりがつなぐ記憶２０１２
天若湖アートプロジェクト実行
委員会

実行委員長 佐藤　久恵

243161012 近畿「子どもの水辺」交流会
近畿「子どもの水辺」交流会実
行委員会

会長 市川　勝己

243161013 太田川流域子ども交流事業 太田川流域振興交流会議 会長 北川　浩二

243161014 ３大暴れ川兄弟河川縁結び交流の推進
特定非営利活動法人　筑後川
流域連携倶楽部

理事長 駄田井　正

243161015 五ヶ瀬川流域の国土保全に関わる問題の共有と理解推進
特定非営利活動法人五ヶ瀬川
流域ネットワーク

理事長 土井　裕子

　6) （3161） 流域間・流域内交流



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（32/35）

３－１　国民的啓発運動部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243171001
英国に学ぶ河川再生～ 新技術指針「PRAGMO」を活用した河川モニタ
リング調査の技術普及

アジア河川・流域再生ネット
ワーク

会長 玉井　信行

243171002
海外の河川分野の 新動向、NPO・市民・行政等による優良取り組み事
例の国内向け発信による国内河川活動支援

社団法人　国際建設技術協会 理事長 吉野　清文

243171003
全国の舟運・防災船着場活性化事業に向けたシンポジウム・社会実験－
木曽三川の舟運を活用した広域連携交流軸による防災・観光活性化促進
モデル事業

ＮＰＯ法人　都市環境研究会 会長 三浦　裕二

243171004 日米さくら交流100周年記念事業
特定非営利活動法人　あらか
わ学会

理事長 鈴木　誠

243171005
「日本と国際社会の水の安全保障の確立に向けて－持続可能な強靭でし
なやかな社会の形成－」

特定非営利活動法人　日本水
フォーラム

事務局長 竹村　公太郎

243171006 国際大ダム会議京都大会 国際シンポジウム 社団法人　日本大ダム会議 会長 坂本　忠彦

243171007
留学生による肱川と重信川の治水・環境保全技術の体験的学習と流域住
民への啓発活動

国立大学法人　愛媛大学 学長 柳澤　康信

243171008 韓国と日本の中高生による相互交流事業 直方川づくりの会 理事長 野見山　ミチ子

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243181001
「魚の心がわかる魚道づくり」をキーワードに、河川文化講演会の開催や
魚道清掃の実践を通して河川愛護を啓発する活動

NPO法人　北海道魚道研究会 理事長 戸沼　平八

243181002 関東地方の明治期以降の洪水アーカイブの構築・普及事業 ＮＰＯまちづくり情報センター 理事長 利満　慎一

243181003 風土が語る災害の宿命に関する講演会の開催 風土工学デザイン研究所 理事長 竹林　征三

243181004 「春の小川」デザイン会議 in 東京デザイナーズウィーク NPO法人 渋谷川ルネッサンス 代表理事 尾田　栄章

243181005 講演会「河川文化を語る会」 公益社団法人　日本河川協会 会長 虫明　功臣

　7) （3171） 河川に関わる国際交流活動

　8) （3181） 河川文化講演会等の開催



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（33/35）

３－１　国民的啓発運動部門　一般的助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243181006 開港都市にいがた 水と土の芸術祭２０１２ 水と土の芸術祭実行委員会 実行委員長 篠田　昭

243181007 第17回水シンポジウム2012inぎふ
第17回水シンポジウム2012in
ぎふ実行委員会

実行委員長 寶　馨

243181008 自然共生シンポジウム（仮） 岐阜県自然共生工法研究会 会長 河村　三郎

243181009 全国なぎさシンポジウムin宮崎
全国なぎさシンポジウムin宮崎
実行委員会

会長（宮崎
県知事）

河野　俊嗣

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243191001 「埼玉の親しみやすい水辺集」の編纂 彩の川研究会 会長 尾崎　邦夫

243191002 河川行政に関するオーラルヒストリー
河川行政に関するオーラルヒ
ストリー実行委員会

委員長 御厨　貴

243191003 「ダムなんでも相談室　－電気が足りない今－」 一般社団法人ダム工学会 会長 本庄　正史

243191004
市民による｢多自然川づくり｣の啓発、推進と｢水防協力団体｣の形成に関
する促進運動

特定非営利活動法人　全国水
環境交流会

代表理事 山道　省三

243191005 日本水大賞 日本水大賞委員会 委員長 毛利　衛

243191006 ＮＰＯ法人　瀬田川リバプレ隊 ＮＰＯ法人　瀬田川リバプレ隊 理事長 冨岡　親憲

　8) （3181） 河川文化講演会等の開催

　9) （3191） その他



平成24年度　河川整備基金助成事業　採択一覧　（34/35）

３－２　国民的啓発運動部門　新設市民団体運営支援助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243201001
「大和川子どもの水辺に於ける子ども達の水辺体験学習の推進と指導者
の育成」の為の活動

大和川水辺の楽校協議会 会長 亀井　哲夫

243201002 都市河川「大和川」における天然アユの大量遡上復活プログラム 大和川天然アユ研究会 代表 長田　芳和

243201003 新設市民団体運営支援助成 武庫川流域圏ネットワーク 代表 山本　義和

243201004 新設市民団体運営支援助成
特定非営利活動法人　さくらお
ろち

理事長 作野　広和

243201005 福岡市樋井川流域における子供を対象とした流域治水の推進 樋井川流域治水市民会議 代表 角銅　久美子

243201006 新設市民団体運営支援助成
特定非営利活動法人　嘉瀬川
交流軸

理事長 荒牧　軍治

243201007 帯広川に学ぶ生物・環境・経済
帯広川伏古地区子どもの水辺
協議会

会　長 関川　三男 H23年度採択

243201008
「かんな川水辺の楽校における環境調査と川に学ぶ体験活動の推進と指
導者の育成」のための支援活動

かんな川水辺の楽校運営協議
会

会長 掛川　優子 H23年度採択

243201009 多摩市水辺の楽校
多摩市水辺の楽校運営協議
会

会長 西　厚 H23年度採択

243201010 南大阪地域の環境活動とネットワークの構築 南大阪環境フォーラム 会長 養父　志乃夫 H23年度採択

243201011
高齢過疎地域における住民主体の洪水ハザードマップと水辺のネット
ワークづくり

ニコニコ会 会長 疋田　誠 H23年度採択

243201012 内川を活用した地域の環境保全・街づくり・人づくり事業 鶴岡舟番所 会長 渡部　正芳 H22年度採択

243201013 猪苗代湖における水質日本一復活を目指しての水生植物等回収事業
清らかな湖・美しい猪苗代湖の
水環境研究協議会

会長 中村　玄正 H22年度採択

243201014
水辺をまちづくりに活かし、河川水質の向上意識を高める住民活動の為
の新設市民団体運営助成

みやぞの池と坂川を活かした
まちづくり市民の会

会長 久谷　與四郎 H22年度採択

243201015 新設市民団体運営支援助成 矢作川右岸を楽しむ会 会長 澤田　俊広 H22年度採択

243201016
「大和川市民ネットワーク」の設立による大和川流域の住民連携推進と河
川環境改善

大和川市民ネットワーク 代表 辰谷　直子 H22年度採択

　（3201）新設市民団体運営支援助成
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３－２　国民的啓発運動部門　新設市民団体運営支援助成

番　号 申請事業名 所属機関
申請者/代
表者職名

代表者名 備　考

243201017
長崎県内の河川に関わる活動団体を対象とした、知識・技能能力向上講
習の開催及び情報発信の為の事業

長崎よか川交流会 会長 兵働　馨 H22年度採択

243201018
乙津川の環境美化と水質保全を通して、青少年の健全育成と河川環境を
守る事業

乙津川水辺の楽校運営協議
会

会長 安部　泰史 H22年度採択

243201019 黒目川の景観づくり 黒目川の景観を考える会 代表 小林　一己 H21年度採択

243201020
河川を中心とする水辺環境づくりを担う人材育成と地域への展開･実践―
住吉川｢バンドウ塾｣の開設･運営を通じて―

特定非営利活動法人　まちづく
りネット熊取

理事長 柗野　隆一 H21年度採択

243201021 嘉瀬川ふれあい川めぐり 嘉瀬川観光開発振興会 理事長 陣内　孝雄 H21年度採択

243201022
地域の宝を活かした自然体験・環境学習による意識啓発・人材育成と都
市部との交流に向けた川・湖面利用の推進活動

特定非営利活動法人　ひっ翔
べ！奥さつま探険隊

理事長 小牧　紘一 H21年度採択

243201023 新設市民団体運営支援助成
忠別ダム水源地域ビジョン遊
ing忠別

代表 堀内　重夫 H20年度採択

243201024
「多摩川水系を勤務地とする小学校教師の川での体験活動の推進と指導
者育成」のための支援活動

多摩川塾 代表 小林　洋一 H20年度採択

243201025
新川の歴史を次世代に伝え、子供達と一緒に新川流域の環境を守る活
動

越後新川まちおこしの会 会長 松岡　長孝 H20年度採択

243201026
「流木炭を利用した矢作川支川の水質保全とホタルの舞う河川環境づく
り」のための支援活動

特定非営利活動法人　奥矢作
森林塾

理事長 大島　光利 H20年度採択

243201027
「九頭竜川、打波川での水辺における体験活動と安全の推進」のための
支援

奥越前まんまるサイト 代表 坂本　均 H20年度採択

243201028
沿川住民、ワーカー、オーナーなど多様な主体が参画する都心コミュニ
ティによる、東横堀川の水辺の魅力向上・環境創出事業

東横堀川水辺再生協議会 会長 別所　俊顕 H20年度採択

243201029 筑後川まるごと博物館の人材育成活動の運営支援
筑後川まるごと博物館運営委
員会

館長 浅見　良露 H20年度採択

243201030
川や山など自然を主題とした「福岡県内の小学校校歌」を基に、流域の視
点に立った｢川や山から学ぶ学習教材｣として作成、我がまち、我がふるさ
とを愛する心や自然を愛する心を育てることを目的とする｡

ふくおかの川と水の会 会長 村上　治 H20年度採択

　（3201）新設市民団体運営支援助成
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