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助成番号 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者　氏名
都道
府県

助成
期間

備考

285111001 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 東京 1

285111002 河川堤防の安全性評価技術の向上 公益社団法人土木学会

地盤工学委
員会堤防小
委員会委員
長

岡村　未対 東京 1

285111003 ICT活用等による河川管理システムの高度化に関する研究
一般社団法人流域水管理研
究所

シニアアドバ
イザー

虫明　功臣 東京 1

285111004 ダムの魅力を引き出す広報による地域活性化に関する研究
一般社団法人日本大ダム会
議

会長 橋本　徳昭 東京 2

285111005
河川の計画から維持管理さらに水防・避難誘導と連動した河川技
術体系の構築

河川研究会
代表（名古屋
大学名誉教
授）

辻本　哲郎 愛知 2

285122001 沖縄の陸水　～独特な環境の保全を目指して 日本陸水学会企画委員会 委員長 山室　真澄 千葉 1

285122002
第3回地球物理流れにおける水と土砂の二相流モデルに関する国
際会議

第３回地球物理流れにおける
水と土砂の二相流モデルに関
する国際会議組織委員会

組織委員長 福岡　捷二 東京 1

285122003 カリフォルニア州の渇水への対応と教訓
一般社団法人水文・水資源学
会

国際委員 山田　正 東京 1

285122004
公開シンポジウム「流域管理と地域の未来を考える－応用生態工
学の課題と展望－」の開催

応用生態工学会
大会実行委
員、監事

辻本　哲郎 東京 1

285122005 流域連携におけるナレッジ活用方策の調査研究アウトリーチ活動
特定非営利活動法人日本水
フォーラム

代表理事・事
務局長

竹村　公太郎 東京 1
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都道
府県

助成
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285122006 水資源・河川分野のリーダー育成のための国際教育プログラム
国立大学法人東京大学大学
院工学系研究科社会基盤学
専攻

特任准教授 中井　祐 東京 1

285122007 各地の河川の災害の宿命に関する講演会 風土工学デザイン研究所
理事長、環境
防災研究所
長

竹林　征三 東京 1
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都道
府県
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285211001
人間社会と野生動物の健全な関係を構築するための河畔林管理
に関する研究

学校法人酪農学園 准教授 鈴木　透 北海道 1

285211002 出水時における流木挙動の解明とその予測技術の開発 国立大学法人北海道大学 准教授 木村　一郎 北海道 2

285211003
改修直線河道から旧蛇行河川への切替え湾曲河道部における河
道変動に関する基礎的検討

北見工業大学 教授 早川　博 北海道 1

285211004
津波インパクトが残存する河口部に来襲した平成27年9月関東・東
北豪雨出水の影響と課題

東北大学 教授 田中　仁 宮城 1

285211005 被災した北上川河口ヨシ原の移植適地の評価 東北工業大学 教授 山田　一裕 宮城 2

285211006
十三湖におけるヤマトシジミの生息環境解析を踏まえた資源管理
手法の構築

東北大学 准教授 梅田　信 宮城 1

285211007
アクティブ・ラーニングを導入した次世代河川教育としての野外学習
指導法の開発

秋田大学教育文化学部 教授 川村　教一 秋田 1

285211008
プロジェクトウエットを活用した新しい八郎湖流域の河川教育プログ
ラムの開発

公立大学法人秋田県立大学 教授 谷口　吉光 秋田 1

285211009
伝統的な水質浄化法「池干し」による底泥の溶存酸素消費抑制効
果の評価

日本大学 助教 手塚　公裕 福島 1

285211010
流域スケールの雨水貯留量と前兆現象の把握を利用した土砂災害
発生時刻の推定に向けた実証試験

国立大学法人福島大学 准教授 横尾　善之 福島 1
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285211011 天竜川の河口砂州フラッシュ発生の確率的評価 国立大学法人筑波大学 教授 武若　聡 茨城 2

285211012
降雨特性の違いに着目した表層崩壊特性把握のための実験的研
究

国立研究開発法人土木研究
所

研究員 高原　晃宙 茨城 2

285211013
霞ヶ浦湖岸ハス田からの流出負荷量抑制対策のための基本的研
究

国立大学法人茨城大学 教授 黒田　久雄 茨城 2

285211014
白山手取川源流域における越境大気汚染物質の流入および流出
水への影響評価

国立研究開発法人森林総合
研究所

主任研究員 伊藤　優子 茨城 1

285211015
河川の氾濫原水域における沈水植物群落の成立条件の解明－河
道掘削後の植生再生にむけて－

国立研究開発法人土木研究
所

専門研究員 片桐　浩司 茨城 1

285211016
鬼怒川における礫河原再生事業の大規模出水に対する効果に関
する研究

宇都宮大学 教授 池田　裕一 栃木 1

285211017
粗粒化河床構造の変化と水生生物の動態を考慮した適切な土砂
還元量の研究

国立大学法人埼玉大学 教授 田中　規夫 埼玉 1

285211018
河川の特性に基づいた樹林化機構の解明と体系化及び対策の検
討

埼玉大学 教授 浅枝　隆 埼玉 1

285211019
ダム下流の川づくりに資する貯水池水質保全対策の高度化－河床
微細付着物と貯水池内一次生産の関係に対する曝気循環対策の
影響－

埼玉大学大学院理工学研究
科

助教 古里　栄一 埼玉 2

285211020 アオコの抑制に特化した新規導水運用手法の研究開発 千葉大学 助教 天野　佳正 千葉 1
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285211021 河口域の震災湿地における栄養塩の吸収・生成に関する調査研究 公立大学法人首都大学東京 准教授 横山　勝英 東京 1

285211022
日本におけるナガエツルノゲイトウ集団の起源と水系間移動プロセ
スの解明

復旦大学生命科学学院 准教授 米澤　隆弘 東京 1

285211023
淡水産Skeletonema属珪藻の感潮河道ー河口域で果たす役割の解
明

国立大学法人東京海洋大学 准教授 片野　俊也 東京 1

285211024
将来気象データを用いた印旛沼流入河川の水温と熱量の季節変
化に関する検討

東京大学大学院工学系研究
科

教授 古米　弘明 東京 2

285211025 LQ式に替わる新たな流入負荷量推定手法の研究 国立大学法人東京工業大学 教授 木内　豪 神奈川 1

285211026
道路等の連続盛土や灌漑水路の配置を考慮した氾濫水挙動のモ
デル開発

東京工業大学大学院総合理
工学研究科

教授 石川　忠晴 神奈川 1

285211027 自動航行型水中生物調査システム（水上版ドローン）の開発 国立大学法人新潟大学 准教授 吉川　夏樹 新潟 1

285211028
気候変化下における 大クラス洪水の推定と都市域の水害リスク
変容評価

国立大学法人金沢大学 准教授 谷口　健司 石川 1

285211029
大河川の栄養塩ダイナミクス：ドリフト法を用いたスパイラルメトリク
スの河川間比較

国立大学法人山梨大学 准教授 岩田　智也 山梨 2

285211030
山梨県におけるアンサンブル降水予測を用いた土砂災害危険度予
測システムの構築

山梨大学 准教授 相馬　一義 山梨 1
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285211031
日本産水生昆虫類に関するDNAバーコーディング・国際データベー
ス（BOLBシステム）への登録貢献のための研究

国立大学法人国立大学法人
信州大学

准教授 東城　幸治 長野 1

285211032
河川生態系における淵の機能的役割の解明－水生昆虫類を指標
として

信州大学繊維学部 教授 平林　公男 長野 1

285211033
河川堤防の安全性向上に寄与する間隙空気噴発現象の要対策区
間の抽出法

岐阜大学 准教授 神谷　浩二 岐阜 1

285211034
河道掘削後に自然形成された氾濫原水域におけるイシガイ類生息
環境の変化

国立研究開発法人土木研究
所

研究員 永山　滋也 岐阜 1

285211035
石の埋没度とアユの食み跡の関連解析による堆積土砂量の許容
値の検討

国立研究開発法人土木研究
所

専門研究員 小野田　幸生 岐阜 1

285211036 流域の地質・地形条件を考慮した流出土砂の粒度特性の評価
国立研究開発法人土木研究
所

専門研究員 高岡　広樹 岐阜 1

285211037 洪水に伴う砂礫内へ種子供給と土砂移動特性との関係性の解明 土木研究所 主任研究員 大石　哲也 岐阜 1

285211038
山間地河道の河川地形を保全・復元するための改修手法～河岸の
粗度に着目して～

国立大学法人岐阜大学 准教授 原田　守啓 岐阜 2

285211039
湧水河川・柿田川の河川環境と生態系解明のための生物インベン
トリーの構築

静岡大学 教授 加藤　憲二 静岡 1

285211040
小学校における河川はん濫に対する高台避難のためのタイムライ
ン整備に向けた実践研究

愛知工業大学 准教授 小池　則満 愛知 1
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285211041
溶菌性ウイルスに着目したメタボロミクス解析による琵琶湖難分解
性有機物の起源解明

京都大学大学院 教授 清水　芳久 滋賀 1

285211042 大和川における病原性大腸菌の全DNA情報解析 国立大学法人京都大学 准教授 松田　知成 滋賀 1

285211043
気候変動に対応する水資源・環境・エネルギー管理のための下水
からの代替水資源の生産

京都大学大学院工学研究科
附属流域圏総合環境質研究
センター

教授 田中　宏明 滋賀 1

285211044
住民と行政の協働川づくりのためのコーディネート手法に関する研
究

公立大学法人滋賀県立大学 助教 平山　奈央子 滋賀 1

285211045
樹林化が進行したワンド止水域の 適な水質保全マネジメントに関
する実用研究

国立大学法人京都大学 准教授 山上　路生 京都 1

285211046 観測データを活用した土石流流量の推定手法に関する研究 京都大学大学院農学研究科 助教 中谷　加奈 京都 2

285211047
河川生態系の生物多様性とリン循環機能の評価：流域スケールか
らのアプローチ

大学共同利用機関法人総合
地球環境学研究所

准教授 奥田　昇 京都 1

285211048
洪水リスクの予防、危機管理及び損害の社会的再配分について
の、自然科学者と社会科学者の協働の下での、具体的な規範の解
明

島根大学大学院法務研究科 教授 磯村　篤範 京都 1

285211049 モービルマッピングシステムによる浸水深分布計測に関する研究 国立大学法人京都大学 准教授 佐山　敬洋 京都 2

285211050
河川の災害対応に資する３次元可視化とデータベースの構築に関
する研究

関西大学環境都市工学部 准教授 窪田　諭 大阪 1
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285211051
常総豪雨災害時に撮影されたヘリ動画の画像解析に基づく破堤氾
濫の実態の把握

国立大学法人神戸大学 教授 藤田　一郎 兵庫 1

285211052
円山川水系の河道内自然再生湿地と豊岡盆地の水田地帯の自然
再生湿地における水生動物群集の比較―コウノトリの採餌場所とし
ての自然再生湿地の定量評価―

公立大学法人兵庫県立大学
大学院地域資源マネジメント
研究科

特任助教 田和　康太 兵庫 1

285211053 ため池の事前放流による雨水貯留容量の確保に関する研究 国立大学法人神戸大学 教授 田中丸　治哉 兵庫 2

285211054 河道内樹木の生育抑制による治水安全の確保 国立大学法人鳥取大学 准教授 岡　真理子 鳥取 2

285211055
斐伊川水系河口部中海・宍道湖における過去10年間の底質環境
の変化

国立大学法人島根大学 准教授 瀬戸　浩二 島根 1

285211056
礫河原再生事業が河川の水生生物の生息環境に与える経年的な
影響の検討

国立大学法人岡山大学 准教授 吉田　圭介 岡山 1

285211057
ジオスライサー調査と古文書解析による佐波川沿いの洪水・土石
流発生ポテンシャルの変遷の評価

国立大学法人山口大学 准教授 鈴木　素之 山口 1

285211058 市民が担う防災教育のツール開発と普及化に関する実践的研究 徳山工業高等専門学校 准教授 目山　直樹 山口 1

285211059
那賀川河口代償干潟における底生生物加入・回復過程の中期モニ
タリング調査

独立行政法人国立高等専門
学校機構阿南工業高等専門
学校

准教授 大田　直友 徳島 2

285211060 要配慮者利用施設のタイムラインに関する研究 国立大学法人徳島大学 助教 金井　純子 徳島 1
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285211061
沖縄本島億首川におけるマングローブ林の再生・管理に向けた砂
州掘削による修復策の構築

国立大学法人徳島大学大学
院ソシオテクノサイエンス研究
部

教授 鎌田　磨人 徳島 1

285211062
水環境DNAの次世代シーケンシング解析による流域種多様性の迅
速・正確な評価

国立大学法人愛媛大学 研究員 八重樫　咲子 愛媛 1

285211063 ダム貯水池におけるPPCPs除去機能の評価と活用 国立大学法人愛媛大学 教授 治多　伸介 愛媛 1

285211064
四万十川流域における沈下橋の防災と維持管理技術の開発に関
する研究

国立大学法人高知大学 准教授 張　浩 高知 2

285211065
有明海における全一級河川の水温評価モデル開発と河川水温変
動が海洋構造に与える影響評価

九州大学大学院工学研究院 教授 矢野　真一郎 福岡 1

285211066 筑紫平野の藩政時代における地域総合治水に関する研究 国立大学法人佐賀大学 客員研究員 岸原　信義 佐賀 1

285211067
河川感潮域における硝化抑制処理水の挙動と遡上域への影響評
価

佐賀大学 教授 山西　博幸 佐賀 1

285211068
菊池川河口に棲息するヤマトシジミの棲息制限要因としての塩分
耐性

熊本県立大学 教授 堤　裕昭 熊本 1

285211069
ダム下流区間における金属成分濃度がアユに及ぼす直接的間接
的影響評価とアユ復活にむけた河道修復案の提案

熊本大学 准教授 皆川　朋子 熊本 1

285211070
特殊堤防「畳堤」の歴史遺産としての保存と水防活動やまちづくり
の象徴としての機能の研究

南九州大学 教授 平岡　直樹 宮崎 2
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285311001
北海道沿岸域の生物生産性に果たす湿原河川の役割の定量的評
価

国立大学法人北海道大学
博士後期課
程

阿部　博哉 北海道 1

285311002 安定同位体比を用いた北海道標津川の窒素除去メカニズム調査
北海道大学大学院農学研究
院

内田義崇 内田　義崇 北海道 1

285311003
雫石川におけるハリエンジュの繁殖方法と植生への影響に関する
現地調査

国立大学法人岩手大学 助教 松林　由里子 岩手 1

285311004 重金属が河川底生動物群集に及ぼす影響評価 国立環境研究所 特別研究員 三崎　貴弘 茨城 2

285311005
人口減少社会における「いなかの川」の河川管理に関する調査研
究

国立大学法人筑波大学大学
院システム情報工学研究科構
造エネルギー工学専攻

博士後期課
程

坂本　貴啓 茨城 1

285311006 渡良瀬川における重金属濃度と底生動物相の時空間的変化 東洋大学 研究助手 岩崎　雄一 群馬 2

285311007 河川底生昆虫のストレス応答を用いた環境評価手法の提案
一般財団法人電力中央研究
所

主任研究員 鈴木　準平 千葉 2

285311008 ウナギ属魚類の河川内分布の解明と保全に関する研究
国立大学法人東京大学大学
院新領域創成科学研究科

特任研究員 板倉　光 千葉 1

285311009
河川環境が持つ文化的生態系サービスの評価と規定要因の解明：
景観生態学と環境心理学によるアプローチ

国立大学法人東京大学
日本学術振
興会特別研
究員ＰＤ

曽我　昌史 東京 2

285311010
温暖化に伴い河川で発生する魚病細菌Edwardsiella ictaluriの河川
動態に関する研究

日本大学
博士後期課
程

竹内　久登 神奈川 1
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285311011
佐渡島の多様な河川環境と魚類相の関係：通し回遊魚を指標とし
て

国立大学法人新潟大学 助教 飯田　碧 新潟 2

285311012 合流式下水道からの雨天時越流水の環境影響評価 公立大学法人富山県立大学 博士後期生 金　俊 富山 2

285311013
森林流域における浸透・流出過程を考慮した溶存有機炭素流出負
荷量推定モデルの開発

国立大学法人山梨大学 博士課程２年 江端　一徳 山梨 1

285311014
護床基質の違いが河川生態系へ及ぼす対費用効果―生態系機能
の価値化―

国立研究開発法人土木研究
所自然共生研究センター

専門研究員 末吉　正尚 岐阜 1

285311015
短期間における礫付着藻類の生長過程の解明と水理量との関係
解析

豊田工業高等専門学校 准教授 田中　貴幸 愛知 1

285311016
河川敷の植物間相互作用から外来植物の繁茂メカニズムを解明す
る

京都大学 学生 坂田　ゆず 滋賀 1

285311017
全反射蛍光X線分析を用いた深層崩壊危険度の高精度な予測手
法の開発

国立大学法人京都大学 研究員 正岡　直也 京都 1

285311018
竹林の拡大が山地流域における蒸散量及び流出水量に与える影
響評価

国立大学法人京都大学
特別研究員
（ＰＤ）

鶴田　健二 京都 1

285311019
河川災害リスクの低減に向けた雨水浸透型緑地の持続的管理に
関する研究

神戸市立工業高等専門学校 講師 高田　知紀 兵庫 2

285311020
河床付着藻類の急激な状態遷移に悩まされる河川環境の評価・予
測・制御

国立大学法人島根大学 助教 吉岡　秀和 島根 2
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285311021 UAVを用いた高密度・高効率な河川測量技術の検証 国立大学法人山口大学 助教 神野　有生 山口 1

285311022 四万十川のアカメ保護のための耳石内微量元素分析
国立大学法人東京大学大学
院農学生命科学研究科

博士課程学
生

ゴンザルボ
　マロ　サラ

高知 1

285311023
九州の河川を対象とした河川合流部における河川地形の成因と生
物多様性に関する研究

国立大学法人九州大学
学生（博士後
期課程）

田中　亘 福岡 2
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285411001
湿地から生まれる命のつながり　～湿地再生と生物多様性の回復
調査～

北海道帯広農業高等学校 教諭 岡本　幹也 北海道 1

285411002
高校化学部による水質調査と湧水の硝酸イオンの除去に関する研
究

市川学園市川高等学校 講師 宮﨑　章 千葉 1

285411003
耐塩性日本芝と塩化マグネシウムを用いて、河川法面の除草作業
の軽減を図る。野生ノシバの法面緑化の有効性。

京都府立桂高等学校 指導教諭 片山　一平 京都 1

285412001 守れ！　ふるさとのヒダサンショウウオ 山県市立高富中学校 教諭 和田　全弘 岐阜 1

285412002
守山南中学校区の河川水質調査　～ホタルのすめる河川の条件
の考察～

守山市立守山南中学校 校長 狩野　秀樹 滋賀 1

285412003
大和川河口部付近の水質調査研究２（イオンの変化を中心に）～持
続可能な開発のための教育（ESD）の視点に立って～

大阪市立新北島中学校
進路指導主
事（教諭）

原口　貴美子 大阪 1

285412004 太田川流域の中学校の科学部と連携した太田川水系の水質調査 広島市立中広中学校 教諭 森島　浩一 広島 1
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286111001 石狩川流域連携による新たな魅力を創造する指導者育成
特定非営利活動法人まち・川
づくりサポートセンター

理事長 後藤　登 北海道 1

286111002 石狩川流域におけるサイクルツーリズムの展開による流域連携
石狩川流域圏会議（事務局旭
川市役所）

市長 西川　将人 北海道 1

286111003 水難事故防止のための地域の防災力の向上
一般社団法人いわて流域ネッ
トワーキング

代表理事 内田　尚宏 岩手 1

286111004 魚類生息環境の保全に向けた市民参加型河川環境調査 カワラバン 代表 菅原　正徳 宮城 1

286111005 渡良瀬遊水地の環境学習資料作成と人材育成
一般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 栃木 1

286111006 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
会事務局

実行委員長 矢崎　剛吉 群馬 1

286111007 「我が町の災害アーカイブス」 彩の川研究会 会長 篠塚　正行 埼玉 1

286111008 「（仮称）コウノトリ・トキの舞う関東自治体サミット」の開催
コウノトリ・トキの舞う関東自治
体フォーラム

代表理事 根本　崇 埼玉 1

286111009 秋葉原・天王洲・羽田空港舟運プロジェクト
秋葉原天王洲羽田空港舟運
プロジェクト準備会

代表 加島　津世志 東京 1

286111010 新しい川づくり
特定非営利活動法人甲斐駒
清流懇談会

事務局長 遠山　若枝 山梨 1

286111011
多摩川源流地域での交流型自然体験をとおした地域づくりと源流
ファンづくり活動

多摩源流こすげ 代表理事 古菅　正直 山梨 1



平成28年度　河川基金　採択一覧（川づくり団体部門）2/11

助成番号 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者　氏名
都道
府県

助
成
期

備考

286111012
長良川流域連携クリーン作戦（長良川流域連携ゴミネットワーク活
動）

特定非営利活動法人長良川
環境レンジャー協会

理事長 坂井田　節 岐阜 1

286111013 伊勢湾を軸とした流域保全活動（川づくりから流域保全へ）
２２世紀奈佐の浜プロジェクト
委員会

委員長 小浦　嘉門 三重 1

286111014 「木津川カヌーの日」関連イベントの開催
琵琶湖・淀川流域圏連携交流
会

代表幹事 鈴木　康久 京都 1

286111015 第10回近畿「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 谷　幸三 兵庫 1

286111016 斐伊川・神戸川子どもシンポジュウム＆流域環境マップづくりⅩ しまね体験活動支援センター 理事長 青木　充之 島根 1

286111017
特別天然記念物オオサンショウウオの棲む川を大切に！子どもふ
るさと生きもの博士事業

真庭遺産研究会
代表（事務局
長）

徳永　巧 岡山 1

286111018 太田川せせらぎ夢学習塾 エコロジー研究会ひろしま 会長 久保　允誉 広島 1

286111019 まるごと吉野川「魅力再発見」講座 吉野川交流推進会議 会長 福永　義和 徳島 1

286111020 水防災プロジェクトin白川
ＮＰＯ法人白川流域リバーネッ
トワーク

代表理事 金子　好雄 熊本 1

286111021 子どもが主役！楽しい球磨川体験活動 次世代のためにがんばろ会 代表 松浦　ゆかり 熊本 1

286111022 「春の小川」復活の実現へ向けて
特定非営利活動法人渋谷川
ルネッサンス

理事長 尾田　榮章 東京 1
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286112001
「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 森居　久 北海道 1

286112002 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 北海道 1

286112003 「川の１年を利活用した河川環境保護事業」
特定非営利活動法人山のない
北村の輝き

理事長 石黒　武美 北海道 1

286112004 川に学ぶ・親水プログラムと災害に備えるプロジェクトの推進
特定非営利活動法人小貝川
プロジェクト２１

理事長 井草　雄太郎 茨城 1

286112005 桐生川・渡良瀬川の水辺で遊ぼう２０１6 川づくりネットワークきりゅう 会長 小堀　順 群馬 1

286112006
八ッ場ふるさとエコツアーの本格的な自立にと更なる取組み活性化
に向けた組織・活動内容の再構築

林地区八ッ場ダム対策委員会 委員長 小林　柳一 群馬 1

286112007 高校生の視点を導入した新たな「多自然川づくり」への取組
埼玉県立総合教育センター江
南支所

支所長 斉藤　登志雄 埼玉 1

286112008 「水」を通しての上流水源地域と下流受益地との交流事業の実施
千葉県上下流交流事業実行
委員会

会長　千葉県
総合企画部
長

鶴巻　郁夫 千葉 1

286112009
水辺を活かした地域活性化を通して、住民の河川水質向上意識を
涵養する活動

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 千葉 1

286112010
利根川上下流連携による河川文化の再発見とその保全と活用と地
域振興

利根川流域交流会 会長 福成　孝三 東京 1
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286112011 私たちの宝物、川をレガシーとして未来に引き継ごう えどがわエコセンター 理事長 小林　豊 東京 1

286112012 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 東京 1

286112013 ダムなんでも相談室 一般社団法人ダム工学会 会長 濱口　達男 東京 1

286112014 「府中市子どもの水辺」における多摩川流域自然環境体験事業 府中水辺の楽校運営協議会 会長 川辺　万吉 東京 1

286112015 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 野中　洋 東京 1

286112016 第43回利根川研修会（鬼怒川・小貝川コース）
一般社団法人知水文化研究
会

代表理事 宮村　イサク 東京 1

286112017
鶴見川流域での小学校等への河川環境・防災学習支援ならびに機
材貸し出し事業

ＮＰＯ法人鶴見川流域ネット
ワーキング

代表理事 岸　由二 神奈川 1

286112018
馬入水辺の楽校及び地域の自然環境の保全と環境教育活動の推
進

馬入水辺の楽校の会 会長 臼井　勝之 神奈川 1

286112019
信濃川・大河津分水への若者関わりプロジェクト－事業定着と組織
自立－

ＬｏｖｅＲｉｖｅｒＮｅｔ 代表 樋口　勲 新潟 1

286112020
「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
ミュージアム運営協議会

会長（駒ヶ根
市長）

杉本　幸治 長野 1

286112021 水環境学習の体系化「みんなで学ぶ川のお話、水のお話」
特定非営利活動法人ｅ－ｐｌｕｓ
生涯学習研究所

代表理事 小林　由紀子 岐阜 1
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286112022 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 長良川流域子ども協議会 代表 柴田　甫彦 岐阜 1

286112023
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）

生命の水と森の活動センター
協議会

会長 宗宮　孝生 岐阜 1

286112024
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

再生・保全管理部会第３工区
班

班長 石上　恭平 静岡 1

286112025 りばーぴあ庄内川2016（上下流連携川づくり事業） りばーぴあ庄内川実行委員会 委員長 石川　博基 愛知 1

286112026 藤前干潟クリーン大作戦・流域圏交流事業
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 愛知 1

286112027 土岐川・庄内川流域交流と志段味ビオトープ整備・魅力発信事業
土岐川・庄内川流域ネットワー
ク

会長 宮田　照由 愛知 1

286112028
「人と生物にやさしい河川環境整備」を基軸とした庄内川水系再生
活動

矢田・庄内川をきれいにする
会

会長 宮田　照由 愛知 1

286112029
琵琶湖・瀬田川流域において環境整備活動於ける啓発及び次世代
に引き継ぐ活動

特定非営利活動法人瀬田川リ
バプレ隊

理事 美濃部　進 滋賀 1

286112030 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 寺本　公彦 広島 1

286112031 那賀川流域間・流域内交流活動、環境保全・啓蒙広報活動 那賀川アフターフォーラム 会長 中村　貴志 徳島 1

286112032 筑後川水害の歴史を伝え、災害に備える流域間連携活動
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 福岡 1
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助成番号 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者　氏名
都道
府県

助
成
期
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286112033
川の危険を学び、川づくりを考え、水辺で安全に活動するための
「北部九州親子水辺安全教室」の開催

特定非営利活動法人西日本
環境ネットワーク

理事長 藤田　良司 福岡 1

286112034 筑後川をまるごと学んで人材を育てる活動
筑後川まるごと博物館運営委
員会

館長 浅見　良露 福岡 1

286112035
松浦川流域にあるアザメの瀬自然再生事業における子供達の川に
遊ぶ体験活動の推進と指導者の育成及び河川愛護思想の普及啓
発と河川美化の推進

特定非営利活動法人アザメの
会

理事長 古賀　　孝 佐賀 1

286112036 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 宮崎 1

286112037 川の学校と河川防災ワークショップ 沖縄玉水ネットワーク 代表 髙平　兼司 沖縄 1

286113001
大自然の中に浸り、楽しさ、おもしろさ、不思議さをいっぱい体感し
よう！　　　　　　　　　　　～わくわくどきどき天竜川～

高森町自然愛護会
高森町自然
愛護会会長

水上　壽英 長野 1

286113002 「矢田川子どもの水辺」等における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 愛知 1

286113003
庄内川の豊かな河川空間を活用し、人と自然が一体となった親しみ
や安らぎの空間を創出するための地域の取り組み！

みなと川まちづくりを考える会 会長 平戸　俊郎 愛知 1

286113004 宮川流域ルネッサンス事業 宮川流域ルネッサンス協議会 会長 鈴木　健一 三重 1

286113005
環境副読本「生きている加古川」制作するための流域の動植物調
査およびその報告

特定非営利活動法人特定非
営利活動法人野生生物を調査
研究する会

理事長 飯島　昌 兵庫 1

286113006
流域に拡がる特定外来植物アレチウリ他外来植物の実態調査・駆
除と啓発活動の推進

流域ネット猪名川 代表 楢原　朋子 兵庫 1
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助成番号 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者　氏名
都道
府県

助
成
期

備考

286113007 あかさかネイチャーサイエンス教室～「川を学ぶ　川から学ぶ」 赤磐市立赤坂公民館 館長 題府　恭子 岡山 1

286113008
肱川流域住民の河川愛護及び防災意識の高揚と肱川を将来担う
次世代の育成

一般社団法人肱川流域の環
境と治水を考える住民ネット
ワーク

理事長 高畑　道明 愛媛 1

286113009
「笹尾川水辺の楽校」における水辺の体験教室の開催と指導者の
育成

笹尾川水辺の楽校運営協議
会

会長 宮﨑　久吉 福岡 1

286113010
福岡県東部３河川（今川・祓川・長峡川）を中心とした流域の資産
マップ

ふくおかの川と水の会
会長　原　俊
樹

原　俊樹 福岡 1

286113011 特定非営利活動法人直方川づくりの会
特定非営利活動法人直方川
づくりの会

理事長 野見山　ミチ子福岡 1

286113012 湧水池における地域交流活動と水辺環境体験学習の推進 縫ノ池湧水会 会長 赤坂　一信 佐賀 1

286113013 次世代に伝えて・つなぐ多自然川づくり 自然と暮らしを考える研究会
代表　石盛
信行

石盛　信行 佐賀 1

286113014 シーボルトの川づくりプロジェクト２０１６ 波佐見・緑と水を考える会 代表 福田　和廣 長崎 1

286113015 水辺の安全教育　幼児プログラム ＮＰＯ法人みずのとらベル隊 理事長 田中　清也 熊本 1

286113016 第23回リバーフェスタのべおか
リバーフェスタのべおか実行委
員会

実行委員長 寺田　陽介 宮崎 1
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助成番号 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者　氏名
都道
府県

助
成
期

備考

286211001 第２５回全国川サミットｉｎ喜多方
第２５回全国川サミットｉｎ喜多
方実行委員会

実行委員長
（市長）

山口　信也 福島 1

286211002 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 埼玉 1

286211003 産業活動と河川等の水資源の関わり
一般社団法人産業環境管理
協会

会長 冨澤　龍一 東京 1

286211004 身近な水環境の全国一斉調査 みずとみどり研究会 代表 星野　義延 東京 1

286211005 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 東京 1

286211006 河川行政史に関する調査
河川行政に関わるオーラルヒ
ストリー実行委員会

委員長 松田　芳夫 東京 1

286211007 日本水大賞 日本水大賞委員会 委員長 毛利　衛 東京 1

286211008 河川技術に関する講習会の開催
一般財団法人河川技術者教
育振興機構

代表理事 青山　俊行 東京 1

286211009 川ごみ問題解決に向けた全国活動展開 全国川ごみネットワーク 座長 亀山　久雄 東京 1

286211010
河川舟運インフラとミズベリングの連携による地域創生及び防災対
策向上に関する事業

ＮＰＯ都市環境研究会 会長 新倉　健司 東京 1

286211011
"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　としみち 東京 1
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都道
府県

助
成
期
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286211012
市民による｢多自然川づくり｣の技術等の普及、啓発に関する地域
研修会の開催

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 東京 1

286211013
水辺体験活動における高度なスキルを持った専門家育成及びライ
フジャケット貸出についての専門家養成など

ＮＰＯ法人川に学ぶ体験活動
協議会

代表理事 久住　時男 東京 1

286211014 水辺に親しむ自然体験活動の安全管理
ＮＰＯ法人自然体験活動推進
協議会

代表理事 佐藤　初雄 東京 1

286211015
生活者の川づくり「全国水上交通フォーラムの開催」と都市交通活
性化の実践

一般社団法人流域フォーラム 研究者 長屋　静子 東京 1

286211016 「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 新潟 1

286211017 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 京都 1

286211018 第１６回川に学ぶ体験活動全国大会in琵琶湖・淀川流域圏
第１６回川に学ぶ体験活動全
国大会ｉｎ琵琶湖・淀川流域圏
実行委員会

実行委員長 澤井　健二 京都 1

286211019 全国なぎさシンポジウムｉｎ和歌山
全国なぎさシンポジウムｉｎ和
歌山実行委員会

会長 仁坂　吉伸 和歌山 1

286211020 第21回水シンポジウム2016 in やまぐち
第２１回水シンポジウム２０１６
ｉｎやまぐち実行委員会

実行委員長
（公益社団法
人土木学会

中北　英一 山口 1

286211021 第７回全国源流サミットｉｎ愛媛県松野町 松野町 町長 阪本　壽明 愛媛 1
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都道
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286212001 平成２８年度　中小河川の防災対策研修
平成２８年度中小河川の防災
対策研修実行委員会

実行委員長 常山　修治 埼玉 1

286212002 「水辺の小さな自然再生」現地研修会による川づくり人材育成
日本河川・流域再生ネットワー
ク

代表理事 川づくり 東京 1

286212003 海岸愛護普及推進・啓発活動 一般社団法人全国海岸協会 会長 脇　雅史 東京 1

286212004 河川防災の小学校出前授業・子供向けイベント 気象キャスターネットワーク 理事長 田畑　涼子 東京 1

286212005 水関連災害及び防災に係る海外情報の収集、整理及び公開
一般社団法人国際建設技術
協会

理事長 吉野　清文 東京 1

286212006 河川愛護推進特別事業（絵手紙募集）
河川愛護月間絵手紙募集実
行委員会

代　表 山下　勇 東京 1
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新設川づくり団体自立支援助成

286321001 河川協力団体制度の活性化を目指して 河川協力団体関東協議会 代表幹事 菅谷　輝美 埼玉 5

286321002 荒川流域連携５ケ年計画 荒川ビジョン推進協議会 会長 宮林　茂幸 埼玉 5

286321003 金沢と犀川の将来にとっての多機能的な辰巳用水のあり方
ＮＰＯ法人辰巳用水にまなぶ
会

理事長 玉井　信行 石川 5

286321004 坪井川遊水地防災・利活用事業 坪井川遊水地の会 会長 木村　仁 熊本 5
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都道
府県

助
成
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283201001 信州の川に鮭復活作戦
信州水環境マップ・ネットワー
ク

代表 沖野 外輝夫 長野 5
H27度
採択

283201002
球磨川は日本の遊園地！?球磨川流域におけるスポーツ振興と環
境保全の取り組み?

NPO法人球磨川アドベン
チャーズやつしろ

代表 村上  光三郎 熊本 5
H27度
採択

283201003 防災教育用ＤＶＤ寄贈事業 伊勢湾台風映画製作委員会 組合員 澤村 静児 愛知 5
H26度
採択

283201004
新設市民団体運営支援助成?小型船拠点「本町橋BASE」賑わいづ
くり

本町橋１００年会 会長 西口 佳克 大阪 5
H26度
採択

283201005
新設市民団体?八郎湖および流入河川における体験型環境学習
「八郎湖　水と生きものの学び」の活動

はちろうプロジェクト 代表理事 石川 紀行 秋田 5
H25度
採択

283201006 新設市民団体-高知小水力利用推進協議会の活動 高知小水力利用推進協議会 会長 篠 和夫 高知 5
H25度
採択

283201007 新設市民団体運営支援助成?さかもと再生プロジェクト ＮＰＯエスエスピー 代表 森屋 進 熊本 5
H25度
採択

283201008 新設市民団体?ななせ交流会「川といっしょに　in のつはる」 ななせ交流会 代表 矢野 多美子 大分 5
H25度
採択

283201009 大淀川に関する広報啓発事業
特定非営利活動法人都城大
淀川サミット

理事長 枩下 信芳 宮崎 5
H25度
採択

283201010
「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 大阪 5
H24度
採択

283201011 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 兵庫 5
H24度
採択

283201012 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 土山 幸延 島根 5
H24度
採択

283201013 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 福岡 5
H24度
採択

283201014 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 佐賀 5
H24度
採択
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都道
府県
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287111001
川に親しみ、川の生き物と触れ合うことで、自然の神秘さを感じる事
業

学校法人ろりぽっぷ学園ろり
ぽっぷ幼稚園

幼稚園園長 加茂　光孝 宮城 1

287111002 四季の小貝川保育園 ラ・フェリーチェ保育園 園長 高橋　晃雄 茨城 1

287211001 「小糸魚川」の水辺における子どもたちの川について学ぶ体験活動 苫小牧市立澄川小学校 校長 安藤　尚志 北海道 1

287211002 真駒内川　水辺の楽校 札幌市立真駒内公園小学校 校長 小松　靖一 北海道 1

287211003 水の流れ体験活動から学ぶ川のはたらき 苫小牧市立苫小牧西小学校 校長 萬宮　人見 北海道 1

287211004 きれいな水のひみつを探ろう 八戸市立小中野小学校 校長 井上　貫之 青森 1

287211005 広瀬川となかよくなろう
学校法人聖ウルスラ学院英智
小・中学校

校長 伊藤　宣子 宮城 1

287211006 プロジェクトわたらせ 古河市立古河第五小学校 校長 森田　泰司 茨城 1

287211007 ビオトープで生き物を育てよう 前橋市立永明小学校 校長 阿佐美　和香子群馬 1

287211008
「自然と人間」　①足尾の今を見つめて　②渡良瀬遊水地の自然か
ら

邑楽町立中野東小学校 校長 八木　克彦 群馬 1
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287211009
めざせ渡良瀬遊水地！30?サイクリング～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 添田　竹文　　　群馬 1

287211010 ぼくら　わたしら　高津川自慢隊！！ 益田市立西益田小学校 校長 松本　弘幸 島根 1

287211011 河川基金助成金 埼玉県羽生市立村君小学校 校長 町田　　朗 埼玉 1

287211012 多摩川に学び、豊かな心を育てる総合学習 府中市立府中第五小学校 校長 渡邊　桂子 東京 1

287211013 総合的な学習の時間　３学年　多摩川名人になろう 府中市立四谷小学校 校長 濱田　忠宏 東京 1

287211014 荒川探検による環境学習と生きる力の育成事業 江戸川区立大杉小学校 校長 佐久間　俊幸 東京 1

287211015 鶴見川ってどんな川 東京都町田市立三輪小学校 校長 増川　知子 東京 1

287211016 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 笠井　佐利 岐阜 1

287211017 川（水）の環境学習～身近な水と生き物から考える～ 長森南中学校 校長 丹羽　美彦 岐阜 1

287211018 清流藁科川の良さに気づき、地域の豊かな自然を守る活動 静岡市立中藁科小学校 校長 新井　義広 静岡 1

287211019 学区の自然環境と大切な水 安城市立梨の里小学校 校長 稲垣　良治 愛知 1
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287211020 身近な川とのかかわり方を学ぶ～嘉例川の調査を通して～ 学校法人津田学園小学校 校長 寺本　豊 三重 1

287211021 ふるさとの川　山科川を見つめて 京都市立池田小学校 校長 下村　貞之 京都 1

287211022 とどろみの自然とともに とどろみの森学園 校長 市原　義憲 大阪 1

287211023 川と薬のコラボ商品開発 奈良県立御所実業高等学校 校長 岩崎　俊哉 奈良 1

287211024 ふる里の川をたずねて 五條市立五條小学校 校長 芝田　瑞也 奈良 1

287211025 富田川博士になろう 安来市立広瀬小学校 校長 福井　昭二 島根 1

287211026 ふるさとの川や宍道湖の環境を調べよう 島根県出雲市立荘原小学校 校長 須田　英典 島根 1

287211027 発見！探検！高津川＆益田川２０１６ 益田市立吉田小学校 校長 内田　誠 島根 1

287211028 馬木っ子環境探偵団 奥出雲町立馬木小学校 校長 川田　勝巳 島根 1

287211029 唐川川流域周辺環境保全活動 島根県出雲市立鰐淵小学校 校長 黒田　誠 島根 1

287211030
「切串の自然とともに生きよう」～長谷川・学校林・瀬戸内海から学
ぶ～

江田島市立切串小学校 校長 宮川　恭子 広島 1
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287211031 瀬野川調査隊Ⅱ～瀬野川の自然を調べよう～ 広島市立中野東小学校 校長 坊田　裕紀子 広島 1

287211032 わたしたちの川を守れ～加茂川調査隊～ 福山市立加茂小学校 校長 藤井　義則 広島 1

287211033 川となかよくなろう 松山市立さくら小学校 校長 高山　佳子 愛媛 1

287211034
紫川とふれあい、紫川に学び、紫川を大切にする心情をはぐくむ総
合的な学習の時間の推進

北九州市立すがお小学校 校長 毛利　伸二 福岡 1

287211035 浄土院川調査隊 苅田町立片島小学校 校長 節原　香智美 福岡 1

287211036 熊本市立城南中学校 熊本市立城南中学校 教諭 八郷　正一 熊本 1

287211037 御船川調査隊 御船町立御船小学校 校長 本田　尚一 熊本 1
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287212001 「水のふるさと探検隊」「土場川生き物調査隊」 東北町立甲地小学校 校長 髙田　誠 青森 1

287212002 水辺の楽校プログラム（鳴瀬川を活用した体験活動） 大崎市立下伊場野小学校 校長 堺　章彦 宮城 1

287212003 「地域の自然とふれあおう」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 木越　研司 宮城 1

287212004 渡良瀬川自然体験学習 邑楽町立高島小学校 校長 田島　育子 群馬 1

287212005 平井川にすむ水生生物や野鳥の観察
東京都西多摩郡日の出町立
平井小学校

校長 加藤　純 東京 1

287212006 川は自然の宝箱　　～多摩川博士になろう～ 多摩市立連光寺小学校 学校長 阿閉　暢子 東京 1

287212007 「多摩川から学ぶ」指導計画作成 大田区立嶺町小学校 校長 東山　良彦 東京 1

287212008
生活科及び総合的な学習の時間における多摩川を活用した授業づ
くり

府中市立矢崎小学校 校長 坂田　悦郎 東京 1

287212009
「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 神奈川 1

287212010 京都市内のホタルが飛遊する河川の水辺環境調査 京都市立伏見工業高等学校 教諭 幸野　理乃 京都 1
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287221001
我が町の里池「狭山池ダム」を科学する　　ー　児童一人ひとりがも
つ環境のものさし　ー

学校法人大阪初芝学園はつし
ば学園小学校

校長 小山　久子 大阪 1

287221002 ふるさとの川に学ぼう～すばらしい水環境は海東から?～ 宇城市立海東小学校 校長 今村　誠之 熊本 1
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