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NO. 助成番号 申請事業名 所属機関名 申請者氏名 都道府県
助成
期間

1 2019-5111-001 河川堤防の安全性の評価・強化技術の向上 土木学会 堤防研究小委員会 前田 健一 愛知県 1

2 2019-5111-002
火山噴出物が河川環境生態系および河川水の農業利用へ
与える影響調査

国立高等専門学校機構　
鹿児島工業高等専門学校

丁子 哲治 鹿児島県 2

3 2019-5111-003 水の土木遺産の集積と保全に関する研究
風景デザイン研究会
水の土木史研究会

島谷 幸宏 福岡県 2

NO. 助成番号 申請事業名 所属機関名 申請者氏名 都道府県
助成
期間

1 2019-5122-001
公開シンポジウム「ここまで進んだ生態系観測技術の最前
線」の開催

応用生態工学会 江崎 保男 東京都 1

2 2019-5122-002
流域における水循環への取組み促進策に関するアウトリー
チ活動

日本水フォーラム 竹村 公太郎 東京都 1

NO. 助成番号 申請事業名 所属機関名 申請者氏名 都道府県
助成
期間

1 2019-5211-001
草原性植物に着目した河川堤防の生態系ネットワーク機能
の評価

東邦大学 下野 綾子 千葉県 1

2 2019-5211-002
都市部を流れる河川流域を対象にした薬剤耐性菌の特性
解析

学校法人大阪医科薬科大学 
大阪薬科大学大学院薬学研究科

東 剛志 大阪府 1

3 2019-5211-003 多波長分光カメラを用いた河口干潟底生珪藻の面的観測 東海大学 仁木 将人 静岡県 1

4 2019-5211-004
渓流魚体内の放射性セシウム濃度のインサイト測定システ
ムの確立とそれを利用した帰還困難区域の森林小河川に
生息する渓流魚のセシウム蓄積速度に関する研究

茨城大学 中里 亮治 茨城県 1

5 2019-5211-005
ダム湖周辺の水環境改善に向けた植物プランクトン試験効
率化システムの開発

国立研究開発法人土木研究所 對馬 育夫 茨城県 1

6 2019-5211-006 防災まちづくりへの応用を目指した滋賀県水害履歴調査 関西大学 林 倫子 大阪府 2

7 2019-5211-007
巨椋池を活用した淀川流域の治水手法と生態系創出に関
する研究

摂南大学 石田 裕子 大阪府 1

8 2019-5211-008
観測孔内水位の出水時応答特性に着目した堤防基盤漏水
リスク監視システムの現場適用性検証

群馬大学大学院理工学府 松本 健作 群馬県 1

9 2019-5211-009
災害履歴と地形・地質情報に基づく既設渡河橋梁直接基礎
の洗掘危険度評価

北海道大学 磯部 公一 北海道 1

10 2019-5211-010 物理探査による河川堤防内含水状態変動把握 近畿大学 河井 克之 大阪府 1

11 2019-5211-011
大規模河川の瀬における底生動物調査地点決定手法の確
立

信州大学
学術研究院理工学域繊維学系

平林 公男 長野県 1

12 2019-5211-012
富士川周辺地域における深層学習を活用した土砂災害危
険度現況推定手法の構築

山梨大学 相馬 一義 山梨県 2

13 2019-5211-013
降水モニタリングによる日本海側森林域への越境大気浮遊
菌の流入実態の解明

森林研究・整備機構
森林総合研究所

伊藤 優子 茨城県 1

研究機関（一般的助成）

研究機関（アウトリーチ活動助成A）

一般研究者（一般的助成）
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NO. 助成番号 申請事業名 所属機関名 申請者氏名 都道府県
助成
期間

14 2019-5211-014
大気硝酸濃度を指標に用いた河川環境における窒素浄化
能の高確度評価方法の開発と検証

名古屋大学 中川 書子 愛知県 1

15 2019-5211-015
河跡湖における水生植物群落の成立条件とその保全に関
する研究

秋田県立秋田中央高等学校 片桐 浩司 秋田県 2

16 2019-5211-016
河床材料の粒径分布を用いた石礫の露出高の簡易予測手
法の複数河川への適用による精度の検証

国立研究開発法人　土木研究所 宮川 幸雄 岐阜県 1

17 2019-5211-017 水害が過疎化の進展に及ぼす影響の解明 東京大学 渡部 哲史 東京都 1

18 2019-5211-018 氾濫原における稚魚成長場所
京都大学　
生態学研究センター

宇野 裕美 滋賀県 1

19 2019-5211-019
DNAメタバーコーディングを用いた大型魚食性鳥類の繁殖
期の食物内容の把握

弘前大学 笠原里恵 青森県 1

20 2019-5211-020 河岸のヨシ根圏土壌における土壌動物の機能解明 福島県環境創造センター 中村 和徳 福島県 2

21 2019-5211-021
堤体内の浸潤面上昇により地震時に液状化に至るリスクポ
テンシャルの解明

京都大学
PIPATPONGSA 
THIRAPONG

京都府 1

22 2019-5211-022
海上輸送と繋がった近代河川舟運による日用品の流通に
関する研究ー石見地方の窯業製品の分布を手がかりにー

島根県立益田翔陽高等学校 阿部 志朗 島根県 1

23 2019-5211-023
三陸沿岸河川において自然繁殖するサケが示す産卵環境
に対する選択性の解明

東京大学　大気海洋研究所　
国際沿岸海洋研究センター

川上 達也 岩手県 1

24 2019-5211-024
魚類の遡上エリア拡大を目的とした小規模河川横断工作物
の切欠き設置法の検討と実践

土木研究所
自然共生研究センター

林田 寿文 岐阜県 1

25 2019-5211-025
河川-水路ネットワークと生息場環境が氾濫原性魚類に与
える影響解明

国立研究開発法人
土木研究所　
自然共生研究センター

末吉 正尚 岐阜県 1

26 2019-5211-026
総合土砂管理の効果の評価に向けたカワシオグサの生育
条件の解明

国立研究開発法人　
土木研究所

小野田 幸生 岐阜県 1

27 2019-5211-027
植生の根茎が河川堤防の安定性に与える影響に関する基
礎的研究

山口大学 森 啓年 山口県 2

28 2019-5211-028 発生から50年経過した洪水災害の伝承実態に関する研究 東北大学災害科学国際研究所 佐藤 翔輔 宮城県 1

29 2019-5211-029
霧島硫黄山の火山活動が河川環境へ与える影響の定量的
評価

上智大学 木川田 喜一 東京都 1

30 2019-5211-030
環境DNAメタバーコーディングの空間解像度調整に関する
検討

山口大学大学院 創成科学研究科 乾 隆帝 山口県 1

31 2019-5211-031 河道管理研究推進のための体制整備と管理技術の体系化 名古屋大学 戸田 祐嗣 愛知県 1

32 2019-5211-032 新しい土砂災害のモデル実験教材の開発と実践研究 秋田大学 川村 教一 秋田県 1

33 2019-5211-033
粗粒の礫分を多く含む河川堤防の内部浸食に起因した破
壊形態とその対策に関する研究

岐阜大学 神谷 浩二 岐阜県 1

34 2019-5211-034 湖沼の水環境における構造化生態系解析の開発と応用 東北大学 梅田 信 宮城県 1

35 2019-5211-035
河床地形の変動を考慮した中小河川の氾濫リスク評価手法
に関する研究

京都大学 川池 健司 京都府 1

36 2019-5211-036
非選択性除草剤を水辺やその近辺に繁殖する侵略的特性
外来植物の駆除に用いた場合の水環境中での残留特性

滋賀県立大学 須戸 幹 滋賀県 2

37 2019-5211-037
広い高水敷をもつ河川における洪水時の強風による吹き寄
せと風応力が局所的河川水位の上昇と潜在的氾濫リスクに
与える影響

埼玉大学大学院 田中 規夫 埼玉県 1
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NO. 助成番号 申請事業名 所属機関名 申請者氏名 都道府県
助成
期間

38 2019-5211-038
急流河川における樹木流失・ハイドログラフ形状の違いに
伴う流路幅変動特性

北海道大学 久加 朋子 北海道 1

39 2019-5211-039
コイ目線の琵琶湖ドキュメンタリー２：動物搭載型ビデオを用
いた琵琶湖沖合深層の生物相および環境情報モニタリング

国立研究開発法人
国立環境研究所

吉田 誠 滋賀県 2

40 2019-5211-040
洪水被害防止のための法制度としての公用収用制度の研
究

岡山大学 福重 さと子 岡山県 2

41 2019-5211-041 自動車保険における「運行起因性」の要件と水害 島根大学法文学部 嘉村 雄司 島根県 1

42 2019-5211-042 湧水河川とは何か？水温・流況に着目した量的アプローチ 北海道大学 小泉 逸郎 北海道 1

43 2019-5211-043
多様化する河川利用の利用調整に関する研究：ウォーター
スポーツの発展と地域振興の視点から

三重大学 鈴木　幸子 愛知県 1

44 2019-5211-044 気候変動の影響を考慮した流木リスク評価手法の開発 九州大学 矢野 真一郎 福岡県 1

45 2019-5211-045
溶存シリカ濃度の経時計測に基づく河川流量分離と降雨流
出モデルの高度化

京都大学 市川 温 京都府 2

46 2019-5211-046
鹿島市浜地区における水災害危険度の評価と住民の避難
計画の検討

佐賀大学 大串 浩一郎 佐賀県 1

47 2019-5211-047
近世最大規模の砂防施設”別所砂留”の築造と災害履歴の
解明

岡山大学 樋口 輝久 岡山県 1

48 2019-5211-048
成層を強化し貧酸素水塊およびアオコの発生を促す地下水
のモデル化

神戸大学大学院 中山 恵介 兵庫県 1

49 2019-5211-049
地表徘徊性昆虫に注目した那賀川水系長安口ダム下流の
置き土実験の評価

徳島大学 河口 洋一 徳島県 1

50 2019-5211-050
風・流れによる流体力学的条件を考慮した河川マイクロプラ
スチック鉛直分布モデルの開発

東京理科大学 片岡 智哉 千葉県 1

51 2019-5211-051
堰下流部における局所洗堀現象の進行に伴う護床工の破
壊過程に関する数値解析モデルの開発

鳥取大学大学院工学研究科 梶川 勇樹 鳥取県 2

52 2019-5211-052
有明海流入河川における近世以降の水害史の定量評価と
災害リスクの潜在性の検証

九州大学　工学研究院 寺村 淳 福岡県 1

53 2019-5211-053
地震・洪水複合災害に対する河川堤防の耐災性に関する
検討

東京理科大学 二瓶 泰雄 千葉県 1

54 2019-5211-054
地域ビジネスとしての上下流交流：行政依存からの脱却を
目指して

東洋大学 浜本 篤史 東京都 2

55 2019-5211-055 河川水中の病原ウイルスの新規汚染指標の探索 山梨大学 原本 英司 山梨県 1

56 2019-5211-056
急流河川の砂州上の植生繁茂が中規模出水時の流動形
態および側岸侵食に与える影響

宇都宮大学 池田 裕一 栃木県 1

57 2019-5211-057 災害復旧計画策定用魚類生態系復元目標設定ツール開発 九州大学 鬼倉 徳雄 福岡県 2

58 2019-5211-058
高知県四万十市を対象とした平成30年西日本豪雨災害時
における住民の防災情報の理解と活用に関する調査およ
び災害リスクコミュニケーションの実践

国立高等専門学校機構
高知工業高等専門学校

岡田 将治 高知県 1

59 2019-5211-059
都市河川の感潮域における有機汚泥の堆積・浸食・浮上の
定量評価

首都大学東京 横山 勝英 京都府 1

60 2019-5211-060
環境DNA、RNAを用いたオオサンショウウオの季節動態・産
卵場の把握

山口大学創成科学研究科 後藤 益滋 山口県 2

61 2019-5211-061
小流域における耕作放棄水田を活用した地域住民主導の
河川管理手法の構築

徳島大学大学院理工学研究部 鎌田 磨人 徳島県 1
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NO. 助成番号 申請事業名 所属機関名 申請者氏名 都道府県
助成
期間

1 2019-5222-001
柿田川生態系研究会(サマーサイエンススクール、柿田川シ
ンポジウム）

柿田川生態系研究会 加藤 憲二 静岡県 1

NO. 助成番号 申請事業名 所属機関名 申請者氏名 都道府県
助成
期間

1 2019-5311-001 発生源別栄養塩面源負荷原単位の逆推計手法の開発
ひょうご環境創造協会　
兵庫県環境研究センター

古賀 佑太郎 兵庫県 1

2 2019-5311-002
沖縄県久米島におけるサンゴ保全のための適応策の検
討ー赤土流出・拡散モデルを用いた陸域負荷量の削減目
標の設定ー

国立環境研究所 阿部 博哉 茨城県 1

3 2019-5311-003
林業形態の地域性に全国の河川流域の地理特性が及ぼす
影響の分析

東京大学大学院 武藤 裕花 東京都 1

4 2019-5311-004
ウロコのストロンチウム同位体比を用いた河川魚類の行動
履歴推定

富山大学 太田 民久 富山県 1

5 2019-5311-005 国内河川における動物用医薬品の濃度予測に関する研究 金沢大学　環境保全センター 花本 征也 石川県 1

6 2019-5311-006 河川におけるN2O放出ダイナミクスの調査と因子の探索 東京農工大学 末永 俊和 東京都 1

7 2019-5311-007
戦国大名北条氏の水資源開発を事例とした博物館展示普
及事業

神奈川県立歴史博物館 渡邊 浩貴 神奈川県 2

8 2019-5311-008
狩野川・富士川水系のワンド・タマリにおける止水生昆虫相
と遺伝構造・遺伝子流動解析

信州大学 谷野 宏樹 長野県 1

9 2019-5311-009
官民連携の河川管理に向けた河川協力団体の活動特性の
把握と運用課題に関する全国調査

国立研究開発法人土木研究所
水環境研究グループ
自然共生研究センター

坂本 貴啓 岐阜県 1

10 2019-5311-010
谷底平野領域での氾濫水挙動の模型実験と地形条件に応
じた氾濫解析モデル選択基準の提案

東京大学大学院 山田 真史 埼玉県 1

11 2019-5311-011
流域地質による扇状地河道の変動特性および堤防と護岸
の影響に対する応答特性の違い

東京大学大学院
工学系研究科社会基盤学専攻

秦　 梦露 東京都 1

NO. 助成番号 申請事業名 所属機関名 申請者氏名 都道府県
助成
期間

1 2019-5411-001 ヒダサンショウウオの産卵行動の全容解明 私立鶯谷中等・高等学校 小邑 政明 岐阜県 1

2 2019-5411-002
最終氷期スギ逃避地から河川環境に広がった樹皮生粘菌
の分布拡大

岡山理科大学附属高等学校 洲脇 史朗 岡山県 1

3 2019-5411-003 自然界の薬剤耐性菌を探せ!Ⅲ~トンボと河川を巡る耐性菌~ 市立札幌旭丘高等学校 林　恵子 北海道 1

4 2019-5411-004 汽水域に生息するウズムシの生活と河川環境 山口県立山口高等学校 栗林 正和 山口県 1

5 2019-5411-005 高校生による効果検証を含めた水辺の小さな自然再生 多治見高等学校 水口猛 岐阜県 1

ジュニア研究者（一般的助成　高等学校・一般的助成　中学校)

一般研究者（アウトリーチ活動助成B）

若手研究者（一般的助成）
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NO. 助成番号 申請事業名 所属機関名 申請者氏名 都道府県
助成
期間

6 2019-5411-006 モクズガニを守り殖やす
学校法人金光学園　
金光学園中学・高等学校

金光 道晴 岡山県 1

7 2019-5411-007
富士山麓を流れるユニークな黄瀬川の現場観測を化学教
育に取りこむ試み

加藤学園高等学校 加藤 瑠美子 静岡県 1

8 2019-5412-001 淀川の自然環境調査と自然保護に向けて 高槻市立第六中学校 甲斐 淳志郎 大阪府 1

9 2019-5412-002
ゲンジボタルの幼虫やカワニナなどの生物が住みやすい
川、水辺の環境調査

高岡市立中田中学校 水戸 英之 富山県 1



 2019年度　河川基金助成事業　川づくり団体　採択リスト（1/5）

No. 助成番号 助成区分 申請事業名 所属機関名 申請者氏名 都道府県

1 2019-6211-001 活動Ａ 河川行政に関する調査
河川行政に関わるオーラルヒストリー
実行委員会

松田　 芳夫 東京都

2 2019-6211-002 活動Ａ 川ごみ削減の啓発拡充 全国川ごみネットワーク 亀山 久雄 東京都

3 2019-6211-003 活動Ａ
川の活動をコーディネートする若手指導者の育成と川の指
導者のネットワークの拡充

特定非営利活動法人
川に学ぶ体験活動協議会

久住 時男 東京都

4 2019-6211-004 活動Ａ 講演会「河川文化を語る会」 日本河川協会 虫明 功臣 東京都

5 2019-6211-005 活動Ａ 「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 國定 勇人 新潟県

6 2019-6211-006 活動Ａ 第19回川に学ぶ体験活動全国大会in石狩川
第19回川に学ぶ体験活動全国大会実
行委員会

後藤 登 北海道

7 2019-6211-007 活動Ａ 河川維持管理技術講習会の開催 河川技術者教育振興機構 大西 亘 東京都

8 2019-6211-008 活動Ａ 全国なぎさシンポジウムin宮城
全国なぎさシンポジウム
in宮城　実行委員会

村井 嘉浩 宮城県

9 2019-6211-009 活動Ａ 第10回全国源流サミットin奈良県黒滝村 黒滝村 辻村 源四郎 奈良県

10 2019-6211-010 活動Ａ 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 林 春男 東京都

11 2019-6211-011 活動Ａ 第２８回全国川サミットin宮崎
「第２８回全国川サミットin宮崎」実行
委員会

長友 浩一 宮崎県

12 2019-6211-012 活動Ａ 身近な水環境の全国一斉調査 みずとみどり研究会 星野 義延 東京都

13 2019-6211-013 活動Ａ 水とのふれあいフォトコンテスト 水の週間実行委員会 虫明 功臣 埼玉県

14 2019-6211-014 活動Ａ 日本水大賞 日本水大賞委員会 毛利 衛 東京都

15 2019-6211-015 活動Ａ 水シンポジウム in しが
「第24回水シンポジウム2019 in しが」
実行委員会

清水 康行 北海道

16 2019-6211-016 活動Ａ
市民による「多自然川づくり」の技術等普及、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

山道 省三 東京都

17 2019-6211-017 活動Ａ
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 宮口 侗廸 東京都

18 2019-6211-018 活動Ａ
川の資料館・博物館への新企画展「雨展」の巡回とそのプロ
セスにおける地域防災・環境展示の共同制作

水の巡回展ネットワーク 吉冨 友恭 東京都

19 2019-6212-001 活動Ｂ
気象キャスターによる河川防災の子供向けイベント実施と
教材作成

気象キャスターネットワーク 田畑 涼子 東京都

20 2019-6212-002 活動Ｂ
海外の水関連災害およびその対応に係る最新動向の収
集、分析及び国内向け配信

一般社団法人　国際建設技術協会 橋場 克司 東京都

21 2019-6212-003 活動Ｂ ダムなんでも相談室 ダム工学会 田代 民治 東京都

22 2019-6212-004 活動Ｂ 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 山下　 勇 東京都

23 2019-6212-005 活動Ｂ
「できることからはじめよう　水辺の小さな自然再生事例集 
II」の編集・発行

日本河川・流域再生ネットワーク 土屋 信行 東京都

全国川づくり団体（活動A・活動B）



 2019年度　河川基金助成事業　川づくり団体　採択リスト（2/5）

No. 助成番号 助成区分 申請事業名 所属機関名 申請者氏名 都道府県

24 2019-6212-006 活動Ｂ 海岸愛護普及推進・啓発活動 全国海岸協会 脇 雅史 東京都

No. 助成番号 助成区分 申請事業名 所属機関名 申請者氏名 都道府県

1 2019-6111-001 活動Ａ 木曽三川学ぶ　歴史・環境・子ども 木曽三川フォーラム 小野 賢悟 岐阜県

2 2019-6111-002 活動Ａ 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 小浦 嘉門 三重県

3 2019-6111-003 活動Ａ
馬入水辺の楽校及び地域の自然環境の保全と環境教育の
推進

NPO法人　暮らし・つながる森里川海 臼井 勝之 神奈川県

4 2019-6111-004 活動Ａ
「河川流域交流・世代間交流による、公助に頼らない自助・
共助で「生きる力」を身に付ける体験型活動」

次世代のためのにがんばろ会 松浦 ゆかり 熊本県

5 2019-6111-005 活動Ａ 3ダム流域連携による広域観光開発プロジェクト いわて流域ネットワーキング 内田 尚宏 岩手県

6 2019-6111-006 活動Ａ 愛知目標達成に向けた庄内川水系の生物多様性保全活動 矢田・庄内川をきれいにする会 宮田 照由 愛知県

7 2019-6111-007 活動Ａ 「埼玉県内の河川源流を訪ねて」の編纂 彩の川研究会 新井 勲 埼玉県

8 2019-6111-008 活動Ａ 斐伊川・神戸川流域環境マップづくり13
NPO法人しまね体験活動支援セン
ター

青木 充之 島根県

9 2019-6111-009 活動Ａ 石狩川流域住民の夢の実現「かわたび」
NPO法人 
まち・川づくりサポートセンター

後藤　 登 北海道

10 2019-6111-010 活動Ａ 石狩川流域連携による環境・防災教育の推進
石狩川流域圏会議
（事務局　滝川市役所）

前田 康吉 北海道

11 2019-6111-011 活動Ａ
長良川流域連携クリーン作戦活動と子供の環境教育活動
の実施

長良川環境レンジャー協会 坂井田 節 岐阜県

12 2019-6111-012 活動Ａ 筑後川まるごとリバーパーク 筑後川流域連携倶楽部 駄田井 正 福岡県

13 2019-6111-013 活動Ａ 荒川河川ごみITで見える化プロジェクト 荒川クリーンエイド・フォーラム 藤森 夏幸 東京都

14 2019-6111-014 活動Ａ 川のアクティブラーニングⅡESDで取り組む「川の学び方」 ｅ-ｐｌｕｓ生涯学習研究所 小林 由紀子 岐阜県

15 2019-6111-015 活動Ａ 白川及び九州における水防災活動の連携 白川流域リバーネットワーク 金子 好雄 熊本県

16 2019-6111-016 活動Ａ 未来のために学んでつくろう！子どもたちのふるさとの自然
認定特定非営利活動法人
カラカネイトトンボを守る会　
あいあい自然ネットワーク

綿路 昌史 北海道

17 2019-6111-017 活動Ａ 子どもの水辺の交流発表会 近畿「子どもの水辺」・京都 北野 大輔 滋賀県

18 2019-6111-018 活動Ａ 北上川における賑わい創出等事業 ひたかみ水の里 新井 偉夫 宮城県

19 2019-6111-019 活動Ａ 大河津分水通水100年に向けた連携体制構築プロジェクト Love River Net 樋口 勲 新潟県

20 2019-6111-020 活動Ａ
上西郷川における22世紀へむけた郷川（さとがわ）づくりの
実践

上西郷川日本一の郷川をめざす会 大嶋 正紹 福岡県

流域川づくり団体（活動A・活動B・活動C）



 2019年度　河川基金助成事業　川づくり団体　採択リスト（3/5）

No. 助成番号 助成区分 申請事業名 所属機関名 申請者氏名 都道府県

21 2019-6111-021 活動Ａ 崖線の細流・滝環境の復元再生 久米島ホタルの会 宇江城 洋一 沖縄県

22 2019-6111-022 活動Ａ
小中高大の連携による大阪府内の河川水質環境マップ作
成事業

大阪府高等学校生物教育研究会 寺岡 正裕 大阪府

23 2019-6111-023 活動Ａ あおぞら水族館で水質浄化を試そう 小川原湖自然楽校 相馬 孝 青森県

24 2019-6112-001 活動Ｂ 「川の１年を利活用した河川環境保護事業」 山のない北村の輝き 石黒 武美 北海道

25 2019-6112-002 活動Ｂ
琵琶湖淀川水系での治水・利水を学ぶ学習ツールの開発と
活用

びわたん 北村 美香 滋賀県

26 2019-6112-003 活動Ｂ
「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 神野 英之 愛知県

27 2019-6112-004 活動Ｂ 次世代に伝えてつなぐ川づくりと歴史遺産調査 自然と暮らしを考える研究会 石盛 信行 佐賀県

28 2019-6112-005 活動Ｂ
高校生環境学習講座～荒川の持続可能な環境のあり方を
学ぶ～

埼玉県立総合教育センター江南支所 大嶋 紳一郎 埼玉県

29 2019-6112-006 活動Ｂ 渡良瀬川の河川利用推進を考える懇談会２０１９ 川づくりネットワークきりゅう 小堀 順 群馬県

30 2019-6112-007 活動Ｂ 多摩市水辺の楽校 多摩市水辺の楽校運営協議会 西 厚 東京都

31 2019-6112-008 活動Ｂ
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

麻機ウェットランドクラブ 石上 恭平 静岡県

32 2019-6112-009 活動Ｂ 太田川流域子ども交流事業 太田川流域振興交流会議 上田 茂 広島県

33 2019-6112-010 活動Ｂ
 「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

杉本 幸治 長野県

34 2019-6112-011 活動Ｂ
大分川・裏川における水辺活動を通じた次世代人材の育成
と環境改善の取組み

津留地区ふるさとづくり運動推進協議
会

河野 充宏 大分県

35 2019-6112-012 活動Ｂ 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 坂野 一博 愛知県

36 2019-6112-013 活動Ｂ
「大和川つけかえの史跡探訪ガイドブック　東大阪・大東・四
條畷コース」の編集・発行

大和川市民ネットワーク 万歳 雅則 奈良県

37 2019-6112-014 活動Ｂ
近畿水環境交流会in宇治川伏見みなとおよび第4回近畿河
川フォーラムの開催

近畿水環境交流会・河川フォーラム実
行委員会

澤井 健二 京都府

38 2019-6112-015 活動Ｂ
多自然川づくりならびに鶴見川を活かしたまちづくりのため
の河川環境整備

鶴見川流域ネットワーキング 岸 由二 神奈川県

39 2019-6112-016 活動Ｂ 川の学校と新規団体会員の発掘 沖縄玉水ネットワーク 高平 兼司 沖縄県

40 2019-6112-017 活動Ｂ オープン・ウォーター～水（＊）開く オープン・ウォーター実行委員会 四方 幸子 東京都

41 2019-6112-018 活動Ｂ
糸島の川 瑞梅寺川・雷山川を中心とした流域の風土資産
マップ

ふくおかの川と水の会 田村 延行 福岡県

42 2019-6112-019 活動Ｂ 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 蝦名 大也 北海道

43 2019-6112-020 活動Ｂ かわまちづくり常総・下妻活性化協議会 常総市都市建設部 木村 茂樹 茨城県

44 2019-6112-021 活動Ｂ 川遊びと伝統文化｢とうろん｣の再生 瀬戸川子どもの水辺協議会 山田 辰美 静岡県



 2019年度　河川基金助成事業　川づくり団体　採択リスト（4/5）

No. 助成番号 助成区分 申請事業名 所属機関名 申請者氏名 都道府県

45 2019-6112-022 活動Ｂ 利根川上下流連携による河川の利活用と地域振興 利根川流域交流会 福成 孝三 東京都

46 2019-6112-023 活動Ｂ 筑後川をまるごと学び次世代へ伝える活動 筑後川まるごと博物館運営委員会 浅見 良露 福岡県

47 2019-6112-024 活動Ｂ 水辺とまちの入口研究所 研究会活動 水辺とまちの入口研究所 秀島 栄三 愛知県

48 2019-6113-001 活動Ｃ
水辺の体験教室開催と人材の育成及びスタッフの若返り対
策

笹尾川水辺の楽校運営協議会 松尾 一四 福岡県

49 2019-6113-002 活動Ｃ 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 辻　 初次 佐賀県

50 2019-6113-003 活動Ｃ
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
などの川や森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 富田 和弘 岐阜県

51 2019-6113-004 活動Ｃ
八ッ場ダム完成にあわせた完成前風景の記録とエコツアー
による発信

八ッ場ふるさとエコツアー実行委員会 篠原 久之 群馬県

52 2019-6113-005 活動Ｃ 多摩川で遊ぼう！多摩川で学ぼう！ うのき水辺の楽校協議会 牛島 貞満 東京都

53 2019-6113-006 活動Ｃ
芦田川きれい☆きれいプロジェクト「河川浄化チャレンジ月
間」

芦田川環境マネジメントセンター 田中 宏行 広島県

54 2019-6113-007 活動Ｃ 海のこえを聴く事業 特定非営利活動法人海のこえ 秦 和範 千葉県

55 2019-6113-008 活動Ｃ 札内川水辺の楽校整備 十勝川中流部市民協働会議 柳川 久 北海道



 2019年度　河川基金助成事業　川づくり団体　採択リスト（5/5）

No. 助成番号 申請事業名 所属機関名 申請者氏名 都道府県
助成
期間

1 2019-6321-001 利根川は地域をつなぐ 利根川の魅力を育む会 石川 貴夫 埼玉県 4

2 2019-6321-002 まるごといんばぬま 印旛沼とゆかいな仲間たち 浜田 靖彦 千葉県 5

No. 助成番号 申請事業名 所属機関名 申請者氏名 都道府県
助成
期間

採択
年度

1 2019-6322-001 十二潟保全事業 いいろこ十二潟を守る会 山崎 敬雄 新潟県 5 H30

2 2019-6322-002 真締川ミズベリングプロジェクト まじめ川ミズベリング実行委員会 山田 節子 山口県 5 H30

3 2019-6322-003 糸貫川河川環境美化活動・ホタル育成活動 ゆうすいの会 坂下　 文雄 岐阜県 5 H30

4 2019-6322-004
川の変遷をアーカイブ！ ～誰もが投稿・検索
し，学べるWebプロジェクト～

日本リバーフォト倶楽部 （RivPAC 
JAPAN）

久加 朋子 北海道 5 H30

5 2019-6322-005
「あるく、たべる、まなぶ。」流域つながるプロ
ジェクト

寝屋川・恩智川流域環境フォーラム 尾﨑 明幸 大阪府 5 H30

6 2019-6322-006 釣り人による清掃活動 淡海を守る釣り人の会 津熊 操 大阪府 5 H30

7 2019-6322-007 猪苗代湖の水質日本一を目指す実践活動 輝く猪苗代湖をつくる県民会議 中村 玄正 福島県 5 H29

8 2019-6322-008
2020東京に向けた水防災啓発プロジェクト
～多摩川から世界へ

特定非営利活動法人 水・防災機構 鈴木 眞智子 神奈川県 5 H29

9 2019-6322-009
魚類生息調査およびかつての淡水魚食文化
をとおして小学生を川へ戻す活動

氷見淡水魚食文化研究会 西尾 正輝 富山県 4 H29

10 2019-6322-010 江の川流域里川エコネット 江の川流域里川エコネット 熊澤　 博 広島県 3 H29

11 2019-6322-011 荒川流域連携５ケ年計画 荒川ビジョン推進協議会 宮林　茂幸 埼玉県 5 H28

12 2019-6322-012 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 菅谷　輝美 東京都 5 H28

13 2019-6322-013
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 玉井　信行 石川県 5 H28

14 2019-6322-014 坪井川遊水地防災・利活用事業 坪井川遊水地の会 木村　仁 熊本県 5 H28

15 2019-6322-015
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

村上　光三郎 熊本県 5 H27

16 2019-6322-016 信州の川に鮭復活作戦 信州水環境マップ・ネットワーク 沖野　外輝夫 長野県 5 H27

新設川づくり団体【過年度採択】

新設川づくり団体【2019年度　新規採択】



 2019年度　河川基金助成事業　学校部門　採択リスト（1/4）

No. 助成番号 申請事業名 所属機関名 都道府県

1 2019-7111-001
川との関わりを通して、自然に興味を持ち、命の不思議さ・
神秘性を感じる事業

学校法人ろりぽっぷ学園
ろりぽっぷ幼稚園・保育園

宮城県

2 2019-7111-002 四季の小貝川保育園4 ラ・フェリーチェ保育園 茨城県

3 2019-7111-003
故郷の川や生き物に興味関心を持ち、自然の神秘や命の
繋がりを大切にする心を育む

学校法人ろりぽっぷ学園
ろりぽっぷ泉中央南園

宮城県

4 2019-7111-004 地域の川での川遊び
学校法人ろりぽっぷ学園
ろりぽっぷ赤い屋根の保育園

宮城県

No. 助成番号 申請事業名 所属機関名 都道府県

1 2019-7210-001 「みどり川と遊ぼう」プロジェクト 中標津町立丸山小学校 北海道

2 2019-7210-002 地域の実態にあった水防災教育のあり方 豊田市立元城小学校 愛知県

3 2019-7210-003 私たちの五泉を後世まで守りつづけよう 五泉市立五泉小学校 新潟県

4 2019-7210-004 東っ子　川と仲良し大作戦 加須市立大利根東小学校 埼玉県

5 2019-7210-005 地域に根ざした水環境・河川教育 愛知県立稲沢高等学校 愛知県

6 2019-7210-006 守れ！ふるさとのヒダサンショウウオ 岐阜県山県市立富岡小学校 岐阜県

7 2019-7210-007 然別湖・然別川の生き物 鹿追町立上幌内小学校 北海道

8 2019-7210-008 水害からわが町を守る学習 静岡県立清水西高等学校 静岡県

9 2019-7210-009 身近な河川に関することの研究 帯広市立緑丘小学校 北海道

10 2019-7210-010 各教科等への思川に関する河川教育の導入 小山市立小山第一小学校 栃木県

11 2019-7210-011 守ろう！みんなの宝満川 筑紫野市立阿志岐小学校 福岡県

12 2019-7210-012 流川の環境について 岡山県　備前市立片上小学校 岡山県

13 2019-7210-013 高見の自然・地域調査隊～ホタルをよびもどそう～ 尾道市立高見小学校 広島県

14 2019-7210-014 県の人々のくらしー川の利用ー 福山市立引野小学校 広島県

幼稚園、保育園、認定こども園 等

河川教育とりくみ支援



 2019年度　河川基金助成事業　学校部門　採択リスト（2/4）

No. 助成番号 申請事業名 所属機関名 都道府県

15 2019-7210-015 川を身近に感じる体験活動 岡崎市立形埜小学校 愛知県

No. 助成番号 申請事業名 所属機関名 都道府県

1 2019-7211-001 大すき高鍋の自然Ⅰ・Ⅱ 高鍋町立高鍋西小学校 宮崎県

2 2019-7211-002 長良川調査隊『長良川の水を守れ』 岐阜県海津市立東江小学校 岐阜県

3 2019-7211-003
多摩川の姿が語ってくれること―流れる水の働き・大地のつ
くりとその変化を追究する子どもたち―

川崎市立井田小学校かなで分教室 神奈川県

4 2019-7211-004 土黒川調査探検 雲仙市立土黒小学校 長崎県

5 2019-7211-005
「小糸魚川」の水辺における子ども達の川について学ぶ体
験活動

苫小牧市立澄川小学校 北海道

6 2019-7211-006 御船川探検隊 御船町立御船小学校 熊本県

7 2019-7211-007 ｢地域の自然にふれあおう｣における体験活動の推進 仙台市立北中山小学校 宮城県

8 2019-7211-008 真駒内川　水辺の楽校 札幌市立真駒内公園小学校 北海道

9 2019-7211-009 生平河川環境プロジェクト 岡崎市立生平小学校 愛知県

10 2019-7211-010 河川の水質と水生生物から身近な環境を考える学習 岐阜市立長森南中学校 岐阜県

11 2019-7211-011 富田川博士になろう 島根県安来市立広瀬小学校 島根県

12 2019-7211-012 私たちの伊賀川を未来に活かそう！ 岡崎市立愛宕小学校 愛知県

13 2019-7211-013
常呂川で学び、水環境保全を考える　－ 持続可能な社会づ
くりのために －

北海道北見北斗高等学校 北海道

14 2019-7211-014
川と共に発展する社会の在り方を考える児童の育成～ふる
さとと世界の河川を教材として～

岐阜県養老町立養北小学校 岐阜県

15 2019-7211-015 総合的な学習の時間　３年　多摩川名人になろう 府中市立四谷小学校 東京都

16 2019-7211-016 馬木っ子環境探偵団 島根県仁多郡奥出雲町立馬木小学校 島根県

17 2019-7211-017 東名運河を守っていこう 東松島市立宮野森小学校 宮城県

スタートアップ（単学年での取り組みが対象）



 2019年度　河川基金助成事業　学校部門　採択リスト（3/4）

No. 助成番号 申請事業名 所属機関名 都道府県

18 2019-7211-018 野川探検隊 調布市立国領小学校 東京都

19 2019-7211-019 ふるさとの川　山科川を見つめて 京都市立池田小学校 京都府

20 2019-7211-020 奥田川の魅力！発見・発信隊 高知県吾川郡　いの町立伊野南小学校 高知県

21 2019-7211-021 三又池の環境調査と木曽川下流ヨシ再生事業への参加 愛知黎明高等学校 愛知県

22 2019-7211-022 かるべ防災プロジェクト 岡山県赤磐市立軽部小学校 岡山県

23 2019-7211-023 水・川・海　探検隊 飯山市立木島小学校 長野県

24 2019-7211-024 長良川学習 岐阜市立岐阜小学校 岐阜県

25 2019-7211-025 山と川の学習 四万十町立米奥小学校 高知県

26 2019-7211-026 国土交通省と連携した防災教育のとりくみ 久留米市立大城小学校 福岡県

No. 助成番号 申請事業名 所属機関名 都道府県

1 2019-7212-001 河川防災教育や水環境を中心とした河川教育の開発 町田市立鶴川第二小学校 東京都

2 2019-7212-002
八郎水槽（仮称）設置による、発展型井川・八郎湖環境学習
の実践

井川町立井川義務教育学校 秋田県

3 2019-7212-003 まちなかのふるさと教育 岡山市立岡山後楽館高等学校 岡山県

4 2019-7212-004
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 東京都

5 2019-7212-005 わたしたちの利根川再発見 羽生市立村君小学校 埼玉県

6 2019-7212-006 渡良瀬川自然体験学習
群馬県
邑楽郡邑楽町立高島小学校

群馬県

7 2019-7212-007 中丸川から発信
茨城県
ひたちなか市立長堀小学校

茨城県

8 2019-7212-008
ドローンを活用した河川の自然のリアルな理解のための教
材開発と実践

三重大学教育学部附属小学校 三重県

9 2019-7212-009 平井川にすむ水生生物や野鳥の観察 日の出町立平井小学校 東京都

アドバンス（複数学年での取り組みが対象）



 2019年度　河川基金助成事業　学校部門　採択リスト（4/4）

No. 助成番号 申請事業名 所属機関名 都道府県

10 2019-7212-010
「江合川」の大発見　～理科の授業における河川教育の実
践～

大崎市立古川第一小学校 宮城県

11 2019-7212-011
「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 神奈川県

12 2019-7212-012
ぼくたち面瀬川調査隊（「未来に残そう面瀬川の生き物た
ち」「山川里海の生命を育む面瀬川」）

気仙沼市立面瀬小学校 宮城県

13 2019-7212-013 ふるさと多摩川　川とともに 多摩市立多摩第一小学校 東京都

14 2019-7212-014 川は自然の宝箱　～わたしたちと多摩川～ 多摩市立連光寺小学校 東京都

15 2019-7212-015 郷土にどっぷりつかって「長良の宝」をつかみとる 岐阜市立長良小学校 岐阜県

16 2019-7212-016 体験学習を基盤にした、思考力を育成する河川教育 川崎市立東菅小学校 神奈川県

17 2019-7212-017 ふるさと木屋瀬の自然と共に生きる子どもの育成 北九州市立木屋瀬小学校 福岡県

18 2019-7212-018 甲地あおぞら水族館 東北町立甲地小学校 青森県

19 2019-7212-019 地域の特性を活かした河川学習の構想 佐川町立黒岩小学校 高知県

20 2019-7212-020 瀬野川復興プロジェクト 広島市立中野東小学校 広島県

21 2019-7212-021 機関庫の川から学ぶ自分達の生活と自然環境とのつながり 帯広市立豊成小学校 北海道

22 2019-7212-022 木曽三川子ども狂言 海津市立海西小学校 岐阜県

No. 助成番号 申請事業名 所属機関名 都道府県

1 2019-7221-001 岸田川における産卵床調査と造成 兵庫県立浜坂高等学校 兵庫県

2 2019-7221-002
小中高大の接続教育を意図した大阪の河川・水環境学習プ
ログラムの策定

学校法人　大阪初芝学園　
はつしば学園小学校

大阪府

河川教育に関する実践的研究
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