
助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名
申請者
職名

申請者氏名

20-1111-1 3
エスノグラフィー調査にもとづく豪雨災害対応プロセスの体系化と適
切な対応行動学習のための自治体職員・住民向け研修プログラムの構
築

富士常葉大学大学院
環境防災研究科

教授 重川　希志依

20-1111-2 2
高空間分解能リアルタイム洪水予測モデルへの大規模フィルタリング
システムの導入と中小河川水位予測への展開

京都大学　防災研究所 准教授 立川　康人

20-1111-3 3
豪雨災害に対しての防災対策を推進するための調査研究～谷底平野に
おける氾濫流の挙動に基づく減災・避難体制に関する研究～

北見工業大学
社会環境工学科

教授 渡邊　康玄

20-1111-4 3 土砂災害被害低減のための防災情報システムの実用化研究 崇城大学環境建設工学科 准教授 森山　聡之

20-1112-1 3
低管理費（年1回除草）によって維持できるチガヤ型の堤防植生に関
する調査・研究

兵庫県立大学
自然・環境科学研究所

教授 服部　保

20-1112-2 3
渇水被害軽減のための河川水利用の有効な管理手法に関する事例的研
究

愛媛大学大学院
理工学研究科

教授 鈴木　幸一

4 調査（指定課題）　1



助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

20-1151-1 3
利根川下流河道における細粒底質の動態と質的変化に関する
調査

東京工業大学　大学院
総合理工学研究科

教授 石川　忠晴

20-1151-2 3 外来植物による河川敷の藪化、樹林化への管理手法の開発
埼玉大学大学院
理工学研究科

教授 佐々木　寧

20-1151-3 3
河川堤防の安全照査のための浸透・越流時の河川堤防の大変
形解析法とその応用

京都大学大学院
工学研究科

教授 岡　二三生

5 調査（一般助成 重点的助成）　1



助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

20-1211-1 1
酪農・畜産地域における動物用医薬品の水環境中での挙動
に関する研究

北海学園大学工学部 准教授 山本　裕子

20-1211-2 1
余剰汚泥処理の液肥化に伴う流域負荷削減と液肥施肥によ
る沿岸生産性の回復

石巻専修大学理工学部 教授 高崎　みつる

20-1211-3 1 衛星画像を用いた流域不浸透率の推定手法の確立
筑波大学大学院生命環境
科学研究科

教授 福島　武彦

20-1211-4 1 日本の森林の窒素飽和の予測に関する研究
群馬大学大学院工学研究
科

教授 小葉竹　重機

20-1211-5 1
排砂・置き砂が下流河川の砂州上の草原化・樹林化に与え
る影響の把握と排砂・置き砂の効果的運用指針の作成

埼玉大学大学院理工学研
究科

教授 浅枝　隆

20-1211-6 1
高位捕食者である外来生物の駆除が水域の物質循環に与え
る影響の解明と管理手法の提案

東京大学大学院新領域創
成科学研究科

教授 山室　真澄

20-1211-7 1
浄水場設置地域より上流域河川水と水源奥地環境水におけ
る水質の生命科学検査マップ

千葉大学大学院医学研究
院

教授 鈴木　信夫

20-1211-8 1 河川浮遊ゴミ輸送量モニタリング手法の開発
東京理科大学理学部土木
工学科

准教授 二瓶　泰雄

20-1211-9 1
化学種の組み換えの解析に基づいた河口域におけるシリカ
の溶存状態の解明

東京海洋大学海洋科学部 助教
高橋（田中）
美穂

20-1211-10 1
網走湖における塩水流入に対する3次元数値計算モデルを用
いた堰の影響の研究

東京工業大学大学院理工
学研究科

助教 赤堀　良介

20-1211-11 1
漁業者の経験知を活用した河口干潟の総合土砂管理の指標
の研究

東京大学大学院　総合文
化研究科

助教 清野　聡子

6 調査（一般的助成）　1



助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

20-1211-12 1
シカの食圧による林床植生衰退地からの浮遊土砂の河川へ
の流出機構に関する研究

東京農工大学大学院共生
科学技術研究院

教授 石川　芳治

20-1211-13 1
河川底質ダイオキシン類汚染の原因別寄与の推定　－汚染
源組成情報を必要としない新規解析手法の汚染事例への応
用に関する研究－

横浜国立大学　大学院環
境情報研究院

教授 益永　茂樹

20-1211-14 1
屋久島における硝酸イオン流出による渓流水の酸性化の現
状と原因調査

富山県立大学短期大学部 教授 川上　智規

20-1211-15 1 巨大な水資源である富士山湧水系の統合地球科学研究 静岡大学理学部 教授 加藤　憲二

20-1211-16 1
三河湾湾奥水質改善に向けた豊川流域の栄養塩流出構造の
解明に関する研究

豊橋技術科学大学　工学
部

教授 井上　隆信

20-1211-17 1
水田の畦畔に散布される除草剤の水環境への流出とその抑
制

滋賀県立大学　環境科学
部

講師 須戸　幹

20-1211-18 1
琵琶湖流入主要河川（安曇川等）の降雨時を含めた汚濁負
荷量の詳細把握

滋賀県琵琶湖環境科学研
究センター

総括研究員 大久保　卓也

20-1211-19 1
バイオアッセイを用いた河川流域の生態毒性評価とその原
因物質の推定

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

講師 山下　尚之

20-1211-20 1
流域内関係者の参加を考慮に入れた天橋立・阿蘇海流域に
おける最適な水環境保全対策の影響評価システムの構築

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 清水　芳久

20-1211-21 1
音響式を含む流砂計測による山地流域の土砂流出監視シス
テムに関する研究

京都大学　農学研究科 教授 水山　高久

20-1211-22 1
側岸侵食による泥質堆積物流出の河川生態環境および流砂
系土砂収支への影響に関する研究

京都大学　防災研究所 助教 東　良慶

7 調査（一般的助成）　2



助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

20-1211-23 1
日本全国のペルフルオロ化合物（PFCs）分布特性把握とGIS
によるその影響要因評価

京都大学大学院地球環境
学堂

教授 藤井　滋穂

20-1211-24 1
ダムにおける選択取水方式の途中導入に伴う貯水池と下流
河川の水質変化に関する理論構築

京都大学大学院　工学研
究科

大学院生 牧野　育代

20-1211-25 1 フッ素アルコール化合物の河川中での挙動の解明
京都大学大学院　医学研
究科

教授 小泉　昭夫

20-1211-26 1
大和川流域および泉州地域の河川水中溶存有機物の樹脂分
画による特性把握とGISを用いた発生源解析

大阪府環境農林水産総合
研究所

研究員 矢吹　芳教

20-1211-27 1
流域農業地域の耕作放棄や田面管理が河川環境に及ぼす影
響

鳥取大学　工学部 教授 細井　由彦

20-1211-28 1
河川感潮域における河床面を通じた水循環量測定技術の開
発

広島大学大学院　工学研
究科

助教 駒井　克昭

20-1211-29 1
農閑期または未耕作水田を利用した植生浄化施設(ウェット
ランド)による健全な河川環境の創生　～小型実証施設を用
いた実用化への予備検討～

阿南工業高等専門学校
建設システム工学科 講師 橋本　温

20-1211-30 1
河口部泥質干潟に生息するヤマトオサガニの生物撹拌によ
る炭素・窒素循環の定量化

徳島大学大学院工学研究
科

博士後期課
程

大谷　壮介

20-1211-31 1
筑後川河口域における河畔植生と河口域生態系の生産性と
の関連について

北九州市立大学国際環境
工学部

教授 原口　昭

20-1211-32 1
河川感潮域における懸濁態栄養塩の貯留・変質・流出に関
する調査研究

佐賀大学　有明海総合研
究プロジェクト

講師 山本　浩一

20-1212-1 1
降水量時系列のトレンド、ジャンプ検出および計画降雨の
更新

北見工業大学　工学部 教授 佐渡　公明

8 調査（一般的助成）　3



助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

20-1212-2 1
Ｘバンドレーダによる天竜川河口域の水理・地形ダイナ
ミックスの観測

筑波大学大学院システム
情報工学研究科

准教授 武若　聡

20-1212-3 1
掘削による砂州上の洪水撹乱の誘発と樹林化対策に関する
研究

群馬大学大学院　工学研
究科

准教授 清水　義彦

20-1212-4 1
河口周辺域における大規模地形変化ダイナミクスの長期・
広域的モニタリング手法の構築

東京大学大学院工学系研
究科

准教授 田島　芳満

20-1212-5 1
地中レーダーを用いた河川流域土砂の分析に基づく沖積地
形の形成機構の解明

東京大学大学院工学系研
究科

助教 高川　智博

20-1212-6 1
水制による止水域形成に及ぼす河道平面形状の影響に関す
る研究

有限責任中間法人　水生
生物保全研究会

代表理事 小林　光

20-1212-7 1
高濁度水塊の運動が感潮河道の地形・底質形成に及ぼす影
響の解明

首都大学東京　都市環境
学部　都市基盤環境コー
ス

准教授 横山　勝英

20-1212-8 1
広域河川流の高速・高精度数値解析法（CIP-Soroban-BFC
法）の開発と，観測情報を用いた数値解析モデルの同期的
な最適化

東京工業大学大学院　総
合理工学研究科

研究員 吉田　圭介

20-1212-9 1
高密度ボーリング孔網を利用した水源地における河川水質
変動予測に関する研究

京都大学　農学研究科 助教 小杉　賢一朗

20-1212-10 1
ADCP（超音波ドップラー流速計）を用いた河川流況観測に
おける計測精度評価手法の開発

高知高等専門学校 准教授 岡田　将治

20-1213-1 1
人工衛星リモートセンシングと数値シミュレーションを用
いた豪雨に伴う土砂災害ハザードマップの準リアルタイム
化技術の開発

東京大学大学院　工学系
研究科

教授 六川　修一

20-1213-2 1
礫床河川において洪水中に発生した橋脚の沈下原因の究明
および対策工立案の研究

金沢学院大学　大学院
経営情報学研究科

教授 玉井　信行

9 調査（一般的助成）　4



助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

20-1213-3 1
短時間降雨情報に基づく中小河川の洪水氾濫危険度予測手
法の開発とその避難システムへの応用

京都大学　防災研究所 教授 戸田　圭一

20-1213-4 1
津波作用時の河川に架けられた橋桁の流出限界に関する研
究

大阪大学　大学院　工学
研究科 准教授 荒木　進歩

20-1213-5 1
洪水ハザードマップの浸水想定区域における住民の水害意
識と避難行動の分析に基づくGoogleマップを活用したデジ
タルハザードマップの構築

山口大学　農学部 教授 山本　晴彦

20-1213-6 1
堤体法先近傍に矢板壁を有する河川堤防の地震時安定性評
価法に関する提案

徳島大学大学院ソシオテ
クノサイエンス研究部

助教 蒋　景彩

20-1213-7 1 災害伝承・災害史跡を活用した防災教育モデルの構築
愛媛大学　防災情報研究
センター

教授 鳥居　謙一

20-1213-8 1 佐賀平野および熊本平野における流域治水遺構の比較研究
佐賀大学理工学部都市工
学科

准教授 大串　浩一郎

20-1213-9 1
計画規模を越えた川内川の洪水流とハザードマップに関す
る研究

鹿児島工業高等専門学校 教授 疋田　誠

20-1214-1 1
水再生先端技術を利用した、水源としての再生水の利活
用、健全な水循環構築に関する調査研究

財団法人造水促進セン
ター

理事長 島川　文雄

20-1214-2 1
下水再生水に含まれるリスクを抑制する新しい水資源開発
手法の開発

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

20-1215-1 1
北海道別寒辺牛川水系に生息するイトウの季節変動に伴う
移動生態の解明

北海道大学大学院環境科
学院

学生 本多　健太郎

20-1215-2 1
カワシンジュガイ殻の成長線及び化学組成を用いた新たな
河川域の環境変遷指標の開発

北海道大学大学院理学研
究院

講師 渡邊　剛

10 調査（一般的助成）　5



助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

20-1215-3 1
河川内の物質利用均質化手段としての淡水魚類の移動分散
行動の検討

宮城教育大学理科教育講
座

准教授 棟方　有宗

20-1215-4 1
侵略的外来種ハリエンジュの拡大が河畔植生と土壌に及ぼ
す影響および駆除方法の解明

立正大学大学院　地球環
境科学研究科ORC

ポストドク
ター

川西　基博

20-1215-5 1
絶滅危惧種ムサシトミヨの生息場修復技術の開発に関する
研究

日本を代表するムサシト
ミヨの研究会

理事長 関口　蔳

20-1215-6 1
青森県東部汽水湖群における水辺植生の生物多様性保全に
関する研究

千葉大学大学院園芸学研
究科

助教 上原　浩一

20-1215-7 1 魚類のライフサイクルリスクアセスメントに関する研究 早稲田大学理工学術院 教授 榊原　豊

20-1215-8 1
「負のふれあい」による河川と地域住民の関係性再構築に
向けた事業効果と制度設計に関する実証的研究

法政大学人間環境学部 准教授 西城戸　誠

20-1215-9 1 河口・海岸域における生物生息環境の総合化研究
社団法人国際海洋科学技
術協会

会長 立光　武彦

20-1215-10 1
外来植物シナダレスズメガヤの河道内における侵入危険度
マップの作成技術

東京大学大学院　農学生
命科学研究科

特任助教 石井　潤

20-1215-11 1 ヨシ原の植物の多様性を保全するための指標種の研究
東京大学農学生命科学研
究科

教授 西廣　淳

20-1215-12 1
生物指標による干潟(河口干潟・前浜干潟)の生態系評価手
法の開発に関する研究

特定非営利活動法人　日
本国際湿地保全連合

会長 辻井　達一

20-1215-13 1
流域の地質構造と河道構造の相互作用が河川生態系・景観
に及ぼす影響の把握

東京大学大学院　工学系
研究科　社会基盤学専攻

講師 知花　武佳

11 調査（一般的助成）　6



助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

20-1215-14 1
琵琶湖湖岸における外来種拡大に関する流入河川の河辺植
生の寄与の把握および評価

財団法人　地球環境戦略
研究機関国際生態学セン
ター

上席研究員 村上　雄秀

20-1215-15 1 河川中流域狭窄部における生物群集の特徴
信州大繊維学部　応用生
物科学科　応用生態

教授 平林　公男

20-1215-16 1
外来種フロリダマミズヨコエビと在来ヨコエビ種間の個体
群ダイナミクス追究、ならびに外来種の分布拡大防止策検
討

信州大学理学部　生物科
学科

助教 東城　幸治

20-1215-17 1
アダプティブマネジメントによる流路変更河川の再自然化
―「掘抜き水源」の強化による旧川の保全・復元および水
制による瀬淵構造復元状況の追跡―

富士常葉大学附属　環境
防災研究所

所長 木宮　健二

20-1215-18 1
汽水域における富栄養化・温暖化の指標としてのピコシア
ノバクテリアの調査

静岡県立大学　環境科学
研究所

助教 谷　幸則

20-1215-19 1 河川水面下の音環境調査
豊橋技術科学大学（河川
生態環境工学研究所）

名誉教授
（代表）

中村　俊六

20-1215-20 1
砂河川に生息する底生魚カマツカの索餌・河床潜入行動に
着目した河床環境劣化抑制機能の推定

名古屋大学大学院工学研
究科社会基盤工学専攻

教授 辻本　哲郎

20-1215-21 1
雑食性底生動物を用いた河川の生物多様性機構に関する調
査研究と理論的解析

京都大学　生態学研究セ
ンター

講師（研究
機関研究
員）

加藤　元海

20-1215-22 1
沈水植物群落を主体とする水界生態系の水質浄化機能に関
する研究

滋賀県立大学　環境科学
部　環境生態学科

准教授 浜端　悦治

20-1215-23 1
河川・海洋生態系の連関を重視した河口域での環境動態と
仔アユの降下・遡上に関する研究

大阪市立大学大学院　工
学研究科

教授 矢持　進

20-1215-24 1
標本データベース整備に基づく大和川、淀川水系における
両生爬虫類の実態解明と分布の変遷に関する考察

大阪市立自然史博物館 館長 山西　良平

12 調査（一般的助成）　7



助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

20-1215-25 1
コウノトリの生息地としての円山川水系における生物多様
性の向上に関する研究

兵庫県立コウノトリの郷
公園

田園生態研
究部長

池田　啓

20-1215-26 1
宍道湖から流下する流出形態の異なる二つの感潮河川にお
けるヤマトシジミ生息域に関する比較研究

島根野生生物研究会 事務局長 平塚　純一

20-1215-27 1
底質各種酵素活性値を指標とした河口干潟生態系活力評価
法の確立

県立広島大学　生命環境
学部

教授 中村　健一

20-1215-28 1
沖積平野の河川－水路網における治水，利水および希少生
物の保全との両立を目指した水管理手法の開発

徳島大学環境防災研究セ
ンター

教授／セン
ター長

岡部　健士

20-1216-1 1
河童伝説をテーマとした地域おこしに関する風土工学的研
究

特定非営利活動法人　風
土工学デザイン研究所

理事長 田村　喜子

20-1216-2 1
河川・沿岸域の地域活性化に資する河川舟運と河川利用促
進方策の検討

(社)海洋産業研究会 会長 武井　俊文

20-1216-3 1
全国の歴史系博物館における河川の歴史資料の活用動向に
かかる研究

山梨県立博物館 学芸員 髙橋　修

20-1216-4 1
古文書に記された河川に関する史実を電磁気調査により実
証する　-富山県庄川の奈良時代の荘園用水施設の研究

富山大学　理工学研究部 教授 酒井　英男

20-1216-5 1
ファジイゾーニングによる地域の自然特性、社会特性、水
文化を考慮した流域再生策の提案に関する研究

京都大学　防災研究所 教授 小尻　利治

20-1216-6 1
新淀川開削にともなう淀川河口部の歴史環境・生活相の変
容に関する調査・研究

大阪歴史博物館 館長 脇田　修

20-1217-1 1
市民による水循環モニタリングの参加と連携の仕組みに関
する研究

社団法人　雨水貯留浸透
技術協会

会長 高橋　裕

13 調査（一般的助成）　8



助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

20-1217-2 1
広域ゼロメートル市街地におけるハザードマップが示す避
難方法の検証と市街地側の総合的防災計画の最適化

広域ゼロメートル市街地
研究会

代表 加藤　孝明

20-1217-3 1
西日本のダム湖におけるアユ陸封集団の系統に関するDNA鑑
定およびその利用と保全に関する研究

福山大学　生命工学部 教授 谷口　順彦

20-1218-1 1
健全な水循環に対応する総合的陸水管理基本法制度の可能
性の検討

大阪教育大学　教育学部 教授 磯村　篤範

20-1218-2 1
気候変動に対応した河川行政の新たな制度的枠組みに関す
る調査研究

河川行政法制度研究会 会長 橋本　博之

20-1219-1 1
霞ヶ浦水域における特定外来生物カワヒバリガイの分布と
それが在来生物群集の多様性と現存量におよぼす影響に関
する研究

茨城大学広域水圏環境科
学教育研究センター

准教授 中里　亮治

20-1219-2 1 渡り鳥集団飛来が閉鎖水域の栄養塩挙動に与える影響
東京大学大学院新領域創
成科学研究科社会文化環
境学専攻

准教授 黄　光偉

14 調査（一般的助成）　9



助成番号
助成
期間

申請事業名 所属機関名
申請者
職名

申請者氏名

20-2001-1 1 水辺の環境向上と利用者の利便向上を図る施設整備事業 下川原水辺環境をよくしよう会 会長 佐々木　一彦

20-2001-2 2 ダム湖周辺の山林手入れ活動と遊歩道の環境整備活動 小里川ダム里山教室 代表 山田　万左和

20-2001-3 3 木炭を利用した木製浄水堰設置による川の水質浄化事業 出雲市上津自治協会 会長 金山　武男

20-2001-4 4 「小田川流域の河川環境保護の啓発推進活動」 矢掛水と緑のネットワーク 代表 田賀　辰也

16 環境整備対策　1



助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

20-3111-1 1
石炭でまっ黒だったふるさとの川『夕張川』にサケを呼びも
どす

社団法人　栗山青年会議所 理事長 渡辺　泰弘

20-3111-2 1
もっと！もっと！もっと！！　川であそび隊！！　～川マス
ターへの道～

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

20-3111-3 1 北海道地域水辺体験活動促進事業
北海道エールセンター全道運営
協議会

会長 田丸　典彦

20-3111-4 1 ウォーターリバイバルプラン「親水塾・2008」
社会福祉法人　中士幌福祉事業
会

総合施設
長

松浪　雪江

20-3111-5 1 岩木川子ども自然体験学習会
特定非営利活動法人　岩木山自
然学校

理事長 高田　敏幸

20-3111-6 1 小川原湖自然体験クラブの推進と指導者養成 小川原湖自然楽校 代表 相馬　孝

20-3111-7 1
学習交流館を利用した住民参画型河川情報Mapと情報掲示板
の活用

Kappa Club　関工　（岩手県立
一関工業高等学校　土木科）

校長 小野　喜明

20-3111-8 1 大人も子どもも川に学ぶ「広瀬川自然学校」プロジェクト
特定非営利活動法人　水環境
ネット東北

代表理事 新川　達郎

20-3111-9 1
海岸愛護推進事業（海岸愛護写真コンクール・グラビア集・
ポスター作成）

社団法人　全国海岸協会 会長 陣内　孝雄

20-3111-10 1
小貝川・利根川流域をベースとした川に学ぶ教育プログラム
の実践と定着化事業

財団法人　ハーモニィセンター 理事長 大野　重男

20-3111-11 1 渡良瀬遊水地における環境学習（昆虫）等の推進
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

17 啓発（一般的助成）　1



助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

20-3111-12 1 （仮称）巴波川周辺地区「昭和の洪水を語る」の出版 藤岡町大字部屋区自治会
大字部屋
区長

荒井　邦

20-3111-13 1 群馬県内利根川水系水質調査（　） 群馬県立尾瀬高等学校 学校長 長島　英治

20-3111-14 1 水辺の交流を促進する為の日常的水面利用に関する社会実験 松戸市河川愛護団体協議会 会長 大井　弘好

20-3111-15 1
「手賀沼」の化学部生徒による水質調査と酸化チタン光触媒
担持リサイクルガラスによる水質浄化の研究活動

千葉県立柏中央高等学校 校長 乙部　修清

20-3111-16 1 荒川体験学習講座の開催
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

20-3111-17 1
多自然川づくりを普及・推進するためのシンポジウム等の開
催

多自然川づくりシンポジウム実
行委員会

実行委員
長

桑子　敏雄

20-3111-18 1
「北区・子どもの水辺」における「水辺の楽校」調査体験活
動の推進

北区荒川っ子クラブ 代表 本谷　晴志

20-3111-19 1
湧水生態系の学習ツールの開発とそれを活用した湧水学習会
の開催

社団法人　日本の水をきれいに
する会

会長 稲葉　大和

20-3111-20 1 豊かに美しく―未来に引き継ごう、川の恵み
特定非営利活動法人　えどがわ
エコセンター

理事長 岡島　成行

20-3111-21 1
河川管理者と連携した川の指導者養成講座の積極的展開と川
の指導者の認知度の向上

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

20-3111-22 1 若い女性を中心とした地域ぐるみの河川環境教育の展開 大妻女子大学家政学部 教授 岡島　成行

18 啓発（一般的助成）　2



助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

20-3111-23 1 アジアに適応した河川環境再生の手引き編集と普及
Asian River Restoration
Network（アジア河川・流域再
生ネットワーク）

事務局長 佐合　純造

20-3111-24 1
長期宿泊自然体験活動に向けた川辺の活動における安全対策
の普及

特定非営利活動法人　自然体験
活動推進協議会

会長 奥島　孝康

20-3111-25 1
つくろう！川のあるまちの設計図　～先人の知恵から学ぶ川
の魅力と環境問題～

社団法人　日本ネイチャーゲー
ム協会

理事長 降旗　信一

20-3111-26 1
淡水カメ捕獲調査体験を通して、淡水カメの生息しやすい河
川環境を考える

特定非営利活動法人　カメネッ
トワークジャパン

代表理事 小菅　康弘

20-3111-27 1 源流文化の発掘と熊野川絵図作成
特定非営利活動法人　全国源流
ネットワーク

代表 中村　文明

20-3111-28 1
「みんなの三峰川を次世代に」市民団体による小中高生を含
めた河川環境学習、自然学習、川での遊び、人材育成等協働
事業の推進

三峰川みらい会議 代表 織井　秀夫

20-3111-29 1
川の活動リーダー養成およびスキルアップと子どもの自然体
験普及活動

特定非営利活動法人　グリーン
ウッド自然体験教育センター

代表理事 村上　忠明

20-3111-30 1
妙高の自然環境を生かした水環境教育の質的向上と外部指導
者の資質・指導力の向上を目指して

独立行政法人　国立青少年教育
振興機構　国立妙高青少年自然
の家

所長 三上　智

20-3111-31 1 潟舟を活用した福島潟の保全と普及活動
特定非営利活動法人　ねっと
わーく福島潟

理事長 市嶋　彰

20-3111-32 1
「長良川での駅伝筏下り」における川文化の伝承と親子での
川を学ぶ体験活動の推進

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

20-3111-33 1 芝川流域における芝川のつりの保護と育成
特定非営利活動法人　ホール
アース研究所

代表理事 広瀬　敏通

19 啓発（一般的助成）　3



助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

20-3111-34 1
堀川下流域での浮島植物育成による共生化と環境学習体験推
進

特定非営利活動法人　堀川まち
ネット

理事長 川口　正秀

20-3111-35 1
志段味ビオトープ整備・魅力発見行動　志段味ビオトープで
遊ぼう

土岐川・庄内川流域ネットワー
ク

会長 宮田　照由

20-3111-36 1 庄内川上条河畔林の整備とその利活用
土岐川庄内川交流会　みどりの
まちづくりグループ

代表 高橋　勇夫

20-3111-37 1 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

浅沼　秀夫

20-3111-38 1 「全国閘門サミット」の開催と「史跡閘門文献発掘調査」 日本の閘門を記録する会 会長 三浦　裕二

20-3111-39 1 宮川流域の災害後調査体験事業
特定非営利活動法人　大杉谷自
然学校

理事長 大西　かおり

20-3111-40 1 豪雨復興後の足羽川の体験型環境教育活動推進事業
特定非営利活動法人　自然体験
共学センター

理事長 辻　一憲

20-3111-41 1 琵琶湖・瀬田川流域の自然環境保全活動事業
特定非営利活動法人　瀬田川リ
バプレ隊

理事長 冨岡　親憲

20-3111-42 1
子どもの水辺保全フォーラム全国大会ｉｎかめおか（仮称）
の開催

財団法人　亀岡市交流活動セン
ター

理事長 坂井　茂子

20-3111-43 1
図説『笠間川の水生生物』およびＤＶＤ『水生昆虫の世界』
作成

淀川水系の水質を調べる会 代表 中地　重晴

20-3111-44 1 高校生・高校理科教員による大阪府河川の環境指標生物調査 大阪府高等学校生物教育研究会 会長 牧野　修司

20 啓発（一般的助成）　4



助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

20-3111-45 1
大和川水系「石川」流域の自然環境を守り育てる地域協働活
動

石川自然クラブ 代表 篠沢　健太

20-3111-46 1
大阪の河川環境を知る－子どもと教員のための体験・観察・
実験教室

大阪府教育センター 所長 西川　仁志

20-3111-47 1 水資源の再生に向けての環境教育・啓発事業 恩智川水辺再生会議 代表 松浦　陽子

20-3111-48 1 近木川と人とのかかわりの再構築、見出川の活動へ 近木川流域自然大学研究会 代表 橋本　夏次

20-3111-49 1 河川環境副読本「いきている由良川」の制作と環境教育事業
特定非営利活動法人　野生生物
を調査研究する会

理事長 黒田　明彦

20-3111-50 1
琵琶湖から学び、琵琶湖に還そう2　－自然と暮らしの変化
を学び、人と自然の共生を摸索する－

琵琶湖市民大学 代表 讃岐田　訓

20-3111-51 1
人をつなぎ、流域をつなぎ、水辺に子どもをつなぐ　川づく
り

流域ネット猪名川 代表 楢原　朋子

20-3111-52 1
都賀川こどもフォーラムから学ぶ地域づくり　～川と人との
新たな関係がつくる地域社会を目指して～

都賀川を守ろう会 会長 清水　康之

20-3111-53 1 斐伊川・神戸川流域環境マップづくり　Ⅱ
特定非営利活動法人　 しまね
体験活動支援センター

理事長 安田　公臣

20-3111-54 1
旭川“河の遺産”を生かした環境学習プログラム活用まちづ
くり事業

真庭遺産研究会 事務局長 徳永　巧

20-3111-55 1 太田川リバーエコロジー大学初級リーダー養成講座 エコロジー研究会ひろしま 会長 久保　允誉
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20-3111-56 1 ラブリバー吉野川フェスティバル事業
特定非営利活動法人　新町川を
守る会

理事長 中村　英雄

20-3111-57 1
河川環境の理解（「気づき」）のための産官学民の連携によ
る徳島県南部地域一斉水質調査

みなみから届ける環づくり会議
議長（徳
島大学准
教授）

鎌田　麿人

20-3111-58 1
川の総合型スポーツ設立推進と、自然体験活動による、人材
育成及び水辺空間をいかしたまちづくり

特定非営利活動法人　美馬体験
交流の会

理事長 田中　義美

20-3111-59 1 重信川河口域における生態系の再生・保全活動 愛媛県立伊予農業高等学校 校長 石原　直滿

20-3111-60 1
天然アユを増やすと決めた漁協のシンポジウム　－天然アユ
は誰のもの？－　開催

天然アユ保全ネットワーク 会長 谷口　順彦

20-3111-61 1
子どもから高齢者、障害者まで参加できる環境学習および清
掃活動「北川・小川カヌーでゴミ拾い」

特定非営利活動法人　五ヶ瀬自
然学校

理事長 杉田　英治

20-3111-62 1 みんなが主役！ふるさとの流域保全事業 つやざき海辺の自然学校 代表 板谷　晋嗣

20-3111-63 1
身近な水辺を守るために！～福岡の水辺を調査し、市民啓発
に取り組む魚部の活動

福岡県立北九州高等学校　魚部 校長 岩元　豊司

20-3111-64 1
「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

特定非営利活動法人　アザメの
会

理事長 大草　秀幸

20-3111-65 1 20年度子どもの水辺体験の推進 さが水ものがたり館 館長 金子　信二

20-3111-66 1 厳木川における水辺の環境保全と川に学ぶ環境学習事業 自然と暮らしを考える研究会 代表 石盛　信行
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20-3111-67 1
RAC九州「川を知り・川に親しみ・自然と安全を学ぶ」教室
の推進と指導者の養成

特定非営利活動法人　西日本環
境ネットワーク

理事長 村崎　詩園

20-3111-68 1
緑川ダム水源地域活性化のためのダム湖を活用した体験学習
事業

美里NPOホールディングス 代表 濱田　孝正

20-3111-69 1

市民と行政の連携で大野川流域の川づくりの将来のあり方を
模索する。また20年度は構成メンバーの流域市民ネット「大
野川流域ネットワーキング」の10周年記念行事を支援し輪を
広げ絆を強め継続の仕組みをつくる。

大野川流域懇談会 会長 川野　田實夫

20-3111-70 1 リュウキュウアユの保全と地域づくり
奄美多自然型川づくり実行委員
会

代表委員 四宮　明彦

20-3111-71 1 牧港川を誰もが憩える美ら川に
財団法人　沖縄県建設技術セン
ター

理事長 知念　盛男

20-3111-72 1 川に学ぶ体験活動全国大会ｉｎ九州・熊本大会
川に学ぶ体験活動全国大会ｉｎ
九州・熊本大会実行委員

実行委員
長

濱崎　勝

20-3111-73 1 川の危険箇所の紹介及び対処法を紹介するDVD制作と配布
特定非営利活動法人　広域防災
水難救助捜索支援機構

理事長 藤原　尚雄

20-3111-74 1
河川によるストレス緩和効果を主テーマとする河川保全市民
講座の開催

特定非営利活動法人　千葉健康
づくり研究ネットワーク

理事長 伊藤　晴夫

2）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

20-3121-1 1
天塩川及び天塩川水系湖沼（智恵文沼）に学ぶ総合的な学習
の時間の推進

名寄市立智恵文中学校 校長 旭　雅人

20-3121-2 1
命の大切さを学ばせる体験活動（カヌー体験やビオトープ学
習等を通して）

岩見沢市立メープル小学校 校長 山本　和廣
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20-3121-3 1 川で遊び、川で学ぶ、已小っ子 北海道深川市立一已小学校 校長 中島　利明

20-3121-4 1
ふるさとの阿野呂川・夕張川を体験学習する継立中学校の総
合的な学習

栗山町立継立中学校 校長 久保　光人

20-3121-5 1
帯広川における児童の体験・調査活動「川の姿を知ろう～帯
広川～」

帯広市立啓西小学校 校長 板谷　裕康

20-3121-6 1 地域を流れる馬追運河・山根川から学ぶ総合学習 長沼町立長沼中央小学校 校長 工藤　栄一

20-3121-7 1 絶滅危惧Ⅱ類の水生植物アサザの保全活動と分布調査 青森県立五所川原農林高等学校 校長 三浦　憲二

20-3121-8 1 みつめよう　わたしたちの「赤石川」 鯵ヶ沢町立赤石小学校 校長 嶋川　龍雄

20-3121-9 1
「ゲンジボタルの幼虫の飼育・放流活動を中心とした環境教
育」

青森市立栄山小学校 校長 佐藤　博

20-3121-10 1
「江刺北上川水辺の楽校」における、子どもたちの川に学ぶ
総合的な学習の推進

奥州市立江刺愛宕小学校 校長 髙橋　善昭

20-3121-11 1
北上川及びその支流における川に親しみ，川をきれいにする
活動

石巻市立吉浜小学校 校長 村山　令記

20-3121-12 1
地域の自然を愛する児童の育成　～河川愛護活動を通して～
（5・6年　総合的な学習）

大崎市立下伊場野小学校 校長 平井　節子

20-3121-13 1
総合的な学習の時間を通して「ふるさとの川・定川」の歴史
や自然を学ぶ

東松島市立赤井南小学校 校長 後藤　邦夫
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20-3121-14 1
「皿貝川たんけん」（4年；総合的な学習の時間）、「北上
川のうつりかわり」（4年；社会科）

石巻市立飯野川第二小学校 校長 櫻井　衆仁

20-3121-15 1
「シナイモツゴがすめる鹿島台に」総合的な学習の時間にお
ける活動

大崎市立鹿島台小学校 校長 岩渕　薫

20-3121-16 1 ふるさとの川・北上川で学ぶ体験活動 石巻市立鹿又小学校 校長 伊東　和夫

20-3121-17 1
『「北上川博士になろう」川と暮らしのかかわりを調べ自然
環境を守ろう』

登米市立米谷小学校 校長 及川　守

20-3121-18 1
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 校長 佐藤　清貴

20-3121-19 1 川に親しもう（3年生） 石巻市立二俣小学校 校長 岸　澄夫

20-3121-20 1
川と私たち（川について調べたり，観察したりしよう）（4
年生）

石巻市立二俣小学校 校長 岸　澄夫

20-3121-21 1 沢登りをしよう（5年生） 石巻市立二俣小学校 校長 岸　澄夫

20-3121-22 1
新・旧北上川の調査をとおし、環境をどのように守るか考え
る活動

石巻市立中津山第一小学校 校長 早坂　家一

20-3121-23 1 ふるさとの江合川と水辺学習の楽しみ
宮城県遠田部美里町立小牛田小
学校

校長 佐々木　德雄

20-3121-24 1
鳴瀬川に生息する生き物とシナイモツゴを調査する活動を通
して、水辺の環境の在り方について考える活動

東松島市小野小学校 校長 山本　正美
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20-3121-25 1
河川調査や親子で行う魚のつかみ取り体験活動を通して，河
川を大切にしようとする意識を高める。

北秋田市立合川北小学校 校長 佐藤　高義

20-3121-26 1 親と子のふれあい体験教室「雄物川と生きる」 秋田市立雄和中学校 校長 高田　喜代

20-3121-27 1 第6学年総合学習「命あふれる西通川にしたい」 遊佐町立西遊佐小学校 校長 鈴木　清人

20-3121-28 1
総合的な学習の時間「10年後の街新庄市」における指首野川
を一つの視点とした体験活動の推進

新庄市立沼田小学校 校長 小野　和夫

20-3121-29 1 「升形川」をきれいにしよう 新庄市立山屋小学校 校長 松田　悟

20-3121-30 1 学区を流れるふるさとの川の調査体験活動 最上町立大堀小学校 校長 渡部　定子

20-3121-31 1
小中学校における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（2年目）

新庄市立新庄中学校 校長 竹田　眞一

20-3121-32 1 ホタルから郷土の自然を考える 水戸市立国田中学校 校長 根本　福雄

20-3121-33 1 国田のたからもの 水戸市立国田小学校 校長 根本　福雄

20-3121-34 1 「花室川に学ぶ」郷土への思いを育む体験活動の推進 つくば市立並木中学校 校長 飯島　賢一

20-3121-35 1
「町田川探検」から始める環境教育パート2　-ビオトープの
完成を目指して-

茨城県行方市立羽生小学校 校長 橋本　清一
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20-3121-36 1 「私たちのくらしと桜川－土浦市の自然環境を考える－」 土浦市立土浦第四中学校 校長 生天目　公司

20-3121-37 1 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 坂本　洋子

20-3121-38 1 渡良瀬川体験学習
群馬県邑楽郡邑楽町立高島小学
校

校長 和田　幸子

20-3121-39 1
総合的な学習の時間「桐生川・黒川の環境」を通じて、川と
人とのつながりを学ぶ活動

群馬県桐生市立菱小学校 校長 田中　洋子

20-3121-40 1
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

羽生市立村君小学校 校長 坪井　幸子

20-3121-41 1
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

羽生市立村君小学校 校長 坪井　幸子

20-3121-42 1
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

羽生市立村君小学校 校長 坪井　幸子

20-3121-43 1
河川模型　ビオトープを利用した河川の理解促進を目指す活
動

千葉県松戸市立牧野原小学校 校長 琉　哲夫

20-3121-44 1 子供たちに感動体験を！「立野川の秘密を探る」 市原市立有秋東小学校 校長 豊島　安明

20-3121-45 1 ふるさとの川―真間川と江戸川を知ろう 千葉県立国府台高等学校 校長 北島　一雄

20-3121-46 1 多摩川における「川に学び、遊び、奉仕する活動」 大田区立嶺町小学校 校長 竹村　伸二
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20-3121-47 1 荒川に親しみ、川と地域のつながりを深める活動 東京都江戸川区立西葛西中学校 校長 内山　泰雄

20-3121-48 1 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 江東区立第五大島小学校 副校長 樋口　諭

20-3121-49 1 川は自然の宝箱　～私たちと多摩川～ 多摩市立連光寺小学校 学校長 藤井　香代子

20-3121-50 1 総合的な学習の時間における荒川河川敷での環境学習 江戸川区立平井東小学校 校長 櫻井　寛

20-3121-51 1 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 宮澤　不可止

20-3121-52 1 荒川探検による環境学習と生きる力育成事業 江戸川区立大杉小学校 校長 岩瀬　勝美

20-3121-53 1
滝合小学校「総合的な学習の時間」における、子ども達の河
川学習の推進

東京都日野市立滝合小学校 学校長 佐藤　周一

20-3121-54 1
「総合的な学習の時間　4年「多摩川探検隊」　3年「多摩川
博士」

府中市立矢崎小学校 校長 叶　雅之

20-3121-55 1 黒須田川における児童の観察、体験活動の推進 横浜市立黒須田小学校 校長 小笠原　慎一

20-3121-56 1 柏尾川の水環境についての考察 横浜市立戸塚高等学校 校長 大塚　宏

20-3121-57 1 私たちのくらしと笛吹川 山梨市立加納岩小学校 校長 武井　茂
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20-3121-58 1 天竜川と弟川流域のメダカ調べ 三穂小学校（対象は422人） 校長 池田　俊治

20-3121-59 1 「カヌー遠足」 長野県伊那市立高遠小学校 学校長 白鳥　彰政

20-3121-60 1 「才歩川」における子どもたちの体験活動の推進 田上町立田上小学校 校長 吉樂　悟

20-3121-61 1 わたしたちのやすらぎ堤  ～サンＳＵＮ探検隊～ 新潟市立上所小学校 校長 川井　重利

20-3121-62 1 川とかかわり、人の生き方を考える総合的な学習活動の推進 新潟市立小合小学校 校長 竹内　政俊

20-3121-63 1
総合学習「信濃川探検プロジェクト」～私たちの環境を考え
よう～における子どもたちの川に学ぶ体験・調べ活動の推進

新潟市立万代長嶺小学校 校長 真柄　正幸

20-3121-64 1 発見！ふるさと信濃川（総合的な学習の時間） 新潟市立臼井小学校 校長 岡村　秀康

20-3121-65 1 地域の通船川の未来を考える子どもたちの育成 新潟市立牡丹山小学校 校長 土屋　誠

20-3121-66 1
総合的な学習の時間「ふるさとの川　石田川を未来に！」に
おける子どもたちの川に学ぶ体験活動の推進

山県市立高富小学校 校長 山元　敏治

20-3121-67 1 長良川調査隊「長良川の水をさぐれ」 海津市立東江小学校 校長 吉田　惠

20-3121-68 1
藁科川の自然の親しみ、そのよさに気づき、その環境を守る
活動

静岡市立中藁科小学校 校長 岩崎　敏宏

29 啓発（一般的助成）　13



助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

20-3121-69 1 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 池谷　耕治

20-3121-70 1 安倍川の砂防を考える 静岡県立静岡農業高校 校長 芳川　孝

20-3121-71 1
矢作川とビオトープにおける、川に親しみ生態系を守り、美
化や地域とのふれあいを考える活動

岡崎市立大門小学校 校長 野本　欽也

20-3121-72 1 わたしたちのプロジェクト庄内川 愛知県春日井市立高座小学校 校長 木村　信好

20-3121-73 1 鹿乗川の探検をしよう 愛知県岡崎市立矢作西小学校 校長 加藤　博史

20-3121-74 1
大山田川と町屋川（員弁川）を中心とした河川環境調査と愛
護活動

桑名市立光陵中学校 校長 安田　憲一

20-3121-75 1 八幡川および琵琶湖に関するフィールドワーク活動 滋賀県立八幡工業高等学校 校長 平野　勝美

20-3121-76 1 リバーフレンド（4年生　総合的な学習の時間 大津市立藤尾小学校 校長 小野　清司

20-3121-77 1 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 富田　眞

20-3121-78 1 安食川源流（安食神社湧水）の水質検査 滋賀県立彦根工業高等学校 教諭 田中　齊

20-3121-79 1
“エンジョイ・チャレンジ・雄琴っ子”　～川や琵琶湖に学
ぶ環境学習～

滋賀県大津市立雄琴小学校 学校長 大平　さち子
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20-3121-80 1 飛び出せ！中ノ川、びわ湖たんけん隊 マキノ東小学校 校長 中川　泰夫

20-3121-81 1
全校いわな給食（犬上川の川原でイワナを焼いて食べる）
4年後総合的な学習「犬上川探検」

滋賀県犬上郡多賀町立大滝小学
校

校長 辻田　明宏

20-3121-82 1
膳所小学校総合的な学習『相模川大発見』４年生カリキュラ
ム

大津市立膳所小学校 校長 川端　誠一

20-3121-83 1
宇治川の自然を知ろう・守ろう　～子ども達の川に学ぶ体験
活動の推進

京都市立向島小学校 校長 荒木　八朗

20-3121-84 1 総合的な学習「水」 京都市立修学院小学校 校長 四方　誠

20-3121-85 1 宇川の水質調査 京丹後市立宇川中学校 校長 中村　文雄

20-3121-86 1 鴨川探検隊　～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 中森　雅夫

20-3121-87 1
「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 松井　栄治

20-3121-88 1 市場環境水辺委員会 小野市立市場小学校 校長 増山　裕

20-3121-89 1 大井手川を探検しよう！環境を守ろう！ 鳥取市立大正小学校 校長 福田　益美

20-3121-90 1 湖山池の水質浄化に関する研究 鳥取県立鳥取湖陵高等学校 校長 山内　有明
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20-3121-91 1 唐川流域周辺環境保全活動 出雲市立鰐淵小学校 校長 角　美幸

20-3121-92 1 カジカちゃんの家・猪目川を守ろう 出雲市立鰐淵小学校猪目分校 校長 角　美幸

20-3121-93 1 江の川探検活動　No.4 江津市立桜江小学校 校長 井田　義道

20-3121-94 1 六日市調査隊における高津川流域の環境調査 吉賀町立六日市小学校 校長 渡辺　厚子

20-3121-95 1 地域を流れる二つの川　高津川ＶＳ益田川 益田市立吉田小学校 校長 村上　伸悟

20-3121-96 1
総合的な学習の時間　～ぼくたち・わたしたちの「江の川」
～

江津市立渡津小学校 校長 佐貫　弘

20-3121-97 1 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 福田　充雄

20-3121-98 1 大馬木川・砂田川を楽しみたい！Ⅲ
島根県仁多郡奥出雲町立馬木小
学校

校長 福田　充雄

20-3121-99 1
「こちら、砂川調査研究所　～砂川・吉井川流域における
「子ども川博士」の育成～」　～　体験活動とプロジェクト
WETを有効に活用した環境学習　～

岡山県赤磐市立軽部小学校 校長 長島　孝子

20-3121-100 1 竹枝小学校　環境学習 岡山市立竹枝小学校 校長 宇賀　博

20-3121-101 1 水内川流域の自然調べ（2学年） 広島市立湯来中学校 校長 宇根　正一
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20-3121-102 1 水内川流域の自然調べ（3学年） 広島市立湯来中学校 校長 宇根　正一

20-3121-103 1
川と緑の海田東小ものがたり（総合的な学習の時間「川の環
境と私たちの生活」）

海田町立海田東小学校 校長 金沢　緑

20-3121-104 1
川と緑の海田東小ものがたり・総合的な学習の時間「ホタル
の川辺探検隊」

海田町立海田東小学校 校長 金沢　緑

20-3121-105 1
川と緑の海田東小ものがたり・生活科「三迫川大好きたんけ
ん隊－生きものとお友達－」

海田町立海田東小学校 校長 金沢　緑

20-3121-106 1
清流「錦川」の豊かな自然環境を生かし、体験活動を通じて
「創造・不撓・和敬」の精神の深化を図る学習活動

山口県立広瀬高等学校 校長 光田　伸幸

20-3121-107 1 ふるさとの川、吉野川に学ぶ 美馬市立脇町小学校 学校長 向川　守

20-3121-108 1 環境意識を高める河内谷川での自然体験学習 三好市立芝生小学校 校長 高橋　悟

20-3121-109 1
「ふるさとの川　吉野川」をテーマに、吉野川に集い・遊
び・学ぶ体験学習

三庄小学校 校長 高井　和裕

20-3121-110 1
地域の川に親しみ、川に学び、川に未来を考える　－金倉
川・西汐入川を主として－

丸亀市立城坤小学校 校長 山下　泰

20-3121-111 1 土器川における、川に親しみ、環境問題を考える活動Ⅵ 丸亀市立城辰小学校 校長 藤田　東秀

20-3121-112 1 わたしたちの美しい土器川を守り隊！ 丸亀市立垂水小学校 校長 安藤　好春
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20-3121-113 1 川となかよくなろう 松山市立さくら小学校 校長 西山　コズヱ

20-3121-114 1 母なる川「四万十川」から学ぶ 四万十市立具同小学校 校長 宮﨑　英雄

20-3121-115 1 地域の川「中筋川」から学ぶ 四万十市立中筋小学校 校長 池田　昇一

20-3121-116 1
四万十川源流に住む生物（植物･魚類・昆虫）の生活を知ろ
う

高知県高岡郡津野町立中央小学
校

校長 吉岡　健一

20-3121-117 1 地域の川｢四万十川」に学ぶ 四万十市立津野川小学校 校長 矢野川　正和

20-3121-118 1
「奥田川かがやきの水辺」における児童による希少植物およ
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 梶原　正仁

20-3121-119 1 大好き物部川 高知県香美市立楠目小学校 校長 島内　祥夫

20-3121-120 1 建花寺川における環境保全活動 福岡県飯塚市立二瀬中学校 校長 栗原　克己

20-3121-121 1 殿川をめだかが住める川にする復活プロジェクト 苅田町立馬場小学校 校長 井上　三津子

20-3121-122 1
中学校理科の発展的な学習としての自然環境のアセスメント
の取り組み～犬鳴川の自然を中心に～

宮若市立若宮中学校 教諭 森田　英明

20-3121-123 1
北鹿島の川と私たちの生活との関わりについて調べ、地域の
自然環境について学ぶ体験活動の推進

鹿島市立北鹿島小学校 校長 橋口　和人
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20-3121-124 1
玉来川における、川に親しみ、上流に住むものとしての河川
浄化を目指す活動

産山村立産山小学校 校長 佐藤　増夫

20-3121-125 1 岩原川における川に親しみ、河川浄化をめざす活動 山鹿市立米野岳小学校 校長 田中　豊志

20-3121-126 1 本庄川において川と親しみ「水」に対する関心を高める活動 国富町立森永小学校 校長 冨岡　照雄

20-3121-127 1 川内川における川に親しみ，河川浄化を目指す活動 えびの市立飯野小学校 校長 渡邉　康隆

20-3121-128 1 「ふるさとの川，細田川」の調査活動及び体験活動 宮崎県日南市立細田中学校 校長 田中　清二

20-3121-129 1 「川に学ぼう」　～郷土の川～ 都城市立　南小学校 校長 石井　秀信

20-3121-130 1 総合的な学習の時間における河川を題材とした活動 穴喰小学校 校長 外磯　やよひ

20-3121-131 1
オオサンショウウオの生息する志路原川を中心とした環境保
護活動

広島県山県郡北広島町立豊平東
小学校

校長 高杉　千賀子

20-3121-132 1 天塩川河川流域の植林と自然体験活動 名寄市立風連下多寄小学校 校長 金子　謙治

20-3121-133 1
両総用水の水環境学習とダム湖環境の健康・スポーツ等での
活用

千葉県立東金商業高等学校 校長 今井　賢治

20-3121-134 1
川の汚れを少なくするため、水に溶ける油の量の測定の研究
を行い、高校生の環境への意識を高める

千葉県立柏高等学校 校長 髙橋　修
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20-3121-135 1 荒川と子どもたちのかかわりを深めるための河川環境学習 足立区立上沼田小学校 校長 大森　隆雄

20-3121-136 1
4・5年生の船上学習（荒川をフィールドとした環境学習の推
進）

東京都北区立岩淵小学校 校長 長谷川　一惠

20-3121-137 1
6年生・荒川上流学習（荒川をフィールドとした環境教育の
推進）

東京都北区立岩淵小学校 校長 長谷川　一惠

20-3121-138 1
多摩川と多摩川生態系空間を活用した地域一体型体験学習の
推進

日野市立日野第四小学校 校長 太田　由紀夫

20-3121-139 1 「大橋川を調べよう」 京丹後市立島津小学校 校長 清水　道子

20-3121-140 1
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
（渡良瀬川を中心とした自然体験学習）

群馬県邑楽町立中野東小学校 校長 橋本　正男

20-3121-141 1 学級チャレンジ「天竜川を中心とした学びの発展」 箕輪町立箕輪中学校 校長 北原　秀樹

20-3121-142 1 ふるさとの湖や川を大切にする荒島づくり 安来市立荒島小学校 校長 山崎　道弘

20-3121-143 1 「知ろう守ろう私たちの米多比川」のための支援活動 古賀市立小野小学校 教頭 東山　チズ子

20-3121-144 1
水辺の体験的学習（学校ウラの豊栄川と天塩川について学ぼ
う）

名寄市立豊西小学校 校長 上村　勝弘

20-3121-145 1
「明神川子どもの水辺」における子どもたちの川に学ぶ体験
活動の推進

最上町立富沢小学校 校長 笹原　啓一
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3）防災ボランティア等の活動

20-3131-1 1 水難救助の自主防災ボランティア指導者育成
子ども自然体験クラブ　エヴォ
ルヴ

代表 関　敦隆

20-3131-2 1
天竜川青少年防災・安全ボランティア育成及びネットワーク
推進活動

泰阜村自然体験活動推進協議会 会長 松島　貞治

20-3131-3 1
豪雨災害に備える～既存ネットワークの連携強化と新たな仲
間づくり

特定非営利活動法人　レス
キューストックヤード

代表理事 栗田暢之

4）水害対策に関わる活動

20-3141-1 1
浸水時の避難に関する実物大模型（階段，ドア，自動車）を
用いた体験型実験

京都大学防災研究所 所長 石原　和弘

20-3141-2 1
自主防災マップ（水害）作成で地域の防災力の向上をはかる
事業

特定非営利活動法人　唐津環境
防災推進機構KANNE

理事長 岩本　真二

20-3141-3 1
水防災プロジェクトin白川　～近年頻発する風水害、今後の
水防災への取り組み～

特定非営利活動法人　白川流域
リバーネットワーク

代表理事 清家　紀昭

20-3141-4 1 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
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5）水利用の合理化・高度化・水と産業との係わり等に関する普及啓発活動

20-3151-1 1 「北上川を中心とした水と産業のかかわり」普及啓発活動
特定非営利活動法人　未来図書
館

理事長 久保　均

20-3151-2 1 水力発電所周辺環境の創造に関する調査と啓発 社団法人　電力土木技術協会 会長 高木　宏明

20-3151-3 1
ウォーターフェア隅田川レガッタ　～河川浄化の歴史を知ろ
う～

水の週間実行委員会 会長 青山　俊樹

20-3151-4 1 小水力発電への取組みを促進するための普及啓発活動 全国小水力利用推進協議会 会長 愛知　和男

20-3151-5 1
化学物質管理に関するシンポジウム－化学物質の河川等への
排出抑制のあり方－

社団法人産業と環境の会 会長 関澤　秀哲

20-3151-6 1 最新造水技術の普及啓発活動 財団法人　造水促進センター 理事長 島川　文雄

20-3151-7 1
我が国における上・中流域河川水質のデータベース化とその
普及啓発事業

社団法人　日本工業用水協会 会長 神田　真秋

20-3151-8 1
利根川・淀川流域における水に関する文化・歴史及び構造物
等の見学会

学術団体　日本河川開発調査会 会長 宮村　忠

20-3151-9 1 日本橋川観光資源開発と地域活性化活動
特定非営利活動法人　東京中央
ネット

理事長 山本　德治郎

20-3151-10 1
「uchimizu本」の出版～打ち水大作戦から考える地域と世界
の水問題～

打ち水大作戦本部
作戦本部
長

尾田　榮章
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6) 流域間・流域内交流

20-3161-1 1
北海道『「子どもの水辺」再発見プロジェクト』ワーク
ショップ開催事業

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

20-3161-2 1
「生保内川癒しの渓流」を起点とした玉川流域の交流活動の
推進

特定非営利活動法人　癒しの渓
流・里・まちネット

理事長 菅原　陽三

20-3161-3 1 流域と一体となった沿岸域の環境管理手法についての検討
特定非営利活動法人　パート
ナーシップオフィス

理事長 西村　修

20-3161-4 1 第13回水シンポジウム
第13回水シンポジウム2008inち
ば実行委員会

委員長 山田　正

20-3161-5 1 温暖化時代の水源地振興フォーラム
流域の水循環型社会をすすめる
会

会長 高橋　裕

20-3161-6 1
「川の駅」づくりの推進と「まちの駅」との連携による川を
生かしたまちづくりの実践

特定非営利活動法人　地域交流
センター

代表理事 田中　栄治

20-3161-7 1 東京の川を考えるシンポジウム2008 川シンポジウム実行委員会 委員長 髙橋　興一

20-3161-8 1
「第4回川の日ワークショップ関東大会＆湖沼分科会」およ
び「荒川ものしり博士講座2008」

特定非営利活動法人　あらかわ
学会

理事長 鈴木　誠

20-3161-9 1
環境関係三学会合同シンポジウム「自然再生をさらにいかに
進化させるか（仮称）」事業

応用生態工学会 会長 山岸　哲

20-3161-10 1 第1回「いい川・いい川づくりワークショップ」の開催
いい川・いい川づくりワーク
ショップ実行員会

実行委員
長

宮口　侗廸
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助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

20-3161-11 1 多摩三浦丘陵流域フォーラム（いるか丘陵流域フォーラム）
特定非営利活動法人　鶴見川流
域ネットワーキング

代表理事 岸　由二

20-3161-12 1 第9回全国源流シンポジウム・木曽川源流大会の開催
第９回全国源流シンポジウム実
行委員会

実行委員
長

澤頭　修自

20-3161-13 1 自然共生シンポジウム 岐阜県自然共生工法研究会 会長 河村　三郎

20-3161-14 1 沼川のこれからを考える水辺交流事業
特定非営利活動法人　ふじ環境
倶楽部

代表 渡井　清視

20-3161-15 1 日野川中流域における”川に学ぶ”心を育む空間づくり事業 日野川流域交流会 代表幹事 渡邊　光一

20-3161-16 1 近畿「子どもの水辺」交流会 滋賀県土木交通部河港課 課長 美濃原　弥恵

20-3161-17 1 近畿水環境交流会in伏見
近畿水環境交流会in伏見実行委
員会

澤井　健二

20-3161-18 1 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 毛利　隆美

7）河川に関わる国際交流活動

20-3171-1 1
アジア太平洋地域での河川・土砂災害の防止・管理・国際協
力推進に関する市民向けカントリーレポートシンポジウム

社団法人　日本地すべり学会東
北支部

東北支部
長

檜垣　大助

20-3171-2 1 舟運と都市、地域再生に関する国際シンポジウム
特定非営利活動法人　都市環境
研究会

会長 三浦　裕二
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助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

20-3171-3 1
第5回世界水フォーラムに向けたアジア・太平洋地域におけ
る準備会合

特定非営利活動法人 日本水
フォーラム

代表理事 竹村　公太郎

20-3171-4 1
メコン川流域の環境保全・開発と国際支援に関する国際シン
ポジウム

社団法人土木学会 会長 石井　弓夫

20-3171-5 1 第3回「世界都市河川ルネッサンス」フォーラムの開催
特定非営利活動法人　渋谷川ル
ネッサンス

代表理事 尾田　栄章

20-3171-6 1
和文名：第8回水科学・水工学に関する国際会議　英文名：
8th International Conference on HydroScience and
Engineering‐ICHE‐

第8回ICHE名古屋実行委員会
実行委員
長

辻本　哲郎

8）河川文化講演会等の開催

20-3181-1 1 シンポジウム「美し国づくり－川と人－」
特定非営利活動法人　美し国づ
くり協会

理事長 進士　五十八

20-3181-2 1
アジア・太平洋水サミットおよび世界水フォーラムにおける
皇太子殿下ご講演集発行

アジア・太平洋水フォーラム 会長 森　喜朗

20-3181-3 1
地下水地盤環境に関するシンポジウム2008 －地盤環境の保
全－

地下水地盤環境に関する研究協
議会

座長 村岡　浩爾

20-3181-4 1 肱川流域学の構築と防災・環境教育への展開 愛媛大学 学長 小松　正幸

20-3181-5 1 災害と地名（地名シンポジウム）
特定非営利活動法人　熊本地名
研究会

会長 久野　啓介

20-3181-6 1 全国なぎさシンポジウムin鹿児島
全国なぎさシンポジウムin鹿児
島　実行委員会

会長（鹿
児島県知
事）

伊藤　祐一郎
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助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

9）その他

20-3191-1 1 水防災拠点としての「鎮守の森」に関する研究 彩の川研究会 会長 小林　寿朗

20-3191-2 1
荒川流域再生プロジェクト：「里川の遊び仕事」と「魚の行
き交う川づくり」から始める流域経営

特定非営利活動法人　荒川流域
ネットワーク

代表理事 双木　小百合

20-3191-3 1 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

20-3191-4 1 平成20年度　「森と湖に親しむ旬間」全国行事事業
「森と湖に親しむ旬間」全国行
事実行委員会

会長 西川　一誠

20-3191-5 1
「ダムなんでも相談室　ーおんだん化とダムのやくわりー
」

ダム工学会 会長 山内　彪

20-3191-6 1 日本水大賞 日本水大賞委員会 委員長 山岸　哲

20-3191-7 1 川や水の活動団体調査 社団法人　日本河川協会 会長 近藤　徹

20-3191-8 1
海洋ごみ対策案とりまとめに向けたロードマップの作成と
（仮称）海ごみサミット・鳥羽会議の開催

JEAN/クリーンアップ全国事務
局

代表 小島　あずさ

20-3191-9 1 「共生・協働のダムづくり」事業
特定非営利活動法人　共生の
エートス

理事長 秋本　貞光
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20-3201-1 5 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 鈴木　健治

20-3201-2 5
新設市民団体運営支援助成（きよはら水
辺の楽校協議会）

きよはら水辺の楽校協議会 会長 中田　隆人

20-3201-3 5
「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

20-3201-4 5
≪よこはま7流域連携≫流域センター設置
に向けての交流・人材育成事業

流域連携　よこはま
代表
代表

清水靖枝
大澤浩一

20-3201-5 5
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 佐藤　大作

20-3201-6 5
「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

20-3201-7 5
「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

20-3201-8 5

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 大橋　達夫

20-3201-9 5
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 駄田井　正
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助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

20-3201-10 5

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 長野　紘一

20-3201-11 5 国民的啓発運動部門の継続的助成
豊平峡・定山渓ダム水源地域ビジョン推進
会議

代表 増田　幸子

20-3201-12 5 白神山地の水質体験調査 特定非営利活動法人白神自然学校一つ森校 代表理事 永井　雄人

20-3201-13 5 継続的助成
特定非営利活動法人　グラウンドワークい
わて

代表理事・
常務理事

竹花　清

20-3201-14 3
継続的助成　「最上川リバーツーリズ
ム・ネットワーク」の組織運営パワー
アップ

最上川リバーツーリズム・ネットワーク
（NPO法人設立手続き中）

代表理事 佐藤　五郎

20-3201-15 5

国指定天然記念物「十三崖のチョウゲン
ボウ繁殖地」における河川域樹木伐採範
囲の植物刈り取り作業を中心とした啓発
活動

任意団体　十三崖チョウゲンボウ応援団 会長 武田　典一

20-3201-16 5
子どもたちが教えてくれる流域特性～川
あるきワークショップ～

子どもと川とまちのフォーラム 理事長 井手　慎司

20-3201-17 5
守屋池周辺の小中学校生徒・地域住民に
対する学習会の実施、及び水質浄化・環
境保全活動の推進事業

NPO法人ONE WORLD for children 代表理事 松本　一美

20-3201-18 5
川沿いの歴史景観の再生と環境・歴史教
育のコミュニティ拠点づくり

NPO法人 ART NPO TACO(TOSA ARTS
CONFERENCE)

理事長 信田　英司
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助成番号 助成期間 申請事業名 所属機関名 申請者職名 申請者氏名

20-3201-19 5 継続的助成 MOTHER PIRIKA 代表 永井　章

20-3201-20 5

「海からの使者ふるさとに帰る我らの
鮭っ子元気に育て」をテーマに、流域の
子どもたちと鮭の環境保護を通じて、河
川環境保全と文化活動を推進

特定非営利活動法人鮭守の会 理事長 黒子　幸雄

20-3201-21 5
「梓川子どもの水辺」における、子ども
の環境学習と体験活動

特定非営利活動法人えんどっこ 理事長 大月　健二

20-3201-22 5
「かわみなと」として栄えた塩谷地区の
活性化事業

塩谷活性化推進協議会 会長 柏櫓　洋平

20-3201-23 5
「山国川自然の楽しみ発見隊」～山国川
学習館の環境学習活動の促進と流域住民
への定着～

山国川学習館生きもの楽会 代表 太田　博之

20-3201-24 5 NPO天塩川リバーネット21の活動運営 特定非営利活動法人天塩川リバーネット21 理事長 入江　和也

20-3201-25 5
治水対策と地域活性化を視野に入れた谷
津田現況調査～人と河童が出会うまちづ
くり～

学校ビオトープから始まるまちづくり実行
委員会

代表者 飯島　博

20-3201-26 5
市民による浅羽ビオトープの自然環境の
再生と保全

高麗川ふるさとの会 会長 中島　常吉

20-3201-27 5 アジア子ども水ネットワーク構築 アジア子ども水会議 代表 小川　信次

20-3201-28 5 継続的助成 木曽川・水の始発駅フォーラム 会長 栗屋　德也
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20-3201-29 5 継続的助成 真名川水辺の楽校ビオフレンズ 会長 高津　琴博

20-3201-30 5
「川のうた」募集と水辺のコンサート開
催

水の都ひろしま推進協議会 会長 杉惠　頼寧

20-3201-31 5 継続的助成 特定非営利活動法人仁淀川お宝探偵団 理事長 生野　宣宏

20-3201-32 5 継続的助成 佐々川再生の会 会長 濱野　徳一

20-3201-33 5
ふるさとの川を再生するための水辺での
諸活動の継続的な実施

特定非営利活動法人大淀川流域ネットワー
ク

代表 杉尾　哲

20-3201-34 5 継続的助成 とかち子どもレンジャー 事務局長 岡田　真一

20-3201-35 5 継続的助成 エコワークいさわ水の郷 代表
佐々木　壽
雄

20-3201-36 5 継続的助成 余笹川流域連携ネットワーク 会長 稲葉　茂

20-3201-37 5 継続的助成 NPO法人水のフォルム 理事長 藤原　悌子

20-3201-38 5 継続的助成 坂川とまちづくり市民の会 会長 鈴木　正家
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20-3201-39 5 継続的助成 大阪子どもの水辺ネットワーク 代表 沢井　健二

20-3201-40 5 継続的助成 岡山ユネスコ協会 会長 三宅　正勝

20-3201-41 5 継続的助成
I LOVE遠賀川流域住民交流会デポジット法
制化を求める事務局

事務局長 妹川　征男

20-3201-42 5 継続的助成 沖縄玉水ネットワーク 代表 松本　好郎
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