
平成25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（1/36）

１－１　調査・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

助成番号 申請事業名 所属機関名
申請者/

代表者職名
代表者名 備　考

都道
府県

251113001 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

上席研究員 稲崎　富士
平成24年
度採択

茨城

251113002 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 小野　武彦
平成24年
度採択

東京

　1114　２）河道及び河川管理施設の維持管理

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

都道
府県

251114001
乾式メタン発酵による資源循環型河川堤防維持管理システ
ムの構築

東京農工大学 教授 細見　正明 東京

251114002 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
平成24年
度採択

北海道

　1115　３）河道の植生管理

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

都道
府県

251115001
複列砂州の基本性質を利用した自律的な植生抑制効果を
有する河道設計法に関する研究

新潟大学　災害・復興科学
研究所

准教授 安田　浩保 新潟

251115002
実態・要因の体系的把握に基づく樹林化現象の確率診断モ
デルの開発と河道内樹木の水系一貫管理技術の提案

神戸大学 准教授 宮本　仁志 兵庫

251115003
河川の植生消長シミュレーションモデルによる計画的河道
管理手法の提案

岡山大学 教授 前野　詩朗 岡山

251115004
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
平成24年
度採択

群馬



平成25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（2/36）

１－１　調査・研究部門　指定課題助成

　1116　４）湖沼の水質管理

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

都道
府県

251116001
移動式水質浄化装置を利用したリアルタイム湖沼水質予測
管理システムの構築

鳥取大学 准教授 矢島　啓 鳥取

251116002
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
平成24年
度採択

鳥取

　1117　５）水に関する再生可能エネルギーの開発・普及

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

都道
府県

251117001
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 教授 小林　久 茨城

251117002
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

立命館大学総合科学技術
研究機構

チェアプロ
フェッサー

井上　素行
平成24年
度採択

滋賀



平成25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（3/36）

１－２　調査・研究部門　共同的研究助成

　1151　テーマ自由

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

都道
府県

251151001
降雨と融雪が誘因となる土砂災害の診断と予測に関する研
究

室蘭工業大学 教授 中津川 誠 北海道

251151002
天竜川-遠州灘流砂系の土砂動態解明に基づく新たな環
境・防災基盤の構築に関する研究

東京大学 教授 佐藤　愼司 東京

251151003
洪水災害の防止・削減に関する「公助・共助・自助」を踏まえ
た工学・法学協働の基での新たな洪水リスクマネジメントシ
ステムの構築

島根大学大学院法務研究
科

教授 磯村　篤範 滋賀



平成25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（4/36）

１－３　調査・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）

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

都道
府県

251211001
渇水期の農山村部の河川環境中に残留する生活関連化学
物質の汚染実態に関する研究

秋田県立大学 准教授 木口　倫 秋田

251211002 アオコ抑制手法としての導水効果の体系化に関する研究 千葉大学 助教 天野　佳正 千葉

251211003
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
ニタリングデータの解析

東京大学大学院　工学系研
究科

教授 古米　弘明 東京

251211004
河川流域における臭素系難燃剤とその分解生成物による汚
染実態の解明とリスク評価

横浜国立大学　大学院環境
情報研究院

教授 益永　茂樹 神奈川

251211005
多雪地域の森林流域における物質循環に及ぼす越境大気
汚染の影響－林内雪の寄与－

独立行政法人　森林総合研
究所

主任研究員 伊藤　優子 茨城

251211006
霞ヶ浦流域における自浄作用を考慮した面源排出負荷管理
手法の開発

茨城大学 准教授 前田　滋哉 茨城

251211007
釧路市の水道水源に流入する溶存有機物質の起源と流入
経路・流入機構の研究

新潟薬科大学 助教 小瀬　知洋 新潟

251211008
水施用殺虫剤・殺菌剤の河川への流出評価手法の開発と
流出リスク低減対策

滋賀県立大学 教授 須戸　幹 滋賀

251211009
水系のつながりの分断が生物の豊かさに及ぼす影響の把
握

滋賀県琵琶湖環境科学研
究センター

センター長 内藤　正明 滋賀

251211010 河川浄化施設の新規汚染物質削減機構の研究
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

251211011
水環境中における医薬品類の光分解と分解生成物の生態
毒性評価

京都大学 講師 山下　尚之 滋賀

251211012
水・物質循環モデルを用いた放射性物質の動態シミュレー
ションと気候変動の影響評価

立命館大学 講師 佐藤　圭輔 滋賀

251211013
大阪府北摂地域の淀川水系河川水への自然由来汚染成分
の流出量推定

大阪市立大学 教授 益田　晴恵 大阪

251211014
中国地方の渓流水中窒素濃度の広域的分布とその支配要
因

大阪工業大学工学部環境
工学科

教授 駒井　幸雄 大阪



平成25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（5/36）

１－３　調査・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）

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

都道
府県

251211015
農業地域を流れる河川の生態毒性の年間変動と農薬類の
寄与の検討

徳島大学大学院ソシオ・
アーツ・アンド・サイエンス研
究部

准教授 山本　裕史 徳島

251211016
河川由来の植物プランクトンが沿岸海域の食物連鎖に与え
る影響の定量的解析

香川大学農学部 准教授 山田　佳裕 香川

251211017
河川流域の水環境健全化に向けた土壌によるPPCPs分解
除去能力の定量解析

琉球大学 助教 安元　純 沖縄

 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）

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

都道
府県

251212001
釧路川旧川復元区間の湾曲河道部における自律的安定河
道の形成機構の解明

北見工業大学 准教授 早川　博 北海道

251212002 結氷河川におけるアイスジャムの形成機構の解明 北見工業大学 助教 吉川　泰弘 北海道

251212003
流域の治水事業が下流の湖沼に与える長期的な水環境影
響の評価

東北大学 准教授 梅田　信 宮城

251212004
規模・時間スケールの異なる外力がワンドの地形変化に及
ぼす影響

埼玉大学 助教 八木澤　順治 埼玉

251212005
海面上昇に伴う小川原湖塩分循環の長期変動に関する研
究

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

251212006
小さな降水強度から大きな降水強度まで対応したレーダ雨
量精度向上の検討

いであ株式会社 主任研究員 越田　智喜 神奈川

251212007
砂州河道の中規模出水における局所的射流領域の発生が
河岸浸食の増大に与える影響

宇都宮大学 准教授 池田　裕一 栃木

251212008
河床地下水湧出量の新規な観測手法の開発－都市湧水の
保全に向けて－

石川県立大学 准教授 藤原　洋一 石川

251212009
出水中の大礫・中礫の掃流砂の輸送機構の現地計測手法
開発

広島大学 助教 椿　涼太 広島

251212010
洪水中の掃流砂量計測システムの構築に関する基礎的研
究

高知工業高等専門学校 准教授 岡田　将治 高知



平成25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（6/36）

１－３　調査・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）

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

都道
府県

251213001
北海道の河川における河床低下の解明と土砂流出抑制対
策

北海道大学大学院 教授 丸谷　知己 北海道

251213002 貞山運河による津波減災効果の定量的評価に関する研究 東北大学 教授 田中　仁 宮城

251213003
新しい河道内粗度推定法の開発・汎用化とリアルタイム洪
水位予測への適用

東京理科大学 准教授 二瓶　泰雄 千葉

251213004 津波対策における堤防の減災機能と限界に関する研究 東京大学大学院 准教授 田島　芳満 東京

251213005
衛星リモートセンシングを用いた河川構造物の面的評価技
術の開発

国立大学法人　東京大学
人工物工学研究センター

教授 六川　修一 東京

251213006
河川堤防の豪雨時における間隙空気の噴発現象の発生メ
カニズムと安全性に及ぼす影響

岐阜大学 准教授 神谷　浩二 岐阜

251213007
災害発生時間帯に応じた市民行動を認識した都市圏水害
軽減の総合施策に関する研究

名古屋大学大学院工学研
究科

教授 辻本　哲郎 愛知

251213008
コミュニティーを主体とした水害対策の可能性と課題に関す
る研究

名古屋大学 教授 岡本　耕平 愛知

251213009 浸透による土の内部侵食速度の把握と解析技術の向上 京都大学 講師 藤澤　和謙 京都

251213010
京都府南部豪雨時の浸水域に堆積した土砂の起源と被害
軽減策に関する研究

京都大学 教授 細田　尚 京都

251213011
土砂生産として土石流発生過程を組み込んだ流域土砂管
理システムの開発

京都大学 教授 水山　高久 大阪

251213012
防災教育を通じた防災まちづくりの手法に関する研究　副
題:水害・土砂災害の危険に近接する小・中学校での実践と
検証

徳山工業高等専門学校 准教授 目山　直樹 山口

251213013
南海トラフ巨大地震等に備えた災害情報の統合化及び情報
提供体制の高度化に関する研究

愛媛大学防災情報研究セン
ター

教授 木下　誠也 愛媛



平成25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（7/36）

１－３　調査・研究部門　一般的助成

 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）

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

都道
府県

採択案件なし

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

都道
府県

251215001
カワシンジュガイ及び牡蠣殻を用いた河川ー湿原ー河口域
環境システムの高時間解像度復元

北海道大学大学院理学研
究院

講師 渡邊　剛 北海道

251215002
氾濫原環境の評価モデルの構築と広域的評価－氾濫原環
境の戦略的保全・再生に向けて－

北海道大学 特任助教 根岸　淳二郎 北海道

251215003
農業用排水路における既存魚道の泳ぎ上がりを考慮した簡
易的改良とその検証

東京農業大学　生物資源開
発研究所

学術研究員 山本　敦也 北海道

251215004 ヨシ原の人為的管理に対する動物群集の応答と物質循環 弘前大学 准教授 東　信行 青森

251215005
震災被災干拓地の復旧・復元のありたかに関する基礎的研
究

岩手大学農学部 教授 倉島　栄一 岩手

251215006 製鋼スラグを利用したヨシ原再生の実証試験 東北工業大学 教授 山田　一裕 宮城

251215007
車軸藻を利用した湧水からの有害溶出物質の除去システム
の構築

埼玉大学 教授 金子　康子 埼玉

251215008 水生昆虫群集と河川撹乱の関係に関する研究
埼玉大学大学院理工学研
究科

助教 古里　栄一 埼玉

251215009
沈水植物群落の再生のための土壌貧酸素耐性の機構解明
と種ごとの特性把握及び管理指針の作成

埼玉大学 教授 浅枝　隆 埼玉

251215010
超音波バイオテレメトリーを用いたニホンウナギの移動生態
の解明

東京大学大学院新領域創
成科学研究科

教授 木村　伸吾 千葉

　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25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（8/36）

１－３　調査・研究部門　一般的助成

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

都道
府県

251215011
「里川創世（豊かな川づくり）を目指した協働取組による河川
環境教育活動」～サクラマスのブランド化プロジェクト～

東京海洋大学 准教授 佐々木　剛 東京

251215012
塩性湿地クリークがニホンウナギの成育場として果たす役
割の解明とその保全・再生方策

日本国際湿地連合 会長 名執　芳博 東京

251215013
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

特例民法社団法人
国際海洋科学技術協会

会長 立光　武彦 東京

251215014
階層ベイズモデルを用いた湿生高茎草本群落の絶滅危惧
植物の分布規定要因の解析

東京大学大学院農学生命
科学研究科

特任助教 石井　潤 東京

251215015
リジリアンス（災害復元力）教育による学社融合型の「川に
学ぶ」プログラムの開発: GRZ (Greening in the Red Zone)理
論を活用したモデルプログラムの開発

東京農工大学大学院 准教授 降旗　信一 東京

251215016
広域分布型底生動物の普通種（ジェネラリスト種）における
水系間および水系内スケールでの遺伝子流動の実態究明

信州大学　理学部 准教授 東城　幸治 長野

251215017 河川水中の亜鉛濃度が底生動物群集に与える影響 信州大学　繊維学部 教授 平林　公男 長野

251215018
霞ヶ浦に生息する底生動物および魚類における放射性セシ
ウムの移行経路の推定に関する研究

茨城大学 准教授 中里　亮治 茨城

251215019
平成23年7月新潟・福島豪雨の大規模洪水後に伊南川のヤ
ナギ林は更新できるのか？

新潟大学農学部 教授 崎尾　均 新潟

251215020
湧水涵養河川・柿田川における全生物インベントリー（目録）
の構築に向けた微生物・微小動物リストの作成

静岡大学 教授 加藤　憲二 静岡

251215021
河川環境データベースを活用した感潮域生態系の統合的把
握とそれを基にした保全手法の開発

名古屋大学 准教授 田代　喬 愛知

251215022
九頭竜川シンボルフィッシュであるサクラマス・アラレガコの
生息環境調査と河川環境の保全・改善への提言

福井県立大学 講師 田原　大輔 福井

251215023 河川生態系評価のための安定同位体解析手法の開発
京都大学生態学研究セン
ター

准教授 陀安　一郎 滋賀

251215024
都市河川下流域における天然アユの産卵・孵化動態と数値
計算による流下仔アユの拡散予測に関する研究

大阪市立大学　大学院　工
学研究科

教授 矢持　進 大阪

　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25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（9/36）

１－３　調査・研究部門　一般的助成

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

都道
府県

251215025
紀伊半島2011年大規模洪水の生態系への影響と回復過程
に関する研究

大阪府立大学大学院 教授 谷田　一三 大阪

251215026
河川親水空間の衛生微生物学的安全保証を目的としたリア
ルタイム・オンサイト微生物モニタリング法の開発

大阪大学大学院薬学研究
科

准教授 山口　進康 大阪

251215027
美しい河川の景観に伴う音環境の調査・記録、および音質
評価技術を用いた河川の印象の分析・比較・評価手法の研
究

神戸山手短期大学 准教授 岡本 久 兵庫

251215028
湧水河川における外来水生植物の侵入・定着と生態系リス
ク評価

神戸大学 教授 角野　康郎 兵庫

251215029
礫原生態系の保全に向けた数値シミュレーションの現地計
測による検証

神戸大学大学院工学研究
科

教授 藤田　一郎 兵庫

251215030
二枚貝幼生の動態からみた感潮河道の生態系機能評価に
関する研究

島根大学 准教授 山口　啓子 島根

251215031
吉野川におけるアユの産卵場再生に向けた土砂動態管理
手法の提案

徳島大学大学院ソシオテク
ノサイエンス研究部

准教授 河口　洋一 徳島

251215032
高知県四万十川自然再生事業地区における河川生態系の
保全と菜の花祭りを住民と考える

高知大学 教授 石川　愼吾 高知

251215033 河川に設置する危険水位表示に関するデザイン研究 国立大学法人九州大学 准教授 曽我部　春香 福岡

251215034 魚の遡上しやすい階段式魚道の幾何学形状の提案 九州工業大学 准教授 鬼束　幸樹 福岡

251215035
菊池川河川干潮域に棲息するヤマトシジミ個体群回復のた
めの研究

熊本県立大学 教授 堤　裕昭 熊本

251215036
応用生態工学的アプローチによる熊本県境川における絶滅
危惧種タナゴ類の生息ポテンシャル評価と河川改修方法の
検討・提案

熊本大学　大学院　自然科
学研究科

准教授 皆川　朋子 熊本

　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25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（10/36）

１－３　調査・研究部門　一般的助成

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

都道
府県

251216001
河川・沿岸域における再生可能エネルギー利用等船舶の利
用促進に向けた検討

一般社団法人
海洋産業研究会

会長 武井　俊文 東京

251216002
川を軸とした広域観光と「日本の流域遺産」化       ―山河
海をつなぐ流域文化形成の取組み

甲南大学 文学部　教授 出口　晶子 京都

251216003 五ヶ瀬川における伝統的鮎やな漁法の活用と研究 延岡市 市長 首藤　正治 宮崎

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

都道
府県

251217001 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

251217002 全国の河川流域における市民団体の環境保全活動量 筑波大学 准教授 白川 直樹 茨城

251217003
住民による河川空間利用の充実を目指した包括占用許可
の活用に関する研究

立命館大学 助教 林　倫子 滋賀

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

都道
府県

251218001 地下水の保全管理のための法規範研究 拓殖大学 准教授 奥田　進一 東京

　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）

　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)-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）



平成25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（11/36）

１－３　調査・研究部門　一般的助成

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

都道
府県

251219001 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
知水文化研究会

代表理事 宮村　イサク 東京

251219002 ＯＪＴを含む人材育成制度の研究及び実験的検証 川に学ぶ体験活動協議会 代表理事 藤吉　洋一郎 東京

251219003
水難事故を起こしやすい河川地形とそれに河道特性が及ぼ
す影響

東京大学大学院
工学系研究科

准教授 知花　武佳 東京

251219004
沖積河川における深掘れの分布要因と形成プロセスに関す
る研究

独立行政法人土木研究所 研究員 永山　滋也 岐阜

251219005
藻類を用いた光合成阻害試験方法の確立とリアルタイム毒
性評価モニタリングシステムの構築

京都大学大学院 教授 清水　芳久 滋賀

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

都道
府県

251221001 景観に配慮した河川の流体エネルギー吸収システムの開発 横浜国立大学 准教授 西　佳樹 神奈川

251221002
多様な河川敷バイオマスを再生可能な電力資源へ転換する
バイオ燃料電池技術の開発

広島大学 准教授 柿薗　俊英 広島

251221003 遊水地を活用した水力発電増強効果に関する研究 山口大学大学院 教授 三石　真也 山口

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

都道
府県

251261001 川とともに生きる 箕面市立彩都の丘学園 教頭 市原　義憲 大阪

　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

　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



平成25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（12/36）

１－３　調査・研究部門　一般的助成

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

都道
府県

251262001
高校化学部による銀・酸化チタン光触媒担持発泡リサイク
ルガラスによる水処理と防藻・抗菌効果の研究

市川学園　市川高等学校 校長 小川　暢久 千葉

251262002 東京ヘドロ浄化プロジェクト 山脇学園中学校高等学校 学校長 折原　修 東京

251262003 三重県松名瀬干潟における生態系調査
梅村学園
三重中学校高等学校

教諭 小西　伴尚 三重

251262004 外来種コモチカワツボの繁殖・生態の解明 向上高等学校 校長 山田　貴久 神奈川

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

都道
府県

251263001
水環境中にある界面活性剤の迅速かつ簡便なモニタリング
を実現する高感度比色検出材料の開発

旭川工業高等専門学校 准教授 堺井　亮介 北海道

251263002
河川における亜酸化窒素の発生プロセスに及ぼす下水処
理水の影響

秋田工業高等専門学校 助教 増田　周平 秋田

251263003
印旛沼における水生植物帯の管理が水域と陸域の節足動
物群集に与える影響の解明

東邦大学 博士研究員 高木　俊 千葉

251263004 長寿二枚貝による軽元素汚染バイオモニタリング 東京大学 特別研究員 吉村　寿紘 千葉

251263005
中小河川河口域における大規模津波の挙動と被災機構に
関する研究

東京海洋大学 助教 下園　武範 東京

251263006
高分解能音響イメージングによる沈水植物の空間分布調査
手法検討

東京大学生産技術研究所
海中工学国際研究センター

特任助教 水野　勝紀 東京

251263007
中小河川における河川遡上津波の浸水氾濫計算に関する
研究

東京工業大学 助教 赤穗　良輔 神奈川

251263008
東京湾流域河川における新規残留性有機汚染物質PFOS
及びPFOAの未知前駆物質存在実態調査

横浜国立大学 博士学生 ＹＥ　ＦＥＮＧ 神奈川

251263009
微生物遺伝子マーカーを用いた平水・降雨出水時の河川水
中の糞便汚染源の解析

山梨大学　大学院医学工学
総合研究部

助教 原本　英司 山梨

　5) (1262) 中高校生がクラブ（部）活動で行う調査・研究

　6) (1263) 若手研究者による調査・研究（助成テーマの1）、2)、3））



平成25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（13/36）

１－３　調査・研究部門　一般的助成

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

都道
府県

251263010
京阪神の局地的大雨予測へ向けた都市活動を含む数値予
測手法の構築

山梨大学 特任助教 相馬　一義 山梨

251263011
環境中放射性物質の挙動実態に即したサンプリング手法の
開発による流域内移動の実態解明

茨城大学 非常勤研究員 田林　雄 茨城

251263012
樹木群落を用いた堤防を越流した津波に対する減勢効果に
関する基礎的研究

宇都宮大学 助教 飯村　耕介 栃木

251263013
理論的な信頼性が保証された一般座標を導入した数値水
理解析法の確立

新潟大学 学生 星野　剛 新潟

251263014
八郎潟における田んぼダムの洪水緩和効果と濁水流出抑
制効果の評価

新潟大学大学院 学生 宮津　進 新潟

251263015 万尾川水系に生息するイタセンパラの基礎的研究 氷見市教育委員会 学芸員 西尾　正輝 富山

251263016
河川における生物多様性の理解向上に向けた展示手法の
検討と開発

独立行政法人土木研究所 専門研究員 渡辺　友美 岐阜

251263017
放射性炭素14天然存在比を用いた森林-河川生態系にお
ける炭素循環の解明

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 滋賀

251263018
琵琶湖流域に生息する魚類の生活史に応じた餌資源推定
手法の開発

京都大学
研究員（産官
学連携）

加藤　義和 滋賀

251263019 森林から河川への簡易な窒素流出予測に関する研究 環境科学部 助教 尾坂　兼一 滋賀

251263020
基岩内水文プロセスと岩盤湧水が山地河川流出に与える影
響の解明

京都大学 研究員 正岡　直也 京都

251263021
先進的な安定同位体比情報を利用する人為的インパクトが
河川生態系へ及ぼす影響評価手法の開発

京都大学
研究員（産官
学連携）

冨樫　博幸 京都

251263022
混合粒径材料からなる土石流の流下・氾濫過程での粒径変
化に関する研究

京都大学大学院農学研究
科

助教 中谷　加奈 京都

251263023
パッシブサンプラーを用いた河川農薬モニタリング手法の構
築に関する研究

地方独立行政法人　大阪府
立環境農林水産総合研究
所

研究員 矢吹　芳教 大阪

251263024
河川環境中に存在する抗がん剤成分の環境動態に関する
研究

大阪薬科大学薬学部 助手 東　剛志 大阪

　6) (1263) 若手研究者による調査・研究（助成テーマの1）、2)、3））



平成25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（14/36）

１－３　調査・研究部門　一般的助成

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

都道
府県

251263025
山口県島田川における河口砂州の発達が海浜植物に与え
る影響の解明

広島工業大学 助教 岡　浩平 広島

251263026
都市型河川の河口域における高頻度な酸素消費速度の推
定

熊本県立大学 助教 小森田　智大 熊本

251263027
玉名市境川を対象とした河川環境と地域文化の構造化に関
する実践的研究

熊本大学　政策創造研究教
育センター

特任助教 岩田　圭佑 熊本

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

都道
府県

251271001
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 准教授 駒井　克昭 北海道

251271002 画像処理による河川堤防の植生管理技術の開発 秋田大学 准教授 景山　陽一 秋田

251271003
湖沼における水環境、資源、社会的関心の長期変化と湖沼
間比較に関する研究

筑波大学 教授 福島　武彦 茨城

251271004
植生繁茂の著しい中小河川を対象とした土砂堆積と河道変
動に関する研究

独立行政法人土木研究所 専門研究員 高岡　広樹 岐阜

251271005
SAR（合成開口レーダー）によるダム貯水池地形変化計測
手法の研究

独立行政法人土木研究所
上席研究員
（特命事項担
当）

石神　孝之 茨城

251271006 河川堤防の耐震性の一次評価方法に関する研究 金沢大学 助教 高原　利幸 石川

251271007
河川汽水域の高温期に出現する光合成微生物の指標とし
た温暖化による生態系への影響評価

静岡県立大学 准教授 谷　幸則 静岡

251271008
洪水時におけるヨシの流出機構と流出ヨシの有効利用を含
めた対策の検討

佐賀大学 教授 山西　博幸 佐賀

251271009
砂防ダムの放流水を利用する発電システムに関する調査と
技術開発

福井県立大学 教授 菊沢　正裕 福井

　7) (1271) 指定課題助成（1113～1117）と同一のテーマ

　6) (1263) 若手研究者による調査・研究（助成テーマの1）、2)、3））



平成25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（15/36）

２　（2001）環境整備部門

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

都道
府県

252001001 ヨシ原再生事業 木場潟再生プロジェクト リーダー 土田　準 石川

252001002 山口ホタルの里環境整備事業 山口ホタルの会
山口ホタルの
会　会長

山田　勝 愛知



平成25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（16/36）

３－１　啓発活動部門　一般的助成

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

都道
府県

253111001 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

253111002 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 北海道

253111003
尻別川の河川環境と幻のオビラメ（イトウ）の保護活動のた
めのパネル展示会の開催

尻別川の未来を考えるオビ
ラメの会

会長 草島　清作 北海道

253111004 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 北海道

253111005 すべては未来の宝のため「夕張川」にサケ・マスを帰そう 社団法人　栗山青年会議所 理事長 土井　猛 北海道

253111006 流域の未来を育むプロジェクト
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 北海道

253111007 水辺体験活動からつながる防災教育 小川原湖自然楽校 代表 相馬　孝 青森

253111008
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 宮城

253111009
豊かな水辺体験による東日本大震災子ども支援事業｢子ど
も森水キャンプ｣

特定非営利活動法人くりこ
ま高原・地球の暮らしと自然
教育研究所

理事長 佐々木　豊志 宮城

253111010
仙台市広瀬川を原資とした観光・教育コンテンツの創出と絵
地図化による普及

カワラバン 代表 菅原　正徳 宮城

253111011 川遊びプロジェクト「かっぱになろう！」 ガールスカウト宮城県連盟 連盟長 笠間　惠子 宮城

253111012 秋田県雄物川の環境保全プロジェクト 秋田パドラーズ 理事長 舩山　ひとし 秋田

253111013 猪苗代湖の水環境保全のための漂着水草回収事業
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 福島

253111014 桐生川・渡良瀬川の水辺で遊ぼう2013 川づくりネットワークきりゅう 会長 小堀　順 群馬

　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25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（17/36）

３－１　啓発活動部門　一般的助成

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

都道
府県

253111015
地域の拠点施設開設にあわせた「やんばふるさとエコツアー
実行委員会」自立と担い手・プログラムの拡充

林地区八ッ場ダム対策委員
会

代表者（委員
長）

篠原　茂 群馬

253111016 柳瀬川最上流域の環境改善を記録する市民活動
柳瀬川の最上流をきれいに
する会

会長 鈴木　良一 埼玉

253111017
都幾川水系におけるこども川漁師養成＆次世代の川遊び
リーダー育成プロジェクト

比企自然学校 代表理事 千葉　茂樹 埼玉

253111018
七草堤防プロジェクト　～地域との協働で行う生物多様性に
富む堤防植生づくり～

香取市立佐原中学校 校長 川島　輝示 千葉

253111019 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

253111020 川ゴミの発生抑制に向けた全国ネットワーク構築
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 東京

253111021
“地域で取組む”河川環境の評価～河川再生の順応的管理
に向けたモニタリング事例集作成

日本河川・流域再生ネット
ワーク

事務局長 佐合　純造 東京

253111022 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 西村　明雄 東京

253111023 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

253111024
「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及びスキルアップ

川に学ぶ体験活動協議会 代表理事 藤吉　洋一郎 東京

253111025
地域から世界まで、河川および水環境の理解を深める～川
と海に囲まれた＜エコタウンえどがわ＞水環境学習プログラ
ム～

えどがわエコセンター 理事長 小林　豊 東京

253111026 「府中市子どもの水辺」における川に学ぶ源流体験事業
府中水辺の楽校運営協議
会

会長 川辺　万吉 東京

253111027
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 邊見　隆士 東京

253111028
水にかかわる資料館・博物館を対象とした巡回展示物の貸
し出しと地域展示の開発

水の巡回展ネットワーク 代表理事 吉冨　友恭 東京

253111029 市民力による東京・善福寺川の再生 善福寺川を里川にカエル会 代表 加藤　まさみ 東京

　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25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（18/36）

３－１　啓発活動部門　一般的助成

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

都道
府県

253111030
亀島川を教材とした「亀島川楽校」の開催による川での活動
リーダーの育成

都心の水辺探訪クラブ 代表世話人 橋本　正法 東京

253111031
ウオーキング大会による多摩川に学び親しむ河川教育活動
の推進

読売新聞東京本社
代表取締役社
長

白石　興二郎 東京

253111032
利根川・魚野川・信濃川流域から学ぶ「関越リバークエスト」
の展開

関越地域連携協議会
新潟県三条市
長

國定　勇人 東京

253111033 自然体験活動指導者のためのリスクマネジメント講習会
ＮＰＯ法人　自然体験活動
推進協議会

代表理事 佐藤　初雄 東京

253111034 河原の希少種カワラノギクを保全する市民活動 自然環境アカデミー 代表理事 島田　高廣 東京

253111035 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 東京

253111036 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 神奈川

253111037 「バクの流域こども探険隊」都市の水辺で水防災！ 綱島バリケン島プロジェクト 代表 亀田　佳子 神奈川

253111038
上下流交流・連携による源流体験事業と地域づくり、人材の
育成

多摩源流こすげ 代表理事 小泉　守 山梨

253111039
天竜川親しむ水辺環境を整える､上流部最大ｱﾚﾁｳﾁ繁茂地
の駆除住民活動

財団法人　飯田市天竜川環
境整備公社

理事長 牧野　光朗 長野

253111040
「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

グリーンウッド自然体験教
育センター

代表理事 辻　英之 長野

253111041 わたらせ水辺の楽校自然体験学習事業
わたらせ水辺の楽校運営協
議会

会長 針谷　力 茨城

253111042 特定非営利活動法人小貝川プロジェクト２１
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

253111043 渡良瀬遊水地における動植物等の学習
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

253111044 信濃川大河津資料館友の会による啓発活動
ＮＰＯ法人信濃川大河津資
料館友の会

理事長 早川　典生 新潟

　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25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（19/36）

３－１　啓発活動部門　一般的助成

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

都道
府県

253111045 第１３回川に学ぶ体験活動全国大会inにいがた見附
川に学ぶ体験活動全国大
会ｉｎにいがた見附実行委員
会

実行委員長 久住　時男 新潟

253111046 平成25年度北陸河川技術研修の開催
平成２５年度　北陸河川技
術研修実行委員会

実行委員長 田所　正 新潟

253111047 特定非営利活動法人　ｅ－ｐｌｕｓ生涯学習研究所
特定非営利活動法人ｅ－ｐｌ
ｕｓ生涯学習研究所

代表理事 小林　由紀子 岐阜

253111048 長良川流域全体の連携による環境保全推進活動
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

253111049
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 静岡

253111050
「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

253111051 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 愛知

253111052
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 愛知

253111053
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 愛知

253111054 過去から学ぶ今後の水利用―筏出発・終着地の市町間で 木曽川文化研究会 代表理事 久保田　稔 三重

253111055 水辺の観察会
三田川水辺の楽校運営協
議会

小学校長 西田　信宏 滋賀

253111056
青少年の河川に関する防災教育の推進‐河川災害体験学
習、河川災害などの聞き取りの教材化

大阪環境防災ネットワーク 代表 平井　俊男 京都

253111057 大阪府高等学校生物教育研究会
大阪府高等学校生物教育
研究会

会長 大島　みどり 大阪

253111058 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 大阪

253111059
「木津川カヌーの日」 ～ カヌー発祥の地（笠置町）から大阪
湾まで3日で下る ～

琵琶湖・淀川流域圏連携交
流会

代表幹事 鈴木　康久 大阪

　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25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（20/36）

３－１　啓発活動部門　一般的助成

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

都道
府県

253111060 地域住民と取り組む六方川の自然保護と再生 六方川を考える会 会長 羽賀　正老 兵庫

253111061 「子どもの水辺安全講座ｉｎ奈良」の開催
奈良県立御所実業高等学
校

校長 福田　裕光 奈良

253111062 斐伊川・神戸川流域環境マップづくりⅦ
しまね体験活動支援セン
ター

理事長 青木　充之 島根

253111063 芦田川きれい☆きれいプロジェクト「芦田川　水辺の学び舎」
芦田川環境マネジメントセン
ター

会長 田中　宏行 広島

253111064
河川文化の基盤を次世代に引き継ぐための啓発活動の実
施―江の川・人・魚を親子で楽しむための講演会・シンポジ
ウムの開催―

広島県立歴史民俗資料館 館長 植田　千佳穂 広島

253111065 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

253111066 川と親しむ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 徳島

253111067
河川技術者の人材育成を目的とした「平成25年度 四国河
川技術研修」の開催

平成２５年度　四国河川技
術研修実行委員会

実行委員長 鈴木　篤 香川

253111068
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（大人と子どもの橋渡し）

愛媛大学　重信川エコリー
ダー

会長 二神　弘伎 愛媛

253111069
重信川を舞台とした自然再生事業の啓発と保全活動の展
開

愛媛大学 大学長 柳沢　康信 愛媛

253111070 「川の風土記」川を中心にした流域の風土資産マップ ふくおかの川と水の会 会長 村上　治 福岡

253111071 こども環境学習活動・ちくご川キッズ探検隊
筑後川まるごと博物館運営
委員会

館長 浅見　良露 福岡

253111072 笹尾川水辺の楽校運営協議会
笹尾川水辺の楽校運営協
議会

会長 宮﨑　久吉 福岡

253111073
「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 佐賀

　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25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（21/36）

３－１　啓発活動部門　一般的助成

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

都道
府県

253111074 湧水の保全と水辺環境体験学習の推進 縫ノ池湧水会 会長 吉岡　康信 佐賀

253111075
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

ＮＰＯ法人　アザメの会 理事長 久我　安隆 佐賀

253111076 シーボルトの川づくりプロジェクト～２０１３～ 波佐見・緑と水を考える会 代表 福田　和廣 長崎

253111077 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 宮地 元 熊本

253111078
氷川ダム湖環境教育の場づくりプロジェクトと河川自然保護
ワークショップの開催

次世代のためにがんばろ会 代表 松浦　ゆかり 熊本

253111079 子どもたちが安全に河川を知り、関わりを深める活動 佐伯市佐伯児童館 館長 山内　愛子 大分

253111080 第１３回　九州「川」のワークショップ　in　宮崎 大淀川流域ネットワーク 代表理事 杉尾　哲 宮崎

253111081 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 宮崎

253111082 第２０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 國友　弾 宮崎

253111083 沖縄玉水ネットワーク 沖縄玉水ネットワーク 代表 寺田　麗子 沖縄

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

都道
府県

253121001 わかば幼稚園における川遊び体験活動
旭川宝田学園わかば幼稚
園

園長 佐藤公文 北海道

253121002
穂別の生活を支える「沙流川」の役割と水の流れの体験活
動

苫小牧市立清水小学校 校長 成田　浩司 北海道

253121003 真駒内水辺の楽校
札幌市立真駒内公園小学
校

校長 大室　道夫 北海道

　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25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（22/36）

３－１　啓発活動部門　一般的助成

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

都道
府県

253121004
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 北海道

253121005
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 北海道

253121006
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 北海道

253121007 天塩川における川に親しみか洗浄化を目指す活動 幌延町立幌延小学校 校長 植木　典彦 北海道

253121008 幾春別川とわたしたちの生活 三笠市立三笠中学校 校長 吉永　洋 北海道

253121009 水の流れ体験活動から学ぶ川のはたらきの総合的な学習
苫小牧市立苫小牧西小学
校

校長 水内　雅史 北海道

253121010
「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 中澤　宏則 北海道

253121011 札幌市立　駒岡小学校 駒岡小学校 校長 矢嶋　一昭 北海道

253121012 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 北海道

253121013 我らふるさと水環境探検隊 七戸町立天間東小学校 校長 高松　純一 青森

253121014 我らふるさと自然冒険隊 七戸町立天間東小学校 校長 高松　純一 青森

253121015 六ヶ所村老部川の水質及び生物の生態調査 尾駮小学校 学校長 千葉　信親 青森

253121016 小川原湖（高瀬川水系）での自然体験 三沢市立おおぞら小学校 校長 佐々木　純一 青森

253121017 宇部川を守ろう 久慈市立宇部小学校 校長 吉水千枝子 岩手

253121018
「地域の自然と触れ合おう」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 杉田　通世 宮城

　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25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（23/36）

３－１　啓発活動部門　一般的助成

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

都道
府県

253121019
５学年「身近な環境を考えよう」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 宮城

253121020 体験しよう！北上の自然　考えよう！北上の環境 石巻市立北上小学校 校長 橋本　惠司 宮城

253121021 面瀬川にすんでいる生き物の観察や水質調査をしよう 気仙沼市立面瀬小学校 校長 長田　勝一 宮城

253121022 私たちの地域の川を知る～名取川大会
仙台市立生出小学校赤石
分校

校長 菅原　一郎 宮城

253121023
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

宮城県石巻市立開北小学
校

校長 須藤　十三男 宮城

253121024 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 山形

253121025
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 山形

253121026 とかみ川不思議発見！ 山形市立西山形小学校 校長 大宮　英俊 山形

253121027 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 小林　信二 群馬

253121028 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 小林　信二 群馬

253121029 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 小林　信二 群馬

253121030
「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 二渡　孝之 群馬

253121031 総合的な学習の時間「不老川探検隊」の学習活動の充実
埼玉県入間市立藤沢東小
学校

校長 鈴木　良一 埼玉

253121032 「総合的な学習の時間」における河川を題材とした活動
埼玉県羽生市立村君小学
校

校長 横山　道輝 埼玉

253121033
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 東京

　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25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（24/36）

３－１　啓発活動部門　一般的助成

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

都道
府県

253121034
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 東京

253121035 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 東山　良彦 東京

253121036 荒川探検による環境学習と生きる力の育成事業
東京都江戸川区立大杉小
学校

校長 佐久間　俊幸 東京

253121037 多摩川での総合的な学習の時間の授業（４学年） 府中市立矢崎小学校 校長 佐久間　修 東京

253121038 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 平田　鐘明 東京

253121039
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 東京

253121040 環境調べ隊 稲城市立稲城第一小学校 学校長 深井　薫 東京

253121041
「多摩川大好き」（多摩川での「総合的な学習の時間」の授
業）（4学年）

府中市立日新小学校 校長 伊藤顯 東京

253121042 こどもカヌー体験
学校法人平田学園
府中白糸台幼稚園

園長・理事長 平田　嘉之 東京

253121043
「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
学年）

府中市立新町小学校 校長 及川　幸子 東京

253121044 船上学習（４･５年） 北区立岩淵小学校 校長 大畑　賢一 東京

253121045 荒川上流学習（６年） 北区立岩淵小学校 校長 大畑　賢一 東京

253121046 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 東京

253121047 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 野澤　由美 東京

253121048 平井川周辺で活動する野鳥の観察
東京都西多摩郡
日の出町立平井小学校

校長 加藤　純 東京

　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25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（25/36）

３－１　啓発活動部門　一般的助成

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

都道
府県

253121049 すいすいアメンボ調査隊 是政保育園 理事長 榎本隆乗 東京

253121050 ３年生「多摩川ウオッチング」 大田区立調布大塚小学校 校長 吉野　明 東京

253121051 ４年生「多摩川のことをくわしく知ろう」 大田区立調布大塚小学校 校長 吉野　明 東京

253121052 多摩市立多摩第一小学校 多摩市立多摩第一小学校 学校長 棚橋　乾 東京

253121053 多摩市立東落合小学校 多摩市立東落合小学校 校長 中野　幸子 東京

253121054 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 亀山　福三 東京

253121055 多摩川を感じよう！ 多摩市立連光寺小学校 学校長 阿閉　暢子 東京

253121056
小中高等学校等の総合的な学習の時間等における河川を
題材とした活動（１～３年生）

江戸川区立平井東小学校 校長 峰岸 知恵子 東京

253121057
黒須田川を材にした総合的な学習により、地域を愛し、地域
で生きる児童の育成を図る

横浜市立黒須田小学校 校長 永野　美雄 神奈川

253121058
本校敷地内を流れるせせらぎ観察園（多摩川の支流）を活
用した環境学習

川崎市立下布田小学校 学校長 卯木　昌史 神奈川

253121059
「多摩川」を題材とした子供達の体験学習活動「上丸子多摩
川カリキュラム」の推進（３年生）

川崎市立上丸子小学校 校長 岩間　章 神奈川

253121060
「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（５年）

川崎市立上丸子小学校 校長 岩間　章 神奈川

253121061
「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（４年生）

川崎市立上丸子小学校 校長 岩間　章 神奈川

253121062 かのがわ古道と水とのかかわりを調べよう（4学年） 山梨市立加納岩小学校 校長 依田　一秀 山梨

253121063 河川における、漂着木材、石、砂などを使った造形遊び 松川東小学校 校長 高森　広司 長野

　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25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（26/36）

３－１　啓発活動部門　一般的助成

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

都道
府県

253121064
プロジェクトわたらせ～川や自然と共にずっと住み続けたく
なる地域を目指して～

古河市立古河第五小学校 校長 平井　聡一郎 茨城

253121065 赤渕川に学ぶ体験学習 栃木市大宮南小学校 校長 山田　裕之 栃木

253121066 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 仁平　茂夫 栃木

253121067 越戸川せせらぎ通り清掃美化活動 宇都宮市立泉が丘中学校 校長 小堀　茂雄 栃木

253121068 栃木県立栃木特別支援学校
栃木県立栃木特別支援学
校

学校長 林　信夫 栃木

253121069 各務原市立川島小学校 各務原市立川島小学校 学校長 小見山　雅孝 岐阜

253121070 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 岐阜

253121071 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 静岡

253121072
「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 静岡

253121073 大好き！二の沢川 西尾市立西尾小学校 校長 柴田幸夫 愛知

253121074
六ツ美中部の河川及びその周辺の環境を調べ、守ろうとす
る児童の育成

岡崎市立六ツ美中部小学
校

校長 中根　俊忠 愛知

253121075
上倉用悪水・ウサギ用水の水生物調査　および、ヘイケボタ
ルの再導入

愛知県安城市立今池小学
校

校長 清水　猛雄 愛知

253121076
自然いっぱい、夢いっぱい、「ふるさと秦梨の乙川や里山か
ら学ぼう」

岡崎市立秦梨小学校 校長 市川　松男 愛知

253121077 わたしたちの鈴鹿川・安楽川 鈴鹿市立井田川小学校 校長 山本　陽子 三重

253121078 琵琶湖のゆりかご調査隊 大津市立雄琴小学校 校長 佐久間　恭子 滋賀

　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25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（27/36）

３－１　啓発活動部門　一般的助成

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

都道
府県

253121079 藤尾の自然を見つめて 大津市立藤尾小学校 校長 谷口　昌樹 滋賀

253121080 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 川上　昌道 滋賀

253121081
「見つめよう、ふるさとの水辺」～マキノの水辺と琵琶湖探検
～

高島市立マキノ東小学校 校長 平井　幸晴 滋賀

253121082 和束川の学習及び清掃ボランティア活動 和束中学校 校長 浅田　平詔 京都

253121083
鴨川の治水と景観　それを100年見つめるアーチ橋の調査・
研究

京都市立伏見工業高等学
校定時制

校長 道越　隆夫 京都

253121084
「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 京都

253121085 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 石井 一嘉 京都

253121086
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 校長 船富　憲三 大阪

253121087 ２５年度大木川(樫井川）川探検活動 泉佐野市立大木小学校 校長 平松　正信 大阪

253121088
「自然との共生」～天神川（都志川）の水生生物及び水質調
査～

洲本市立鮎原小学校 校長 郷門　崇文 兵庫

253121089
ふるさとをつなぐ出石川　～どんな生きものが住んでいるか
な？～

豊岡市立高橋小学校 校長 片岡 巧 兵庫

253121090 発見！探検！高津川２０１３ 益田市立吉田小学校 校長 柳井　秀雄 島根

253121091 大馬木川・砂田川ウォーターランド 奥出雲町立馬木小学校 校長 矢田　真士 島根

253121092 馬木っ子ふるさと環境探偵団 奥出雲町立馬木小学校 校長 矢田　真士 島根

253121093 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 須田　英典 島根

　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25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（28/36）

３－１　啓発活動部門　一般的助成

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

都道
府県

253121094 桜江の川と治水・利水No.2
島根県江津市立桜江小学
校

校長 平野　勇治 島根

253121095 桜江の川と自然・くらしNo.2
島根県江津市立桜江小学
校

校長 平野　勇治 島根

253121096 総合的な学習　朝酌川探検隊
島根県松江市立朝酌小学
校

校長 川上　洋子 島根

253121097 ふるさとの川や中海を大切にする荒島づくり（５年次） 荒島小学校 校長 吉野　一郎 島根

253121098
川を「科学」しよう～山陽小学校「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 岡山

253121099
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（木ノ下川）

江田島市立三高小学校 校長 宮川　恭子 広島

253121100
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

高見小学校 校長 藤田　覚治 広島

253121101 ふるさと発見、黒瀬川！ 東広島市立寺西小学校 校長 東田　宏昭 広島

253121102
地域の研究者・技術者と連携した「防災教育」　副題:防災
マップの作成と防災訓練の実施

下松市立久保中学校 校長 末冨　久勝 山口

253121103 川となかよくなろう 松山市立さくら小学校 校長 芝田　眞次 愛媛

253121104 標識再捕獲法を用いたカワニナの個体数の推定 済美平成中等教育学校 校長 正岡　勝英 愛媛

253121105 新荘川「清流を守る事業」 須崎市立上分小・中学校 校長 近澤　玲子 高知

253121106
総合的な学習の時間における松浦川、厳木川を題材とした
活動

唐津市立相知小学校 校長 一色　健治 佐賀

253121107 「徳須恵川水域で見られる化石」の教材化 唐津市立北波多中学校 校長 吉田　喜美明 佐賀

253121108
熊本市立城南中学校　総合的な学習の時間　自然探求コー
ス

熊本市立城南中学校 校長 稲田　奈保美 熊本

　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25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（29/36）

３－１　啓発活動部門　一般的助成

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

都道
府県

253121109 高鍋町立高鍋西小学校３学年 高鍋町立高鍋西小学校 校長 橋口　孝利 宮崎

253121110 にいなっ子タイム「岩木川と友だちになろう」 弘前市立新和小学校 校長 工藤　清彦 青森

253121111 今わたしたちにできること～守ろう遠賀川プロジェクト～ 水巻町立えぶり小学校 校長 青野　元昭 福岡

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

都道
府県

253131001 石狩川流域水難救助体制サポート事業
まち・川づくりサポートセン
ター

理事長 後藤　登 北海道

253131002 特定非営利活動法人　帯広ＮＰＯ２８サポートセンター
特定非営利活動法人帯広Ｎ
ＰＯ２８サポートセンター

理事長 千葉　養子 北海道

253131003
防災専門家の連携による栃木県那須町の自主防災組織の
防災力向上に係る社会実験

社団法人　全国防災協会 会長 陣内　孝雄 東京

253131004 川の防災教育のカリキュラム作りと人材育成事業 自然体験共学センター 理事長 辻　一憲 福井

253131005
めだかの学校～夏季特別教室～　～遠賀川に学ぼう～（上
流から下流を見てみよう～

直方川づくりの会 理事長 野見山　ミチ子 福岡

253131006 防災活動マネジメントミーティング 緑川流域連携会議 代表理事 鳴瀬　信一 熊本

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

都道
府県

253141001
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
に基づく技術者研修

石狩川流域圏会議（事務局
恵庭市役所）

恵庭市長 原田　裕 北海道

253141002 今日的水害の実態とその対策
流域の水循環型社会をすす
める会

会長 高橋　裕 東京

　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

　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25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（30/36）

３－１　啓発活動部門　一般的助成

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

都道
府県

253141003
「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 杉本　幸治 長野

253141004 「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

253141005
自治体連携による信濃川下流域の地域防災力向上事業
（災害アーカイブ事業）

見附市 市長 久住　時男 新潟

253141006
洪水や津波等水関連災害に備えるライフジャケット梱包安
眠枕の開発とその普及活動

日本最大の海抜ゼロメート
ル以下地帯等における地域
自助・共助力向上研究会

代表者 藤兼　雅和 愛知

253141007 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

253141008 ＮＰＯ法人白川流域リバーネットワーク
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

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

都道
府県

253151001 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

253151002
河川環境を健全に維持するための汚濁物質水質規制の最
新動向と各種の造水技術に関するシンポジウム

一般財団法人
造水促進センター

理事長 山本　和夫 東京

253151003 小水力発電データベースの拡充を通しての普及啓発事業
全国小水力利用推進協議
会

会長 愛知　和男 東京

253151004 取水施設のある河川景観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 中野　秀秋 東京

253151005 河川水等の水資源保全を目的とした産業の取組
社団法人
産業環境管理協会

会長 冨澤　龍一 東京

253151006
～川って面白い！～　山梨県北杜市・標高も地形も異なる
川の表情発見プログラム

公益財団法人キープ協会 理事長 茅野　徹郎 山梨

　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

　4) （3141） 水害対策に関わる活動



平成25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（31/36）

３－１　啓発活動部門　一般的助成

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

都道
府県

253151007
幼児・小学生対象の河川環境学習教材ＤＶＤの制作・配布と
ＴＶ放送

富山・水・文化の財団 理事長 武蔵　徹 富山

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

都道
府県

253161001 北海道「子どもの水辺」全道交流会実行委員会
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 北海道

253161002 北上川川仲間の交流によるかわまちづくり
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

253161003 水源地に集合!未来づくりの仲間たち 水守の郷七ヶ宿 理事長 海藤節生 宮城

253161004 第4回全国源流サミットin群馬県みなかみ町 みなかみ町 町長 岸　良昌 群馬

253161005 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

八ッ場ダム工
事事務所長

佐々木　淑充 群馬

253161006 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　千葉県
総合企画部長

平井　俊行 千葉

253161007 多摩川流域水辺の楽校連絡協議会の広域連携活動事業
多摩川流域水辺の楽校連
絡協議会

会長 野口　昌男 東京

253161008
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

253161009
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

253161010 新たなステージへ～打ち水大作戦2013の展開・推進 打ち水大作戦本部 作戦本部長 竹村　公太郎 東京

253161011
淀川をモデルにした防災船着場を活用した観光ルート開発
及び安全利用に関する社会実験

ＮＰＯ都市環境研究会 会長 三浦　裕二 東京

　6) （3161） 流域間・流域内交流

　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25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（32/36）

３－１　啓発活動部門　一般的助成

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

都道
府県

253161012
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
活用に関する推進

利根川流域交流会 会長 福成　孝三 東京

253161013
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 岐阜

253161014 木曽川を知る・楽しむ「木曽川流域交流シンポジウム」 元気きそがわ 理事長 名和 秀司 岐阜

253161015
りばーぴあ庄内川２０１３（上下流イベント）・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 愛知

253161016 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 辻山　正甫 滋賀

253161017 あかりがつなぐ記憶２０１３
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 京都

253161018 近畿水環境交流会in由良川・福知山
近畿水環境交流会ｉｎ由良
川・福知山実行委員会（近
畿水の塾・淀川愛好会他）

実行委員長 澤井　健二 大阪

253161019 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（広島市
環境局環境保
全課長）

北川　浩二 広島

253161020 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

253161021 メダカフェスティバル
特定非営利活動法人　グラ
ウンドワークひだかむら

理事長 中野　益隆 高知

253161022 大水害の記憶を伝え、三大河川の流域連携活動の推進
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 福岡

253161023 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

　6) （3161） 流域間・流域内交流



平成25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（33/36）

３－１　啓発活動部門　一般的助成

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

都道
府県

253171001
海外の河川分野の最新動向（NPO・市民・行政等による各
種プロジェクト、国際会議、水害情報等）の国内向け発信に
よる国内河川活動支援

一般社団法人
国際建設技術協会

理事長 吉野　清文 東京

253171002
災害に備えた『強靭な社会』の実現に向けて～過去の自然
災害から学び、未来の防災を考える～

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 東京

253171003 河川の土砂関連研究の進展に関する国際ワークショップ
第１２回河川の土砂堆積に
関する国際シンポジウム国
内組織委員会

委員長 福岡　捷二 京都

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

都道
府県

253181001
「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 戸沼　平八 北海道

253181002 全国なぎさシンポジウムin北海道
全国なぎさシンポジウムｉｎ
北海道　実行委員会

北海道知事
（会長）

高橋　はるみ 北海道

253181003
近代以降の河川災害と水防に関わるデジタルアーカイブズ
の構築・普及事業 その２

まちづくり情報センター 理事長 利満　愼一 千葉

253181004 風土が語る災害の宿命に関する講演会の開催（その２） 風土工学デザイン研究所 理事長 竹林　征三 東京

253181005 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

253181006 都市河川の自然再生と防災を考える 応用生態工学会 会長 近藤　徹 東京

253181007 春の小川デザイン会議2013?パレードとともに再生への道を 渋谷川ルネッサンス 理事長 尾田　榮章 東京

253181008 河川に観る「再生エネルギーと修景」シンポジウム 美し国づくり協会 理事長 進士　五十八 東京

253181009 「一の坂川」映像制作・上映普及事業 歴史の町山口を甦らせる会 理事長 福田　礼輔 山口

　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25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（34/36）

３－１　啓発活動部門　一般的助成

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

都道
府県

253181010 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

253181011 第１８回水シンポジウム２０１３ｉｎこうち
第１８回水シンポジウム２０
１３ｉｎこうち実行委員会

実行委員長 寶　馨 高知

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

都道
府県

253191001 「埼玉県内の調節池等の役割と活用状況集」の編纂 彩の川研究会 会長 尾崎邦夫 埼玉

253191002 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 東京

253191003 日本水大賞 日本水大賞委員会 委員長 毛利　衛 東京

253191004 「ダム何でも相談室」 一般社団法人　ダム工学会 会長 田中　忠次 東京

253191005 河川塾　-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 東京

253191006 第５回霞ヶ浦検定 社団法人　霞ヶ浦市民協会 理事長 滝下　利男 茨城

253191007 「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 岐阜

253191008 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 滋賀

253191009
局地的集中豪雨を学び、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 村崎　詩園 福岡

　9) （3191） その他

　8) （3181） 河川文化講演会等の開催



平成25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（35/36）

３－２　啓発活動部門　新設市民団体運営支援助成

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

都道
府県

253201001
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

253201002 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

253201003 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

253201004
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

253201005 大淀川に関する広報啓発事業 都城大淀川サミット 会長 枩下　信芳 宮崎

253201006
「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
平成24年
度採択

大阪

253201007 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
平成24年
度採択

兵庫

253201008 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 亀山　幹生
平成24年
度採択

島根

253201009
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
平成24年
度採択

福岡

253201010 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
平成24年
度採択

佐賀

253201011 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
平成23年
度採択

北海道

253201012
「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
平成23年
度採択

群馬

253201013 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
平成23年度

採択
東京

253201014 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
平成23年
度採択

大阪

253201015
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
平成23年
度採択

鹿児島

　（3201）新設市民団体運営支援助成



平成25年度　河川整備基金助成事業　採択一覧（案）　（36/36）

３－２　啓発活動部門　新設市民団体運営支援助成

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

都道
府県

253201016 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
平成22年
度採択

山形

253201017
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
平成22年
度採択

千葉

253201018 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
平成22年
度採択

愛知

253201019
「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 澤井　健二
平成22年
度採択

大阪

253201020
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
平成22年度

採択
長崎

253201021
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
平成22年
度採択

大分

253201022 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
平成21年
度採択

埼玉

253201023
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 まつ野　隆一
平成21年
度採択

大阪

253201024 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
平成21年
度採択

佐賀

253201025
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
平成21年
度採択

鹿児島

　（3201）新設市民団体運営支援助成
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