
平成30年度 河川基⾦助成事業審査 研究者・研究機関部⾨  採択リスト（1/3）

No. 助成番号 助成事業名 所属名 申請者氏名
都道
府県

1 2018-5111-001 河川堤防の安全性強化のための性能評価技術の向上 ⼟⽊学会 堤防研究⼩委員会 前⽥ 健⼀ 愛知県

2 2018-5111-002 川や⽔の活動団体調査 ⽇本河川協会 ⾍明 功⾂ 東京都

No. 助成事業名 所属名 申請者氏名
都道
府県

1 2018-5121-001 学術図書出版事業 久留⽶⼤学 永⽥ ⾒⽣ 福岡県

No. 助成事業名 所属名 申請者氏名
都道
府県

1 2018-5122-001 市⺠セミナー「豊かな⾥海の創⽣〜沿岸域と河川流域の関
係〜」の開催

⽇本⽔環境学会 ⼩野 芳朗 東京都

2 2018-5122-002 流域⽔循環の健全化における企業活動の重要性に関するア
ウトリーチ活動

⽇本⽔フォーラム ⽵村 公太郎 東京都

3 2018-5122-003 公開シンポジウム「ダム湖や周辺環境の保全と再⽣に向け
て−ダム再⽣ビジョンと環境保全−」の開催

応⽤⽣態⼯学会 江崎 保男 東京都

No. 助成事業名 所属名 申請者氏名
都道
府県

1 2018-5211-001
湧⽔河川・柿⽥川における⽣物インベントリーの構築とそ
の特異性の抽出

静岡⼤学 佐藤 慎⼀ 静岡県

2 2018-5211-002
ニホンウナギを指標種とした⽔⽥地帯を流れる⼩河川の⽣
態系の機能評価と保全施策の検討：規模が異なる河川間で

京都⼤学フィールド科学教育研究セ
ンター

久⽶ 学 京都府

3 2018-5211-003 宍道湖で⼤量繁茂する⽔草の効果的防除法の開発 国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所 ⼭室 真澄 茨城県

4 2018-5211-004
河道内氾濫原におけるカエル類と⽌⽔性⽔⽣昆⾍の保全⽣
態学的検討

⼟⽊研究所⽔環境研究グループ河川
⽣態チーム

⽥和 康太 茨城県

5 2018-5211-005
市⺠参加による「全国⽔⽣⽣物調査」データの川づくりへ
の利⽤可能性・活⽤⽅法の検討

愛媛⼤学 三宅 洋 愛媛県

6 2018-5211-006
物部川における鮎の産卵場に適した⼈⼯流路の造成技術に
関する実践的研究

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

7 2018-5211-007
かく乱跡地の初期植⽣の予測に向けた種⼦着床メカニズム
に関する研究

国⽴研究開発法⼈⼟⽊研究所 ⼤⽯ 哲也 岐⾩県

8 2018-5211-008 ⻤怒川での環境に配慮した⾼⽔敷掘削の効果検証 ⼟⽊研究所 森 照貴 岐⾩県

9 2018-5211-009 河川規模の相違がニホンウナギの回遊⾏動に与える影響 東京⼤学 ⽊村 伸吾 千葉県

10 2018-5211-010
⼈為的な河床操作⼿法に対する⽯礫の露出⾼を⽤いたアユ
の⽣息場所評価の適⽤

国⽴研究開発法⼈ ⼟⽊研究所 ⼩野⽥ 幸⽣ 岐⾩県

11 2018-5211-011
⼤規模DNA解析・グリーンレーザー河川測量による国天然
記念物アラレガコ保全策の策定

福井県⽴⼤学 ⽥原 ⼤輔 福井県

12 2018-5211-012
季別運転による処理放流受⽔域の⽔・底質環境に関する研
究

佐賀⼤学 ⼭⻄ 博幸 佐賀県

13 2018-5211-013
斐伊川⽔系汽⽔域におけるアカエイの⾷性と分布からみた
⽔域利⽤特性

島根⼤学 ⼭⼝ 啓⼦ 島根県

14 2018-5211-014
那賀川河⼝代償⼲潟における底⽣⽣物加⼊・回復過程の⻑
期モニタリング調査

国⽴⾼等専⾨学校機構 阿南⼯業⾼
等専⾨学校

⼤⽥ 直友 徳島県

15 2018-5211-015
カワネズミ糞を⽤いた⾮侵襲的遺伝⼦解析⼿法の確⽴：個
体識別を可能とするマイクロサテライト・マーカー開発に
よる⾏動・⽣態学的研究

信州⼤学 東城 幸治 ⻑野県

16 2018-5211-016
河床勾配の異なる地点間における底⽣動物を利⽤した洪⽔
によるインパクト・レスポンスの違いとその指標化の試み

信州⼤学学術研究院理⼯学域繊維学
系

平林 公男 ⻑野県

17 2018-5211-017
複数河川の⽐較による沖縄本島億⾸川マングローブ林の管
理計画の構築

徳島⼤学⼤学院理⼯学研究部 鎌⽥ 磨⼈ 徳島県

18 2018-5211-018
 下⽔処理⽔の間接的飲⽤再利⽤時における河川での⽔質変
換の影響に関する調査研究(⽊津川上流を例として)

京都⼤学 ⻄村 ⽂武 京都府

19 2018-5211-019
清⽔バイパス等の環境配慮設備がもたらすダム下流物質循
環の変化

弘前⼤学 東 信⾏ ⻘森県

研究機関(一般的助成)

一般研究者(一般的助成)

研究機関(学術図書出版)

研究機関(アウトリーチ活動助成A)
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No. 助成番号 助成事業名 所属名 申請者氏名
都道
府県

20 2018-5211-020
コイ⽬線の琵琶湖ドキュメンタリー：動物搭載型ビデオを
⽤いた琵琶湖流⼊河川の河⼝域における在来⿂類の⽣態観

東京⼤学⼤気海洋研究所 吉⽥ 誠 千葉県

21 2018-5211-021
沖縄地⽅⼩規模⽔域における放線菌カビ臭現象の発⽣機構
解明と循環対策の効率的設計管理⼿法構築

埼⽟⼤学 古⾥ 栄⼀ 埼⽟県

22 2018-5211-022
⼤和川由来のＣＤＯＭ（有⾊溶存有機物）の由来および特
性

⿓⾕⼤学 奥⽥ 哲⼠ 滋賀県

23 2018-5211-023 河川環境中に分布する薬剤耐性菌の不活化因⼦の評価 ⼤阪薬科⼤学⼤学院薬学研究科 東 剛志 ⼤阪府

24 2018-5211-024
河川堤防近傍における観測孔内諸量の有する堤防基盤漏⽔
に対する感度検証

群⾺⼤学⼤学院理⼯学府 松本 健作 群⾺県

25 2018-5211-025
実測とシミュレーションモデルによる関東地⽅河川⽔中マ
イクロプラスチックの存在実態把握

千葉⼯業⼤学 ⻲⽥ 豊 千葉県

26 2018-5211-026
濃尾平野における扇状地河川の地下⽔涵養機能とその保全
⽅法に関する研究

岐⾩⼤学 神⾕ 浩⼆ 岐⾩県

27 2018-5211-027
平成29年九州北部豪⾬災害の分析に基づく流⽊災害のL1・
L2設定基準の提案

九州⼤学 ⽮野 真⼀郎 福岡県

28 2018-5211-028
蛇⾏河川・バイパス⽔路を利⽤したアクティブな流⽊捕捉
システムに関する実験的研究

京都⼤学 岡本 隆明 京都府

29 2018-5211-029 節腹連続河道の⼟砂動態の解明 北⾒⼯業⼤学 渡邊 康⽞ 北海道

30 2018-5211-030
急流河川における洪⽔流と⼟砂流出を制御する「⽔制」の
デザイン

愛媛⼤学 ⾨⽥ 章宏 愛媛県

31 2018-5211-031
先駆的植物ツルヨシの攪乱影響に基づく動態解析と河川植
⽣管理⼿法の検討

埼⽟⼤学 溝⼝ 裕太 埼⽟県

32 2018-5211-032 都市河川感潮域における悪臭発⽣と塩⽔遡上の関係 ⾸都⼤学東京 横⼭ 勝英 東京都

33 2018-5211-033
荒川中流域の潜在的氾濫リスクと避難タイミングに関する
研究

埼⽟⼤学⼤学院 ⽥中 規夫 埼⽟県

34 2018-5211-034 筑後川旧蛇⾏部と流⼊⽀川の役割に関する⽔⼯学的検討 佐賀⼤学 ⼤串 浩⼀郎 佐賀県

35 2018-5211-035
畑地、果樹園、転作⽥由来農薬の河川⽔中における残留特
性の解析と⽔道⽔源としてのリスク評価

滋賀県⽴⼤学 須⼾ 幹 滋賀県

36 2018-5211-036 住宅地へ流⼊する⼟⽯流渓流の実態把握と防災対策の検討 京都⼤学 中⾕ 加奈 京都府

37 2018-5211-037
多様な条件の⼭地流域における⼟砂流出特性の検討と定量
評価

東京⼤学 堀⽥ 紀⽂ 東京都

38 2018-5211-038
ダム・貯⽔池における底層⽔交換モデルを利⽤した気候変
動による局所集中豪⾬が治⽔・利⽔に与える影響評価

神⼾⼤学⼤学院 中⼭ 恵介 兵庫県

39 2018-5211-039 豪⾬によるため池決壊状況の把握と被害軽減策の提案 東京理科⼤学 ⼆瓶 泰雄 千葉県

40 2018-5211-040
樹⽊の鉛直構造を考慮した多重防護による減災効果につい
ての研究

宇都宮⼤学 飯村 耕介 栃⽊県

41 2018-5211-041
MR(複合現実)ヘッドセットを⽤いた河川氾濫の疑似体験シ
ステムの開発

⼭⼝⼤学⼤学院創成科学研究科 ⾚松 良久 ⼭⼝県

42 2018-5211-042
流⽊の⼒学機構に⽴脚した出⽔時の流⽊制御のための基盤
技術

北海道⼤学 ⼯学研究院 環境
フィールド⼯学部⾨

⽊村 ⼀郎 北海道

43 2018-5211-043
湾曲河道における河岸侵⾷抑制のための⽔制群の形状と配
置の検討

京都⼤学防災研究所 ⻑⾕川 祐治 京都府

44 2018-5211-044
礫河原における植⽣繁茂とその部分伐採が出⽔時の細粒⼟
砂動態に及ぼす影響

宇都宮⼤学 池⽥ 裕⼀ 栃⽊県

45 2018-5211-045
⼟砂崩壊にともなう⾼濃度濁⽔の功罪：砂浜の回復と地下
⽔涵養量の減少に着⽬して

⽯川県⽴⼤学 藤原 洋⼀ ⽯川県

46 2018-5211-046
2極化した材料よりなる⾕全体の浸⾷拡⼤のメカニズムの解
明と被害防⽌に向けた治⽔⼿法の開発

九州⼤学⼯学研究院 ⽵内 えり⼦ 福岡県

47 2018-5211-047
琵琶湖ナウキャストシステム実現へむけた連続モニタリン
グ⼿法の構築

⽴命館⼤学 Wells John C. 滋賀県

48 2018-5211-048
UAV画像の多重解像度解析による樹林化河道箇所の検出技
術の開発

芝浦⼯業⼤学 宮本 仁志 東京都

49 2018-5211-049 急流河川における樹⽊流失に伴う流路幅変動に関する研究 北海道⼤学 久加 朋⼦ 北海道

50 2018-5211-050
佐波川沿いの近年の⼟砂・⽔災害発⽣箇所と遺跡分布の位
置関係からみた旧集落⽴地選定条件と先⼈の防災意識

⼭⼝⼤学 鈴⽊ 素之 ⼭⼝県

51 2018-5211-051 ⽔害に関する私保険制度の現状と課題 島根⼤学法⽂学部 嘉村 雄司 島根県

52 2018-5211-052
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

53 2018-5211-053
産学官連携堤防刈草ペレットの⺠間利⽤スキームの調査・
研究

東京国際⼤学 宮⼝ 直⼈ 千葉県

54 2018-5211-054 河川環境資料映像の保管実態把握と環境教育教材への活⽤ お茶の⽔⼥⼦⼤学 渡辺 友美 東京都

55 2018-5211-055 地域社会が受容可能なアクアツーリズム論の構築と実践 ⽴命館⼤学 野⽥ 岳仁 ⼤阪府
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No. 助成番号 助成事業名 所属名 申請者氏名
都道
府県

56 2018-5211-056 遊⽔地の多⾯的利活⽤に関する研究 東邦⼤学理学部 ⻄廣 淳 千葉県

57 2018-5211-057 地理的・社会的特性を踏まえた河川の領域区分⼿法の提案 東京⼤学⼤学院⼯学系研究科 知花 武佳 東京都

No. 助成事業名 所属名 申請者氏名
都道
府県

1 2018-5222-001 グリーン・ヒルズ親⼦⾃然教室 グリーン・ヒルズ⼩学校 ⼭岸 哲 ⻑野県

2 2018-5222-002 先進事例に学ぶ流域⽔循環ワークショップ開催 信州⼤学 吉⾕ 純⼀ ⻑野県

3 2018-5222-003
共⽣社会における「やさしい」ハザードマップを活⽤した
⼩学校児童に対する防災教育の実践

北海道⼤学⼤学院⼯学研究院 ⽥中 岳 北海道

No. 助成事業名 所属名 申請者氏名
都道
府県

1 2018-5311-001
千曲-信濃川⽔系で新規発⾒されたカワヨシノボリ集団の遺
伝構造：その起源の究明と保全

信州⼤学⼤学院総合⼯学系研究科 ⽵中 將起 ⻑野県

2 2018-5311-002
越波発⽣時の岸沖⼟砂移動に着⽬した、河⼝開⼝部縮⼩メ
カニズムの解明

⼤阪⼤学 佐々⽊ 勇弥 ⼤阪府

3 2018-5311-003
河道の多点観測⽔位データを⽤いた既存の流出解析法の検
証と降⾬パターンの違いが下流河道の洪⽔伝播・河床変動

中央⼤学 研究開発機構 後藤 岳久 東京都

4 2018-5311-004
炭素安定同位体を⽤いた溶存有機炭素の流出メカニズムの
解明と負荷量推定モデルへの適⽤

⼭梨⼤学 江端 ⼀徳 ⼭梨県

5 2018-5311-005 氾濫原における稚⿂成⻑メカニズム 京都⼤学 ⽣態学研究センター 宇野 裕美 滋賀県

6 2018-5311-006
東横堀川・道頓堀川の貧酸素化解消に向けた⽔⾨操作の最
適化に関する研究

⼤阪⼤学 中⾕ 祐介 ⼤阪府

7 2018-5311-007
扇状地形状及び網状流路形態の相互作⽤とそれらの形成機
構に関する地理学的⽔理学的分析

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

8 2018-5311-008
⽌⽔棲⽣物の⽔系間を跨ぐ移動分散における河川氾濫原の
機能解明

信州⼤学理学部 鈴⽊ 智也 ⻑野県

9 2018-5311-009 アユの遡上環境改善に有効な簡易⿂道の運⽤⽅法の検討
国⽴⾼等専⾨学校機構 ⾹川⾼等専
⾨学校

⾼橋 直⼰ ⾹川県

10 2018-5311-010 アメリカにおける洪⽔リスクマネジメント法制 北九州市⽴⼤学 近藤 卓也 福岡県

11 2018-5311-011
⼭地河川におけるstep-pool構造の形成要因と河道・流域条
件の関係に関する研究

九州⼤学 厳島 怜 福岡県

No. 助成事業名 所属名 申請者氏名
都道
府県

1 2018-5411-001
在来種と外来種のプラナリアの分布と河川⽔質の関係の解
析

佐野⽇本⼤学⾼等学校 ⾕津 潤 栃⽊県

2 2018-5411-002
阿武隈川の微細藻類利⽤の基礎的な研究〜⽣徒の⽬線で考
える河川調査と微細藻類の有効利⽤〜

学校法⼈ 福島成蹊学園 福島成蹊
⾼等学校

本⽥ 哲朗 福島県

3 2018-5411-003
環境DNAを利⽤した太⽥川におけるサツキマスの遡上状況
調査の試み

広島市⽴沼⽥⾼等学校 野依 英⼆ 広島県

4 2018-5412-001 モクズガニを守る
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

5 2018-5412-002 ⼤和川河⼝での潮汐とイオンの変化の関連を調べる ⼤阪市⽴新北島中学校 ⼟⾕ 俊治 ⼤阪府

※ 上記採択リストは平成２９年度予算 追加採択件数を含みます。

若手研究者(一般的助成)

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)



平成30年度 河川基⾦助成事業 川づくり団体  採択リスト（1/6）

No. 助成番号 助成区分 助成事業名 所属名 申請者⽒名

1 2018-6211-001 活動Ａ 第１７回世界湖沼会議（いばらき霞ヶ浦２０１８） 第17回世界湖沼会議（いばらき
霞ヶ浦２０１８）実⾏委員会 ⼤井川 和彦

2 2018-6211-002 活動Ａ 産業による河川の⾼度利⽤と⽔環境保全 産業環境管理協会 冨澤 ⿓⼀

3 2018-6211-003 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

4 2018-6211-004 活動Ａ 第９回全国源流サミットin島根県津和野町 津和野町役場 下森 博之

5 2018-6211-005 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 ⼤⻄ 亘

6 2018-6211-006 活動Ａ 流域環境改善活動団体の広報⼒強化と⼈材育成事業 ClearWaterProject 瀬川 貴之

7 2018-6211-007 活動Ａ 川ごみ啓発ツールのアップデートプロジェクト 全国川ごみネットワーク ⻲⼭ 久雄

8 2018-6211-008 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

9 2018-6211-009 活動Ａ 講演会「河川⽂化を語る会」 ⽇本河川協会 ⾍明 功⾂

10 2018-6211-010 活動Ａ
更なる⾼度なスキルを持った専⾨家の育成及び各地域で
の⽔辺の指導者の情報交換及びネットワーク強化

特定⾮営利活動法⼈川に学ぶ体
験活動協議会 久住 時男

11 2018-6211-011 活動Ａ ⾝近な⽔環境の全国⼀⻫調査 みずとみどり研究会 星野 義延

12 2018-6211-012 活動Ａ
第１８回川に学ぶ体験活動全国⼤会in⼩⾙川（利根川⽔
系）

第１８回川に学ぶ体験活動全国⼤会
in⼩⾙川（利根川⽔系）実⾏委員会 井草 雄太郎

13 2018-6211-013 活動Ａ 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 松⽥ 芳夫

14 2018-6211-014 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

15 2018-6211-015 活動Ａ ⽇本⽔⼤賞 ⽇本⽔⼤賞委員会 ⽑利 衛

16 2018-6211-016 活動Ａ 全国なぎさシンポジウムin千葉 全国なぎさシンポジウムin千葉
実⾏委員会 鈴⽊ 栄治

17 2018-6211-017 活動Ａ ⽔シンポジウム in ふじのくに・沼津 「第23回⽔シンポジウム2018 in ふ
じのくに・沼津」実⾏委員会 清⽔ 康⾏

18 2018-6211-018 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

19 2018-6211-019 活動Ａ
⽔辺でできる「⼩さな⾃然再⽣」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 ⼟屋 信⾏

20 2018-6211-020 活動Ａ
市⺠による｢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 ⼭道 省三

21 2018-6211-021 活動Ａ 第２７回全国川サミットin三次 第２７回全国川サミットin三次
実⾏委員会 瀬﨑 智之

22 2018-6211-022 活動Ａ
新しい防災・環境展⽰ユニットの開発と全国の川の資料
館・博物館への巡回

⽔の巡回展ネットワーク 吉冨 友恭

23 2018-6212-001 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

24 2018-6212-002 活動Ｂ 海岸愛護普及推進・啓発活動 全国海岸協会 脇 雅史

25 2018-6212-003 活動Ｂ
⽔関連災害対策及び気候変動対応に係る海外情報の収
集、整理及び国内向け発信

⼀般社団法⼈国際建設技術協会 橋場 克司

26 2018-6212-004 活動Ｂ
災害復旧事業関係⽤語集作成による⾃治体災害担当職員
の迅速・適切な災害復旧業務の⽀援

全国防災協会 脇 雅史

全国川づくり団体(活動A・活動B)



平成30年度 河川基⾦助成事業 川づくり団体 採択リスト（2/6）

No. 助成番号 助成区分 助成事業名 所属名 申請者名 都道
府県

1 2018-6111-001 活動Ａ
渡良瀬遊⽔地における総合学習の推進（治⽔・
利⽔）

渡良瀬遊⽔地アクリメーショ
ン振興財団

宮崎 悟 栃⽊県

2 2018-6111-002 活動Ａ 鶴岡市内川流域絵図作成事業 公益のふるさと創り鶴岡 ⾵間 富⼠⼦ ⼭形県

3 2018-6111-003 活動Ａ
「⽔辺が賑わうための『河川教育モデル校』へ
向けた準備活動」

次世代のためにがんばろ会 松浦 ゆかり 熊本県

4 2018-6111-004 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

5 2018-6111-005 活動Ａ 第17回世界湖沼会議サテライトつちうら
第17回世界湖沼会議サテライ
トつちうら実⾏委員会

阿部 彰 茨城県

6 2018-6111-006 活動Ａ 「彩の川さんぽ」の編纂 彩の川研究会 新井 勲 埼⽟県

7 2018-6111-007 活動Ａ みんなのあおぞら⽔族館 ⼩川原湖⾃然楽校 相⾺ 孝 ⻘森県

8 2018-6111-008 活動Ａ ⻑良川流域連携クリーン作戦活動 ⻑良川環境レンジャー協会 坂井⽥ 節 岐⾩県

9 2018-6111-009 活動Ａ 斐伊川・神⼾川流域環境マップづくりⅫ
NPO法⼈しまね体験活動⽀援
センター

⻘⽊ 充之 島根県

10 2018-6111-010 活動Ａ ⽩川及び九州における⽔防災活動⽀援
ＮＰＯ法⼈⽩川流域リバー
ネットワーク

⾦⼦ 好雄 熊本県

11 2018-6111-011 活動Ａ
「第5回⽣物の多様性を育む農業国際会議
(ICEBA)2018」におけるエコロジカル・ネット

⾃然と共⽣する⾥づくり連絡
協議会

上島 浩⼀ 千葉県

12 2018-6111-012 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

13 2018-6111-013 活動Ａ
⾺⼊⽔辺の楽校及び地域の⾃然環境の保全と環
境教育活動の推進

NPO法⼈ 暮らし・つながる
森⾥川海

⾅井 勝之
神奈川

県
14 2018-6111-014 活動Ａ 三⼤河川交流事業 吉野川交流推進会議 福永 義和 徳島県

15 2018-6111-015 活動Ａ
第18回九州「川」のワークショップin緑川実⾏
委員会

第18回九州「川」のワーク
ショップin緑川実⾏委員会

⽥中 洋丞 福岡県

16 2018-6111-016 活動Ａ
⽯狩川流域をフィールドとした環境・防災教育
に取り組む学校ネットワークづくり

⽯狩川流域圏会議（事務局
滝川市役所）

前⽥ 康吉 北海道

17 2018-6111-017 活動Ａ
⼩・中・⾼等学校の縦の連携による⼤阪府内の
河川⽔環境調査事業

⼤阪府⾼等学校⽣物教育研究
会

寺岡 正裕 ⼤阪府

18 2018-6111-018 活動Ａ
異業種との連携による⽔辺利⽤「リバーニッ
ク」の多彩で魅⼒ある事業展開に向けて

NPO法⼈ まち・川づくりサ
ポートセンター

後藤  登 北海道

19 2018-6111-019 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

20 2018-6111-020 活動Ａ ⽔⼾市環境フェア２０１８ ⽔⼾市環境フェア実⾏委員会 半⽥ 賢治 茨城県

21 2018-6111-021 活動Ａ
胆沢ダムを活⽤した観光開発のステップアップ
企画

いわて流域ネットワーキング 内⽥ 尚宏 岩⼿県

22 2018-6111-022 活動Ａ
利根川・筑後川・吉野川(三⼤河川)で河川騎⾺
パトロールの同時開催を⽬指すプロジェクト

ハーモニィセンター ⼤野 重男 東京都

23 2018-6111-023 活動Ａ
川のアクティブラーニング〜ＥＳＤ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

24 2018-6111-024 活動Ａ
近畿⽔環境交流会in淀川点野および第3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

25 2018-6111-025 活動Ａ
荒川『⽔辺のごみホットスポット』マッピング
プロジェクト

荒川クリーンエイド・フォー
ラム

佐藤 正兵 東京都

26 2018-6111-026 活動Ａ 鉾⽥市世界湖沼会議サテライト会場
鉾⽥市世界湖沼会議サテライ
ト会場実⾏委員会

岸⽥ ⼀夫 茨城県

27 2018-6111-027 活動Ａ
ふるさとの川を守れ！「⽔の都・三島」御殿川
エコアップ事業

グラウンドワーク三島 ⼩松 幸⼦ 静岡県

28 2018-6111-028 活動Ａ
第4回涸沼環境フェスティバル ラムサールシ
ンポジウムinひぬま

環境保全茨城町⺠会議 照沼 ⼀美 茨城県

29 2018-6111-029 活動Ａ 渋⾕川⽔系復活を⽬指して 渋⾕川ルネッサンス 尾⽥ 榮章 東京都

30 2018-6111-030 活動Ａ
未来のために守ってつくろう！⽣き物たちのす
みか

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

綿路 昌史 北海道

31 2018-6111-031 活動Ａ サテライトかすみがうら
かすみがうら市環境経済部環
境保全課

飯塚 敏夫 茨城県

流域川づくり団体(活動A・活動B・活動C)



平成30年度 河川基⾦助成事業 川づくり団体 採択リスト（3/6）

No. 助成番号 助成区分 助成事業名 所属名 申請者名 都道
府県

32 2018-6111-032 活動Ａ
仁淀川流域での川の安全性向上に向けた研修会
及びワークショップ

仁淀川清流保全推進協議会 ⽯川 妙⼦ ⾼知県

33 2018-6112-001 活動Ｂ
利根川⽔系における上下流交流事業の⾃律的発
展に向けたスタートプロジェクト

千葉県上下流交流事業実⾏委
員会

遠⼭ 誠⼀ 千葉県

34 2018-6112-002 活動Ｂ 「川の⼀年を利活⽤した河川環境保全事業」 ⼭のない北村の輝き ⽯⿊ 武美 北海道

35 2018-6112-003 活動Ｂ
ＮＰＯ法⼈瀬⽥川リバプレ隊環境保全活動及び
ＰＲ広報活動

ＮＰＯ法⼈瀬⽥川リバプレ隊 冨岡 親憲 滋賀県

36 2018-6112-004 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

37 2018-6112-005 活動Ｂ
地域の幼児、⼩学⽣を対象にした暮らしと川を
考える⾃然体験教室事業

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

辻 英之 ⻑野県

38 2018-6112-006 活動Ｂ ⼤河津分⽔通⽔100年キックオフ事業 Love River Net 樋⼝ 勲 新潟県

39 2018-6112-007 活動Ｂ
⾼校⽣環境学習講座 〜アクティブラーニング
により、治⽔、利⽔、環境を多⾯的に捉える〜

埼⽟県⽴総合教育センター江
南⽀所

⾙沼 道浩 埼⽟県

40 2018-6112-008 活動Ｂ 渡良瀬川の河川利⽤推進を考える懇談会
川づくりネットワークきりゅ
う

⼩堀 順 群⾺県

41 2018-6112-009 活動Ｂ 多摩市⽔辺の楽校 多摩市⽔辺の楽校運営協議会 ⻄ 厚 東京都

42 2018-6112-010 活動Ｂ
「⼤和川つけかえの史跡探訪ガイドブック 藤
井寺・松原・堺コース」の編集・発⾏

⼤和川市⺠ネットワーク ⿊⽥ 伊彦 ⼤阪府

43 2018-6112-011 活動Ｂ
釧路川蛇⾏復元区域を対象とした市⺠参加によ
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

44 2018-6112-012 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

45 2018-6112-013 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

46 2018-6112-014 活動Ｂ 第45回利根川研修会 知⽔⽂化研究会 宮村 イサク 東京都

47 2018-6112-015 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

48 2018-6112-016 活動Ｂ
鶴⾒川を活かしたまちづくりのための河川環境
整備ならびに意⾒交換の場づくり

鶴⾒川流域ネットワーキング 岸 由⼆
神奈川

県
49 2018-6112-017 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

50 2018-6112-018 活動Ｂ
⿂類⽣息環境の保全に向けた市⺠参加型河川環
境調査

カワラバン 菅原 正徳 宮城県

51 2018-6112-019 活動Ｂ
川づくりを考え、川の危険を学び、⽔辺で安全
に活動するための「北部九州親⼦⽔辺安全教

⻄⽇本環境ネットワーク 藤⽥  良司 福岡県

52 2018-6112-020 活動Ｂ 川の学校 沖縄⽟⽔ネットワーク ⾼平 兼司 沖縄県

53 2018-6112-021 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 ⻑野県

54 2018-6113-001 活動Ｃ
「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

北海道⿂道研究会 森居 久 北海道

55 2018-6113-002 活動Ｃ
ふるさとを取り戻そう あるべき姿・清流猪名
川を⽬指して

流域ネット猪名川 ⽔⾕ 信彰 兵庫県

56 2018-6113-003 活動Ｃ 釣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 ⽥村 延⾏ 福岡県

57 2018-6113-004 活動Ｃ
「府中市⼦どもの⽔辺」における多摩川河⼝に
ついて学ぼう体験型学習事業

府中⽔辺の楽校運営協議会 川辺 万吉 東京都

58 2018-6113-005 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 ⼒武 廣次 佐賀県

59 2018-6113-006 活動Ｃ
⽻⽥⽔辺の楽校（事務局：多摩川とびはぜ俱楽
部）

⽻⽥⽔辺の楽校（多摩川とび
はぜ倶楽部)

⽚岡 和夫 東京都

60 2018-6113-007 活動Ｃ 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 ⽯盛 信⾏ 佐賀県

61 2018-6113-008 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

62 2018-6113-009 活動Ｃ 桂川流域クリーンネットワーク 桂川流域クリーンネットワーク ⼤⽯ 治 京都府

63 2018-6113-010 活動Ｃ 川に関わるアイヌ⽂化の学びと継承事業 ⼗勝川中流部市⺠協働会議 柳川 久 北海道



平成30年度 河川基⾦助成事業 川づくり団体 採択リスト（4/6）

No. 助成番号 助成区分 助成事業名 所属名 申請者名 都道
府県

64 2018-6113-011 活動Ｃ
多摩川流域の教育者を主対象とした環境教育指
導者育成事業

特定⾮営利活動法⼈多摩川塾 ⼩林 洋⼀
神奈川

県
65 2018-6113-012 活動Ｃ

⽔辺からのまちおこし成果普及のためのワーク
ショップの開催

彼杵おもしろ河川団 池⽥ 健⼀ ⻑崎県

66 2018-6113-013 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

67 2018-6113-014 活動Ｃ
⼤分川・裏川における環境保全・教育・改善活
動を通じた川づくり・⼈づくり

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

68 2018-6113-015 活動Ｃ 余笹川ふれあい事業 余笹川流域連携ネットワーク 稲葉 茂 栃⽊県

69 2018-6113-016 活動Ｃ
宿泊施設との連携・動画コンテンツの活⽤によ
るエコツアーの可能性の拡充・試⾏

林地区⼋ッ場ダム対策委員会 ⼩林 柳⼀ 群⾺県

70 2018-6113-017 活動Ｃ あかさかネイチャーサイエンス教室
ネイチャーサイエンス教室実
⾏委員会

岸本 勝義 岡⼭県

71 2018-6113-018 活動Ｃ 筑後川を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

72 2018-6113-019 活動Ｃ
溜池から段丘崖の湧⽔を集め、天⻯川へ  ⾼
森町江⼾ヶ沢〜天⻯川の豊かな⾃然にかかわる

⾼森町⾃然愛護会 ⼿塚 恒⼈ ⻑野県



平成30年度 河川基⾦助成事業 川づくり団体 採択リスト（5/6）

No. 助成番号 助成事業名 所属名 申請者 都道
府県

助成
期間

1 2018-6321-001 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

2 2018-6321-002 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

3 2018-6321-003 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

4 2018-6321-004
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

5 2018-6321-005
「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

6 2018-6321-006 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

新設川づくり団体【H30年新規採択】



平成30年度 河川基⾦助成事業 川づくり団体 採択リスト（6/6）

No. 助成番号 助成事業名 所属名 申請者 都道
府県

助成
期間

採択年
度

1 2018-6322-001 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⺠会議 中村 ⽞正 福島県 5 H29

2 2018-6322-002
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

⽔・防災機構 鈴⽊ 眞智⼦ 神奈川県 5 H29

3 2018-6322-003
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 ⻄尾 正輝 富⼭県 4 H29

4 2018-6322-004 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

5 2018-6322-005 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

6 2018-6322-006 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 埼⽟県 5 H28

7 2018-6322-007
⾦沢と犀川の将来にとっての多機能的な⾠⺒
⽤⽔のあり⽅

ＮＰＯ法⼈⾠⺒⽤⽔にまなぶ会 ⽟井 信⾏ ⽯川県 5 H28

8 2018-6322-008 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

9 2018-6322-009
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

10 2018-6322-010 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 ⻑野県 5 H27

新設川づくり団体【過年度採択】



平成３０年度 河川基⾦助成事業  学校部⾨ 採択リスト（1/2）

No. 助成番号 助成事業名 所属名 都道府県

1 2018-7111-001 川と触れ合い、⾃然・命の不思議さを感じる事業
学校法⼈ろりぽっぷ学園ろりぽっぷ
幼稚園・保育園

宮城県

2 2018-7111-002 四季の⼩⾙川保育園3 ラ・フェリーチェ保育園 茨城県

3 2018-7111-003 四季折々の川の変化を楽しみながらふるさとの川を⼤切に
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

No. 助成番号 助成事業名 所属名 都道府県

1 2018-7210-001 東名運河の歴史と環境 東松島市⽴宮野森⼩学校 宮城県

2 2018-7210-002 ⼟⿊川調査探検 雲仙市⽴⼟⿊⼩学校 ⻑崎県

3 2018-7210-003 河川環境維持・改善の技術的側⾯に重点を置いた⼯科⾼校
河川教育プログラムの作成

⼤阪府⽴今宮⼯科⾼等学校 ⼤阪府

4 2018-7210-004 飯⼭市⽴⽊島⼩学校 飯⼭市⽴⽊島⼩学校 ⻑野県

5 2018-7210-005 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

No. 助成番号 助成事業名 所属名 都道府県

1 2018-7211-001 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

2 2018-7211-002 真駒内川 ⽔辺の楽校 札幌市⽴真駒内公園⼩学校 北海道

3 2018-7211-003 河川学習教材の開発 奈良県⽴御所実業⾼等学校 奈良県

4 2018-7211-004 流域で捉える安濃川 三重⼤学教育学部附属⼩学校 三重県

5 2018-7211-005 富⽥川博⼠になろう 安来市⽴広瀬⼩学校 島根県

6 2018-7211-006 ⻑良川探検隊 岐⾩県海津市⽴東江⼩学校 岐⾩県

7 2018-7211-007 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

8 2018-7211-008 御船川探検隊 御船町⽴御船⼩学校 熊本県

9 2018-7211-009 ⽔辺の環境調査 津⽥学園⼩学校 三重県

10 2018-7211-010 仙台市⽴北中⼭⼩学校 仙台市⽴北中⼭⼩学校 宮城県

11 2018-7211-011 「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

12 2018-7211-012 ⾃然探求コース 熊本市⽴城南中学校 熊本県

13 2018-7211-013 河川の⽔質と⽔⽣⽣物から⾝近な環境を考える学習 岐⾩市⽴⻑森南中学校 岐⾩県

14 2018-7211-014 野川探検隊 調布市⽴国領⼩学校 東京都

15 2018-7211-015 とびだせ！梨の⾥「⽔」たんけん隊 愛知県安城市⽴梨の⾥⼩学校 愛知県

16 2018-7211-016 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

17 2018-7211-017 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

18 2018-7211-018 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

幼稚園、保育所、認定こども園等

河川教育とりくみ支援 

スタートアップ



平成３０年度 河川基⾦助成事業  学校部⾨ 採択リスト（2/2）

19 2018-7211-019 ザ・瀬野川プロジェクトⅥ 広島市⽴中野東⼩学校 広島県

No. 助成番号 助成事業名 所属名 都道府県

1 2018-7212-001 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

2 2018-7212-002 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

3 2018-7212-003 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

4 2018-7212-004 「多摩川から学ぶ活動」 指導計画の研究 ⼤⽥区⽴嶺町⼩学校 東京都

5 2018-7212-005 地域の特性を活かした河川学習の構想 佐川町⽴⿊岩⼩学校 ⾼知県

6 2018-7212-006 ⽊曽三川⼦ども狂⾔ 海津市⽴海⻄⼩学校 岐⾩県

7 2018-7212-007 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

8 2018-7212-008 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

9 2018-7212-009 私たちの利根川再発⾒ ⽻⽣市⽴村君⼩学校 埼⽟県

10 2018-7212-010 わが街⼆⼦⽟川の⾃然を学ぼう 世⽥⾕区⽴⼆⼦⽟川⼩学校 東京都

11 2018-7212-011 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

12 2018-7212-012 「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

13 2018-7212-013 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

14 2018-7212-014 体験的な学習を通して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

No. 助成番号 助成事業名 所属名 都道府県

1 2018-7221-001 ⼤阪の河川でつながる⼩・中・⾼等学校の絆プロジェクト
学校法⼈ ⼤阪初芝学園 はつしば
学園⼩学校

⼤阪府

アドバンス

河川教育に関する実践的研究 （全校体制での取り組みが対象）
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