
種別 名称

01 14 7 01-14-001 北海道 標津町 標津川子どもの水辺協議会 標津川 標津川 教育委員会 標津町教育委員会 × -
国土交通省・都

道府県

01 14 11 01-14-002 北海道 雨竜郡沼田町 沼田町雨竜川楽しい水辺協議会 石狩川 雨竜川 役場 沼田町役場地域振興課 ○ https://yahoo.jp/16-oHrx 国土交通省

01 13 - 01-13-003 北海道 壮瞥町 壮瞥川子どもの水辺 長流川 壮瞥川　瀧之町地区 教育委員会 壮瞥町教育委員会 ○ https://yahoo.jp/e-aDXn 都道府県

01 14 12 01-14-004 北海道 枝幸郡歌登町 ペンケナイ川水辺の楽校 北見幌別川 ペンケナイ川 役場 歌登町企画振興課 ○ https://yahoo.jp/g-cZ5bu 都道府県

01 14 12 01-14-005 北海道 清水町 十勝川熊牛地区水辺の楽校 十勝川 十勝川 役場 清水町土木耕地課 ○ https://yahoo.jp/dl2Ffrb 国土交通省

01 14 12 01-14-006 北海道 帯広市 札内川大正水辺の楽校 十勝川 札内川 市役所 帯広市建設部管理課 ○ https://yahoo.jp/hPzYjm 国土交通省

01 14 12 01-14-007 北海道 帯広市 札内川光南水辺の楽校 十勝川 札内川 市役所 帯広市建設部管理課 ○ https://yahoo.jp/jM6N5Cv 国土交通省

01 14 12 01-14-008 北海道 池田町 利別川水辺の楽校 十勝川 利別川 役場 池田町建設課 ○ https://yahoo.jp/NzcLd9 国土交通省

01 14 12 01-14-009 北海道 音更町 音更川水辺の楽校 十勝川 音更川 役場 音更町建設部道路公園課 ○ https://yahoo.jp/V14z7d 国土交通省

01 13 - 01-13-010 北海道 小樽市 小樽市子どもの水辺協議会 蘭島川 蘭島川　蘭島・忍路地区 市民団体 ＮＰＯ法人　自然教育促進会 ○ https://yahoo.jp/nG2GkB 都道府県

01 13 - 01-13-011 北海道 小樽市 小樽市子どもの水辺協議会 勝納川 勝納川　中央地区 市民団体 ＮＰＯ法人　自然教育促進会 ○ https://yahoo.jp/LIOo38O 都道府県

01 13 - 01-13-012 北海道 小樽市 小樽市子どもの水辺協議会 朝里川 朝里川　朝里川地区 市民団体 ＮＰＯ法人　自然教育促進会 ○ https://yahoo.jp/ceSp-o 都道府県

01 13 - 01-13-013 北海道 北竜町（雨竜郡） 恵岱別川子どもの水辺協議会 石狩川 恵岱別川　和地区 町役場 北竜町商工会青年部 ○ https://yahoo.jp/_c4OMx 都道府県

01 14 1 01-14-014 北海道 札幌市 真駒内川　水辺の楽校 石狩川 真駒内川 市民団体 真駒内川　水辺の楽校 ○ https://yahoo.jp/sfemUE 都道府県

01 14 1 01-14-015 北海道 沙流郡日高町 沙流川わんぱく探検隊 沙流川 沙流川 教育委員会 日高町教育委員会 ○ https://yahoo.jp/2Jjjqp 都道府県

01 14 1 01-14-016 北海道 虻田郡喜茂別町 「水の郷きもべつ水辺の楽校」連絡協議会 尻別川 尻別川 教育委員会 喜茂別町教育委員会 ○ https://yahoo.jp/XLGb27 都道府県

01 14 1 01-14-017 北海道 上ノ国町（檜山郡） 天野川　子どもの水辺 天野川 天野川 教育委員会 上ノ国町教育委員会事務局 生涯学習・文化財グループ ○ https://yahoo.jp/XJx9DC 都道府県

01 14 1 01-14-018 北海道 厚真町 厚真川　水辺の楽校 厚真川 厚真川 教育委員会 厚真町教育委員会　学校管理課学校管理係 ○ https://yahoo.jp/5bLIzj 都道府県

01 14 1 01-14-019 北海道 苫前郡苫前町 古丹別川水辺の楽校 古丹別川 古丹別川 教育委員会 苫前町教育委員会 ○ https://yahoo.jp/oEJ90E 都道府県

01 14 1 01-14-020 北海道 余市郡余市町 ヌッチ川水辺の楽校推進協議会（仮称） ヌッチ川 ヌッチ川 役場 余市町建設水道部都市建設課　特別事業対策室 ○ https://yahoo.jp/sg5U83 都道府県

01 14 1 01-14-021 北海道 初山別川 初山別川水辺の楽校 初山別川 初山別川 教育委員会 初山別村教育委員会 ○ https://yahoo.jp/njyLRs 都道府県

01 14 2 01-14-022 北海道 標茶町 しべちゃ　子どもの水辺協議会 釧路川 釧路川 町役場 標茶町役場 ○ https://yahoo.jp/brXrcvt 国土交通省

01 16 11 01-16-023 北海道 恵庭市 漁川子どもの水辺　 石狩川 漁川 市民団体 ＮＰＯ法人 水環境北海道 ○ https://yahoo.jp/rXvtXk 都道府県

01 16 2 01-16-024 北海道 余市郡仁木町  銀山子どもの水辺「蛍ステーション」 余市川 ポンマカナイ川 銀山地区 市民団体 NPO法人 銀山さわやか福祉NPO ○ https://yahoo.jp/hfYlwO 都道府県

01 16 2 01-16-025 北海道 帯広市 伏古別川水辺の楽校 十勝川 伏古別川 市役所 帯広市建設部管理課 ○ https://yahoo.jp/FAzLfr 都道府県

01 16 2 01-16-026 北海道 帯広市 ウツベツ川水辺の楽校 　 十勝川 ウツベツ川 市役所 帯広市建設部管理課 ○ https://yahoo.jp/9KYxlR 都道府県

01 16 2 01-16-027 北海道 帯広市 帯広川水辺の楽校 十勝川 帯広川 市役所 帯広市建設部管理課 ○ https://yahoo.jp/y5QkEo 都道府県

01 16 2 01-16-028 北海道 帯広市 売買川水辺の楽校 　 十勝川 売買川 市役所 帯広市建設部管理課 ○ https://yahoo.jp/E_wyZb 都道府県

01 16 2 01-16-029 北海道 帯広市 柏林台川水辺の楽校 　 十勝川 柏林台川 市役所 帯広市建設部管理課 ○ https://yahoo.jp/W920Lq 都道府県

01 17 4 01-17-030 北海道 旭川市 ながやま子どもの水辺協議会 石狩川 永山新川 河川管理者 旭川開発建設部  治水課 ○ https://yahoo.jp/5rQ1-Z 国土交通省

01 17 7 01-17-031 北海道 幕別町 途別川水辺の楽校 十勝川 途別川 役場 幕別町建設部土木課 ○ https://yahoo.jp/hv_izX 都道府県

01 17 9 01-17-032 北海道 砂川市 砂川子どもの水辺 石狩川
パンケ歌志内川、砂川遊
水地

市民団体 ＮＰＯ法人オアシス ○ https://yahoo.jp/fm42He 国土交通省

01 18 4 01-18-033 北海道 旭川市 あさひばし子どもの水辺 石狩川 石狩川、牛朱別川 河川管理者 旭川開発建設部  治水課 ○ https://yahoo.jp/LYm7gr 国土交通省

01 19 - 01-19-034 北海道 札幌市 白石区 望月寒ふれあいの水辺 石狩川 望月寒川　白石区 河川管理者 北海道札幌土木現業所 事業課 ○ https://yahoo.jp/hswJJF 都道府県

01 21 6 01-21-035 北海道 室蘭市 知利別川子どもの水辺 知利別川 知利別川 市民団体 NPO法人河川環境センター　知利別川を愛する会 ○ https://yahoo.jp/vKF2y2 都道府県

01 21 2 01-21-036 北海道 旭川市 かむい子どもの水辺 石狩川 美瑛川 河川管理者 旭川開発建設部  治水課 ○ https://yahoo.jp/OSvNGS 国土交通省

01 21 3 01-21-037 北海道 帯広市 帯広川伏古地区子どもの水辺 十勝川 帯広川 市民団体 帯広川で遊ぶ会 ○ https://yahoo.jp/OTEFtF 都道府県
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01 22 9 01-22-038 北海道 帯広市 十勝川相生中島子どもの水辺 十勝川 十勝川 市民団体
十勝川中流部市民協働会議 事務局（十勝川インフォメーションセン
ター）

○ https://yahoo.jp/ximsPs 国土交通省

01 23 4 01-23-039 北海道 滝川市 たきかわ子ども水辺協議会 石狩川 石狩川・空知川 市民団体 NPO法人まち・川づくりサポートセンター ○ https://yahoo.jp/IHiJge 国土交通省

01 25 2 01-25-040 北海道 旭川市 あさひかわ子どもの水辺 石狩川 石狩川 市役所 旭川市土木部公園みどり課 ○ https://yahoo.jp/3y5XiW 国土交通省

02 14 12 02-14-001 青森県 三戸郡　南郷村 南郷村水辺の楽校推進協議会 新井田川 新井田川 役場 南郷村役場　建設課 × - 都道府県

02 15 3 02-15-002 青森県 岩木町（中津軽郡） 茜の夕陽 水辺楽校 岩木川 岩木川 役場 岩木町役場建設課 ○ https://yahoo.jp/hQLcmr 国土交通省

02 17 8 02-17-003 青森県 北津軽郡鶴田町 鶴田町子どもの水辺 岩木川 岩木川 教育委員会 教育委員会 鶴田町公民館 ○ https://yahoo.jp/7miAtR 国土交通省

02 18 8 02-18-004 青森県 八戸市 ピチャピチャランド 馬淵川 馬淵川　八戸地区 市民団体 特定非営利活動法人　水辺の楽校まべち ○ https://yahoo.jp/5162_S 国土交通省

03 16 1 03-16-001 岩手県 江刺市 江刺北上川子ども水辺協議会（仮称） 北上川 北上川　江刺地区 市役所 江刺市土木課 ○ https://yahoo.jp/c8gmK6 国土交通省

04 14 12 04-14-001 宮城県 志田郡松山町 下伊場野水辺の楽校運営協議会 鳴瀬川 鳴瀬川 市役所 大崎市　松山総合支所　産業建設課　建設担当 ○ https://yahoo.jp/vT9IYt 国土交通省

04 15 10 04-15-002 宮城県 豊里町（登米郡） 水の里・豊里っ子のわくわく水辺（仮称） 北上川 旧北上川 市役所 登米市　建設部　都市計画課 ○ https://yahoo.jp/NtVXeY 国土交通省

04 16 2 04-16-003 宮城県 小牛田町（遠田郡）
 グリーンアドベンチャークラブふるさと・自
然探検隊

北上川,鳴瀬川 江合川,鳴瀬川 教育委員会 美里町教育委員会　生涯学習課 ○ https://yahoo.jp/LYTTQq 国土交通省

05 14 3 05-14-001 秋田県 湯沢市 湯沢地区子どもの水辺 雄物川 雄物川 教育委員会 湯沢市教育委員会 ○ https://yahoo.jp/rUeKx6 国土交通省

05 15 5 05-15-002 秋田県 由利本荘市 子吉川（西滝沢小学校周辺） 子吉川 子吉川 町役場 企画商工課 ○ https://yahoo.jp/OCDEMX 国土交通省

05 16 8 05-16-003 秋田県 大仙市 大曲地区子どもの水辺 雄物川 玉川　松倉地区 教育委員会 大曲市教育委員会 ○ https://yahoo.jp/TGl928 国土交通省

05 13 - 05-13-004 秋田県 由利本荘市 - 子吉川 子吉川 教育委員会 本荘市教育委員会 - - 不明

06 14 2 06-14-001 山形県 米沢市
元気な子どもみんなでふれあう窪田水辺
の楽校

最上川 最上川 市役所 窪田公民館 ○ https://yahoo.jp/qBeWDM 国土交通省

06 15 1 06-15-002 山形県 高畠町 糠野目地区水辺の楽校 最上川 最上川 教育委員会 高畠町教育委員会　社会教育課生涯学習館 ○ https://yahoo.jp/OSnzs9 国土交通省

06 12 - 06-12-003 山形県 長井市 - 最上川 置賜白川 教育委員会 長井市教育委員会　生涯学習課 - - 不明

06 12 - 06-12-004 山形県 立川町 - 最上川 立谷沢川 市町村 立川町農林建設課 - - 国土交通省

06 12 - 06-12-005 山形県 酒田市 酒田市最上川スワンパーク 最上川 最上川 市町村 酒田市土木課 - - 国土交通省

06 12 - 06-12-006 山形県 酒田市 酒田市最上川落野目地区 最上川 最上川 市町村 酒田市土木課 - - 国土交通省

06 13 - 06-13-007 山形県 天童市 - 最上川
蜂谷川
正法寺川

市町村 干布地区公民館 - - 不明

07 14 11 07-14-001 福島県 福島市 渡利水辺の楽校 阿武隈川 阿武隈川 市役所 水辺の会渡利事務局（福島市河川課渡利支所内） ○ https://yahoo.jp/KEM1HC 国土交通省

08 14 12 08-14-001 茨城県 古河市 わたらせ水辺の楽校 利根川 渡良瀬川 教育委員会 生涯学習課 ○ https://yahoo.jp/S5s1n8 国土交通省

08 14 12 08-14-002 茨城県 下妻市
千代川村水辺の楽校推進協議会（青龍楽
校）

利根川 鬼怒川 市町村 下妻市役所　生涯学習課 ○ https://yahoo.jp/rLMZQc 国土交通省

08 15 7 08-15-003 茨城県 取手市 藤代町 総合公園 利根川 小貝川 市民団体 NPO小貝川プロジェクト21 ○ https://yahoo.jp/idv6lu 国土交通省

08 15 9 08-15-004 茨城県 稲敷市 霞ヶ浦ふれあい和田岬 霞ヶ浦 霞ヶ浦 教育委員会 桜川村教育委員会 ○ https://yahoo.jp/M46dyC 国土交通省

08 15 3 08-15-005 茨城県 水戸市 桜川・逆川・沢渡川子どもの水辺協議会 那珂川 桜川・逆川・沢渡川 河川管理者 水戸市建設部河川課 ○ https://yahoo.jp/YDArdQ 市町村

09 14 12 09-14-001 栃木県 栃木市 寺尾ふれあい水辺の広場 利根川 永野川 市民団体 寺尾ふれあい水辺の広場　協議会 ○ https://yahoo.jp/F0eYMt 都道府県

09 14 3 09-14-002 栃木県 芳賀郡二宮町
川に出かけよう、水中探検・マイ・チャレン
ジ

利根川 鬼怒川 市民団体 にのみや河川愛護ボランティアグループ ○ https://yahoo.jp/R_Rjqx 国土交通省

09 15 11 09-15-003 栃木県 宇都宮市 きよはら水辺の楽校 利根川 鬼怒川　清原地区 市民団体 桑島自治会 ○ https://yahoo.jp/mL08BU 国土交通省

09 17 12 09-17-004 栃木県 野木町（下都賀郡） のぎ水辺の楽校 利根川 思川 役場 野木町　下水道課 ○ https://yahoo.jp/iv_1mj 国土交通省

10 14 12 10-14-001 群馬県 川場村（利根郡） 桜川水辺の楽校 利根川 桜川 役場 利根郡川場村 ○ https://yahoo.jp/tHbjpP 都道府県

10 16 10 10-16-004 群馬県 桐生市 桐生川子どもの水辺 利根川 桐生川 市民団体 川づくりネットワーク　きりゅう ○ https://yahoo.jp/JpCJfh 国土交通省

10 18 12 10-18-005 群馬県 藤岡市 かんな川子どもの水辺 利根川 神流川 河川管理者 国土交通省 高崎河川国道事務所 ○ https://yahoo.jp/BJ7X4f 国土交通省

11 16 10 11-16-001 埼玉県 飯能市 加治地区水辺楽校準備会 荒川 入間川　加治 市民団体 加治地区まちづくり推進委員会 ○ https://yahoo.jp/O8iNEM 都道府県

11 20 11 11-20-002 埼玉県 川口市 川口市荒川町・水辺の楽校 荒川 荒川 指定管理者 川口市公園緑地公社 ○ https://yahoo.jp/yp3u6o 国土交通省

11 22 1 11-22-003 埼玉県 八潮市 中川やしお子どもの水辺 利根川 中川 市役所 八潮市 市民活力推進部（商工観光課） ○ https://yahoo.jp/TvzS87 国土交通省

12 13 - 12-13-001 千葉県 横芝光町 栗山川ふれあいの水辺 栗山川 栗山川 教育委員会 横芝光町教育委員会 ○ https://yahoo.jp/gVr2Kk 都道府県
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12 13 - 12-13-002 千葉県 横芝光町 栗山川わくわく子ども水辺 栗山川 栗山川 教育委員会 横芝光町教育委員会 ○ https://yahoo.jp/d8mASd 都道府県

12 15 5 12-15-003 千葉県 香取市 小野川子どもの水辺 利根川 小野川 市役所 香取市建設経済部 ○ https://yahoo.jp/JJKdyL 都道府県

13 14 11 13-14-001 東京都 葛飾区 西水元水辺の楽校 利根川 中川 区役所 葛飾区都市整備部公園課 ○ https://yahoo.jp/dfIMvE 国土交通省

13 14 12 13-14-002 東京都 江戸川区 下平井水辺の楽校 荒川 荒川 市民団体 中土手に自然を戻す市民の会 ○ https://yahoo.jp/phYp9zm 国土交通省

13 14 3 13-14-003 東京都 府中市 もっと知ろう、楽しもう多摩川 多摩川 多摩川 学校 府中市立四谷小学校 ○ https://yahoo.jp/hh2Xks 国土交通省

13 15 2 13-15-004 東京都 福生市 福生子どもの水辺 多摩川 多摩川 市役所 福生市生活環境部環境課 ○ https://yahoo.jp/Rvy9Aq 国土交通省

13 15 2 13-15-005 東京都 府中市 府中市子どもの水辺 多摩川 多摩川 市民団体 府中水辺の楽校運営協議会　会長 ○ https://yahoo.jp/GK5BuW 国土交通省

13 16 8 13-16-006 東京都 町田市 「境川・鶴間子どもの水辺協議会」 境川 境川　鶴間 市民団体 NPO法人境川緑のルネッサンス ○ https://yahoo.jp/szQhVLj 都道府県

13 16 8 13-16-007 東京都 あきる野市 平井川こどもの水辺 多摩川 平井川 市民団体 川原で遊ぼう会 ○ https://yahoo.jp/neRtIK 都道府県

13 16 10 13-16-008 東京都 東村山市 WAKUWAKUひろば 荒川 空堀川 市民団体 NPO法人　空堀川清流を取り戻す会 ○ https://yahoo.jp/mOYwt8 都道府県

13 16 11 13-16-009 東京都 世田谷区 せたがや水辺の楽校 多摩川 多摩川 市民団体 せたがや水辺の楽校連絡会 ○ https://yahoo.jp/nyFIkJ 国土交通省

13 16 2 13-16-010 東京都 日野市 浅川潤徳水辺の楽校 多摩川 浅川 市役所 環境共生部　緑と清流課 ○ https://yahoo.jp/4qBOlL 国土交通省

13 16 2 13-16-011 東京都 稲城市 いなぎ水辺の楽校 多摩川 多摩川 市役所 稲城市役所都市建設部緑と建設課緑と水係 ○ https://yahoo.jp/5VTSk1 国土交通省

13 17 4 13-17-012 東京都 大島町 北の山川 - 北の山川 市民団体 NPO法人フリースクールまいまい ○ https://yahoo.jp/3TUs5y 市町村

13 17 8 13-17-013 東京都 狛江市 狛江水辺の楽校 多摩川 多摩川 市役所 狛江市環境改善課 ○ https://yahoo.jp/KDFNOB 国土交通省

13 17 11 13-17-014 東京都 青梅市 霞川子どもの水辺 荒川 霞川 市民団体 霞川くらしの楽校 ○ https://yahoo.jp/gY1k2J 都道府県

13 17 12 13-17-015 東京都 北区 北区・子どもの水辺 荒川 荒川 区役所 北区まちづくり部道路公園課 ○ https://yahoo.jp/IwUddQ 国土交通省

13 17 12 13-17-016 東京都 江戸川区 『えどがわ‐子どもの水辺連絡協議会』～え
どがわ子どもの水辺vol.1－“えどがわ－南坂”～

利根川 江戸川 市民団体 ～えどがわ自遊楽校～　みずとみどりの寺子屋 ○ https://yahoo.jp/9Tmvg5 国土交通省

13 18 7 13-18-017 東京都 八王子市 八王子浅川子どもの水辺 多摩川 浅川 市民団体 中央地区環境市民会議 ○ https://yahoo.jp/bLxSQG 国土交通省

13 20 4 13-20-018 東京都 調布市 調布子どもの水辺協議会 多摩川 多摩川 市民団体 調布の自然学習ボランティア ○ https://yahoo.jp/PYkCCh 国土交通省

13 20 6 13-20-019 東京都 多摩市 多摩市子どもの水辺協議会 多摩川 多摩川 市役所 多摩市都市環境部みどりと環境課 ○ https://yahoo.jp/pMNdxl 国土交通省

13 20 2 13-20-020 東京都 立川市 たちかわ水辺の楽校 多摩川 残堀川 市民団体 たちかわかんきょう市民の会 ○ https://yahoo.jp/ZTcRXM 国土交通省

13 23 2 13-23-021 東京都 青梅市 おうめ水辺の楽校 多摩川 多摩川 市役所 青梅市役所環境政策課 ○ https://yahoo.jp/YEOgex 国土交通省

13 25 8 13-25-022 東京都 大田区 うのき水辺の楽校 多摩川 多摩川 市民団体 嶺町体育会 ○ https://yahoo.jp/IM4V7U 国土交通省

13 25 9 13-25-023 東京都 大田区 羽田水辺の楽校 多摩川 多摩川 市民団体 多摩川とびはぜ倶楽部 ○ https://yahoo.jp/8rBFMF 国土交通省

13 30 10 13-30-024 東京都 大田区 やぐちのわたし水辺の楽校 多摩川 多摩川 市民団体 矢口三丁目環境保全会（水辺の楽校開校準備室） ○ https://yahoo.jp/n1hBgR 国土交通省

14 14 1 14-14-001 神奈川県 川崎市 かわさき水辺の楽校 多摩川 多摩川 市民団体 かわさき水辺の楽校協議会 ○ https://yahoo.jp/d5UWui 国土交通省

14 14 1 14-14-002 神奈川県 川崎市 とどろき水辺の楽校 多摩川 多摩川 市民団体 とどろき水辺の楽校協議会 ○ https://yahoo.jp/YHVqHU 国土交通省

14 15 8 14-15-003 神奈川県 大和市 引地川・下福田子どもの水辺協議会 引地川 引地川 市役所 環境部水と緑課 ○ https://yahoo.jp/U4Q2CB 都道府県

14 18 8 14-18-004 神奈川県 横浜市金沢区 ふるさと侍従川 侍従川 侍従川　六浦 市民団体 ふるさと侍従川親しむ会 ○ https://yahoo.jp/9xHj3R 都道府県

14 20 3 14-20-005 神奈川県 横浜市 鶴見川流域子どもの水辺・綱島 鶴見川 鶴見川 河川管理者 国土交通省京浜河川事務所河川環境課 ○ https://yahoo.jp/sj3MYV 国土交通省

14 20 3 14-20-006 神奈川県 横浜市 鶴見川流域子どもの水辺・新羽 鶴見川 鶴見川 河川管理者 国土交通省京浜河川事務所河川環境課 ○ https://yahoo.jp/qHvmS0 国土交通省

14 20 3 14-20-007 神奈川県 横浜市 鶴見川流域子どもの水辺・新横浜・小机 鶴見川 鶴見川 河川管理者 国土交通省京浜河川事務所河川環境課 ○ https://yahoo.jp/-A5j2K 国土交通省

14 22 8 14-22-008 神奈川県 川崎市 だいし水辺の楽校 多摩川 多摩川 市役所 川崎市建設緑政局緑政部多摩川施策推進課 ○ https://yahoo.jp/5uMGlB 国土交通省

14 26 7 14-26-009 神奈川県 平塚市 馬入水辺の楽校 相模川 相模川 市民団体 馬入水辺の楽校の会 ○ https://yahoo.jp/aNzaoz 国土交通省

19 14 12 19-14-001 山梨県 笛吹市 渋川を守る会 富士川 渋川 河川管理者 山梨県峡東振興局石和建設部 ○ https://yahoo.jp/Px4PM2 都道府県

19 14 2 19-14-002 山梨県 北都留郡小菅村 多摩川源流探検隊 多摩川 小菅川源流 役場 多摩川源流研究所 ○ https://yahoo.jp/ShOo0Z 都道府県

19 16 7 19-16-003 山梨県 中央市 田富町自然体験クラブ 富士川 富士川 ＮＰＯ法人 子ども自然体験クラブエヴォルブ × - 国土交通省

19 12 - 19-12-004 山梨県 北杜市 - - 衣川　西姥神堰 教育委員会 大泉村教育委員会 - - 不明
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19 26 11 19-26-005 山梨県 笛吹市 笛吹川子どもの水辺 富士川 笛吹川 市役所 産業観光部 観光商工課 ○ https://yahoo.jp/e-7N2Nx 国土交通省

20 14 12 20-14-001 長野県 牟礼村（上水内郡） むれにし・さわがに楽校（仮称） 鳥居川 前川 教育委員会 牟礼村教育委員会総務教育課 ○ https://yahoo.jp/CeyCkl 市町村

20 14 2 20-14-002 長野県 松本市 四賀「水辺の楽校」 信濃川 岩井堂沢 市役所 松本市役所 四賀支所　ゆうきの里づくり課 ○ https://yahoo.jp/NlO39m 都道府県

20 14 3 20-14-003 長野県 木曽郡楢川村 奈良井川子どもの水辺 信濃川 奈良井川 教育委員会 楢川村教育委員会 ○ https://yahoo.jp/XTlWGx 都道府県

20 16 9 20-16-004 長野県 豊丘村（下伊那郡） 河野地区水辺の楽校 天竜川 天竜川　河野地区 教育委員会 豊丘村教育委員会 ○ https://yahoo.jp/95EDrG 国土交通省

20 16 9 20-16-005 長野県 飯田市 天竜川水辺の楽校いいだ 天竜川 天竜川　飯田地区 財団法人 財団法人天竜川環境整備公社 ○ https://yahoo.jp/M5qSmo 国土交通省

20 12 - 20-12-006 長野県 長野市 - 信濃川 樋ノ口沢（犀川） 役場 大岡村建設部建設水道係 - - 国土交通省

20 12 - 20-12-007 長野県 泰阜村 - 天竜川 天竜川　泰阜地区 教育委員会 泰阜村教育委員会生涯学習係 - - 国土交通省

20 13 - 20-13-008 長野県 上田市 - 信濃川 千曲川 教育委員会 上田市教育委員会 - - 国土交通省

20 16 11 20-16-009 長野県 大鹿村 大河原 天竜川 小渋川 役場 大鹿村役場産業建設課 ○ https://yahoo.jp/Hq9fqB 国土交通省

20 16 1 20-16-010 長野県 安曇野市 明科子どもの水辺 信濃川 犀川　御宝田 市民団体 自然体験交流センター ○ https://yahoo.jp/AAWVZQ 国土交通省

20 17 10 20-17-011 長野県 松川町（下伊那郡） 片桐松川水辺連絡協議会 天竜川 松川 市民団体 川会議 ○ https://yahoo.jp/KPScAv 都道府県

20 17 11 20-17-012 長野県 売木村 うるぎ水辺の自然ランド 天竜川 売木川 青少年団体 （財）育てる会売木学園 ○ https://yahoo.jp/zbnzJX 都道府県

20 17 1 20-17-013 長野県 波田町 梓川子どもの水辺 信濃川 梓川 市民団体 NPO法人　えんどっこ ○ https://yahoo.jp/2E381l 国土交通省

20 18 12 20-18-014 長野県 千曲市
千曲市水辺の楽校「千曲川遊学パラダイ
ス」

信濃川 千曲川 市役所 千曲市企画部 ○ https://yahoo.jp/-YKETp 国土交通省

20 18 3 20-18-015 長野県 諏訪市 しがっ子クラブ「上川探険」 天竜川 上川 市民団体 しがっ子クラブ ○ https://yahoo.jp/Ktn29X 都道府県

20 23 1 20-23-016 長野県 駒ケ根市 天竜川水辺の楽校連絡協議会 天竜川 新宮川 市役所 駒ケ根市まちづくり推進部　都市整備課 ○ https://yahoo.jp/KVWHinF 国土交通省

15 14 12 15-14-001 新潟県 上越市 関川子どもの水辺（仮称） 関川 関川 市役所 上越市都市整備部河川港湾課 ○ https://yahoo.jp/GGXsI2 国土交通省

15 14 12 15-14-002 新潟県 十日町市 水辺の楽校　つまりっ子ひろば 信濃川 信濃川 市役所 十日町市建設課　克雪利雪対策室 ○ https://yahoo.jp/hgWYI1 国土交通省

15 13 - 15-13-003 新潟県 新潟市 福島潟 - 福島潟 教育委員会 豊栄市文化振興課生涯学習室 ○ https://yahoo.jp/Spglmb 都道府県

15 13 - 15-13-004 新潟県 佐渡市 - - 小倉川地区 教育委員会 畑野町教育委員会 - - 不明

15 13 - 15-13-005 新潟県 佐渡市 - - 河内川地区 教育委員会 畑野町教育委員会 - - 不明

15 16 10 15-16-006 新潟県 阿賀野市 大和小学校 水辺探検隊（仮称） 阿賀野川 阿賀野川 学校 阿賀野市立 大和小学校 ○ https://yahoo.jp/tuyoVu9 国土交通省

15 17 10 15-17-007 新潟県 燕市 大曲河川公園 信濃川 中ノ口川 教育委員会 燕市こども体験活動支援センター ○ https://yahoo.jp/Uh6E9f 国土交通省

16 14 12 16-14-001 富山県 新湊市 庄川水辺の楽校 庄川 庄川 市役所 新湊市産業建設部都市開発課 ○ https://yahoo.jp/mWrPc9 国土交通省

16 14 1 16-14-002 富山県 黒部市 吉田川水辺の楽校 吉田川 吉田川 市役所 黒部市建設部建設課 ○ https://yahoo.jp/1XYTXN 都道府県

16 17 6 16-17-003 富山県 氷見市 谷屋地区地すべり学習空間 上庄川 小沼川  谷屋地区 市役所 氷見市建設部建設課 建設課 ○ https://yahoo.jp/ASg-VY 都道府県

17 石川県'

21 14 12 21-14-001 岐阜県 瑞浪市 土岐川自然ふれあい広場 庄内川 土岐川 市役所 瑞浪市建設水道部土木課 ○ https://yahoo.jp/5cD14r 都道府県

21 14 12 21-14-002 岐阜県 中津川市 壁沢川水辺の楽校 木曽川 壁沢川 役場 川上村役場　建設課 ○ https://yahoo.jp/RkwdW5 都道府県

21 14 12 21-14-003 岐阜県 岐阜市 戸石川水辺の楽校 木曽川 戸石川 河川管理者 岐阜市土木部河川課 ○ https://yahoo.jp/JNxEX8 市町村

21 14 12 21-14-004 岐阜県 多治見市 多治見市土岐川観察館 庄内川 土岐川 市役所 多治見市建設部建設総務課 ○ https://yahoo.jp/tMal5s 国土交通省

21 16 9 21-16-005 岐阜県 瑞穂市・大垣市 犀川子どもの水辺 木曽川 犀川　犀川地区 市役所 瑞穂市　都市開発課 ○ https://yahoo.jp/o0IU_1 国土交通省

21 16 9 21-16-006 岐阜県 安八郡輪之内町 輪之内町子どもの水辺 木曽川 長良川 河川管理者 輪之内町総務課 ○ https://yahoo.jp/6hK7qq 国土交通省

21 12 - 21-12-007 岐阜県 可児市 - - 可児川 河川管理者 岐阜県可茂建設事務所 - - 不明

21 16 3 21-16-008 岐阜県 岐阜市 ながら川にいこまい会 木曽川 長良川　 長良川雄総地区 市民団体 特定非営利活動法人　長良川環境レンジャー協会 ○ https://yahoo.jp/UZkT5o 国土交通省

22 14 12 22-14-001 静岡県 静岡市　牛妻・油山 安倍川中流域 子どもの水辺 安倍川 安倍川 市役所 静岡市建設部河川課 ○ https://yahoo.jp/gL_zS3 国土交通省

22 12 - 22-12-002 静岡県 天竜市　熊 くんま水車の里地区 天竜川 阿多古川 河川管理者 天竜土木事務所 - - 不明

22 12 - 22-12-003 静岡県 天竜市　熊 熊平水辺の里地区 天竜川 阿多古川 河川管理者 天竜土木事務所 - - 不明
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22 12 - 22-12-004 静岡県 天竜市　熊 くんまホタルの里地区 天竜川
西阿多古川
六郎沢川

河川管理者 天竜土木事務所 - - 不明

22 16 2 22-16-005 静岡県 伊豆市 天城こどもの水辺 狩野川 長野川　市山地区 エコクラブ わんぱく文庫エコくらぶ ○ https://yahoo.jp/dxqb69 国土交通省

22 18 9 22-18-006 静岡県 浜松市 天竜川いきいき体験隊 天竜川 天竜川　河輪･芳川地区 市民団体 天竜川・県排をきれいにする会 ○ https://yahoo.jp/oGBgjF 国土交通省

22 18 12 22-18-007 静岡県 富士宮市 沼久保子どもの水辺 富士川 富士川 市役所 富士宮市河川課 ○ https://yahoo.jp/grpyqe 国土交通省

22 18 12 22-18-008 静岡県 静岡市 しもかわはら「子どもの水辺」 安倍川 安倍川 市民団体 安倍川親水公園愛護会 ○ https://yahoo.jp/NGbJZp 国土交通省

22 22 10 22-22-009 静岡県 牧之原市 まきのはら子どもの水辺 勝間田川 勝間田川 エコクラブ まきのはら水辺の楽校 ○ https://yahoo.jp/b4w2fv 都道府県

22 30 6 22-30-010 静岡県 藤枝市 瀬戸川子どもの水辺 瀬戸川水系 瀬戸川 河川管理者 静岡県島田土木事務所 ○ https://yahoo.jp/_85aPh 都道府県

23 14 12 23-14-001 愛知県 岡崎市 矢作川子どもの水辺 矢作川 矢作川 市役所 岡崎市土木建設部河川課 ○ https://yahoo.jp/53Wmv7 国土交通省

23 13 - 23-13-002 愛知県 津具村 つぐっ子の水辺 天竜川 大入川 市町村 津具村経済土木課 ○ https://yahoo.jp/BbBPxL 都道府県

23 14 1 23-14-003 愛知県 豊田市 矢作川の水辺 矢作川
矢作川・太田川・五六川・
山田川

市役所 豊田市建設部河川課 ○ https://yahoo.jp/hM5iwh 都道府県

23 15 8 23-15-004 愛知県 豊橋市 朝倉川流域｢子どもの水辺｣ 豊川 朝倉川 市民団体 特定非営利活動法人朝倉川育水フォーラム ○ https://yahoo.jp/XQITMU 都道府県

23 15 1 23-15-005 愛知県 海部郡大治町 大治町子どもの水辺 庄内川 庄内川 市役所 大治町役場福祉部衛生課 ○ https://yahoo.jp/yVwcqu 国土交通省

23 15 3 23-15-006 愛知県 岡崎市 額田子どもの水辺協議会 矢作川 乙川 市役所 岡崎市土木建設部河川課 ○ https://yahoo.jp/4gAV3y 都道府県

23 16 3 23-16-007 愛知県 名古屋市　天白区 名古屋市天白区水辺協議会 天白川 天白川･植田川 区役所 名古屋市天白区役所まちづくり推進部地域振興課 ○ https://yahoo.jp/H3q05e 国土交通省

23 16 3 23-16-008 愛知県 名古屋市 引山子どもの水辺 庄内川 香流川 名東区・引山学区 市民団体 引山学区連絡協議会 ○ https://yahoo.jp/_6wwcn 国土交通省

23 18 10 23-18-009 愛知県 名古屋市 矢田川子どもの水辺 庄内川 矢田川 市民団体 矢田庄内川をきれいにする会 ○ https://yahoo.jp/ws1BQB 国土交通省

23 20 12 23-20-009 愛知県 春日井市 春日井市子どもの水辺　上条地区 庄内川 庄内川　上条地区 市役所 春日井市上下水道部河川排水課 ○ https://yahoo.jp/wtixhk 国土交通省

23 20 12 23-20-010 愛知県 春日井市 春日井市子どもの水辺　高蔵寺地区 庄内川 庄内川　高蔵寺地区 市役所 春日井市上下水道部河川排水課 ○ https://yahoo.jp/uBuQdT 国土交通省

23 20 12 23-20-011 愛知県 春日井市 春日井市子どもの水辺　下原地区 庄内川 生地川　下原地区 市役所 春日井市上下水道部河川排水課 ○ https://yahoo.jp/fkdInC 国土交通省

23 20 12 23-20-012 愛知県 春日井市 春日井市子どもの水辺　西山地区 庄内川 生地川　西山地区 市役所 春日井市上下水道部河川排水課 ○ https://yahoo.jp/vvAdbE 国土交通省

23 20 1 23-20-013 愛知県 名古屋市　港区 なごや港庄内川子どもの水辺 庄内川 庄内川 河川管理者 国土交通省 庄内川河川事務所 地域連携課 ○ https://yahoo.jp/nbTO7e 国土交通省

23 20 3 23-20-014 愛知県 清須市 みずとぴぁ庄内子ども水辺 庄内川 庄内川 市役所 清須市役所　都市計画課 ○ https://yahoo.jp/HQmC73 国土交通省

24 14 7 24-14-001 三重県 松阪市 松阪子どもの水辺協議会 櫛田川 櫛田川 市民団体 松阪自然探究会 ○ https://yahoo.jp/eTyD8j 国土交通省

24 14 12 24-14-002 三重県 度会郡小俣町 小俣町水辺の楽校推進協議会 宮川 宮川 役場 小俣町役場産業建設課 ○ https://yahoo.jp/TEUYPY 国土交通省

24 14 3 24-14-003 三重県 安芸郡安濃町 カエルの楽校 安濃川 安濃川 市民団体 あのう川ルネッサンス ○ https://yahoo.jp/nEYBwS 都道府県

24 20 1 24-20-004 三重県 多気郡大台町 宮川水辺の学校（大杉谷地区） 宮川 宮川 市民団体 NPO法人大杉谷自然学校 ○ https://yahoo.jp/1BkXZz 都道府県

24 20 1 24-20-005 三重県 度会郡大紀町 宮川水辺の学校（滝原地区） 宮川 大内山川支流中村川 市民団体 NPO法人大杉谷自然学校 ○ https://yahoo.jp/kAmlXl 都道府県

24 24 2 24-24-006 三重県 玉城町 昼田地区子どもの水辺 宮川 宮川　昼田地区 自治体 玉城町役場 ○ https://yahoo.jp/Rl2lCD 国土交通省

18 14 3 18-14-001 福井県 大野市 真名川水辺の楽校 九頭竜川 真名川 市役所 大野市役所　建設課 ○ https://yahoo.jp/D6b4VU 都道府県

18 15 12 18-16-002 福井県 福井市 狐川「生き物のための川づくりの会」 九頭竜川 狐川 市民団体 狐川流域まちづくり協議会 ○ https://yahoo.jp/Vcszyp 都道府県

18 16 4 18-16-003 福井県 南越前町 アカタン川人クラブ 日野川 田倉川　宅良地区 市民団体 田倉川と暮らしの会 ○ https://yahoo.jp/pYonb1 都道府県

18 16 4 18-16-004 福井県 南条郡南越前町 南条エコリバークラブ 九頭竜川
日野川　南条レインボー
パーク

市民団体 日野川流域交流会　ひまわり探偵団 ○ https://yahoo.jp/cR37co 都道府県

18 16 4 18-16-005 福井県 武生市上真柄町 トミヨの棲む治左川清流 日野川 浅水川　味真野地区 市民団体 治左川とトミヨを守る会 ○ https://yahoo.jp/x4TBl8 都道府県

25 13 - 25-13-001 滋賀県
東浅井郡　湖北町
速水

高時川速水地区子どもの水辺 琵琶湖 高時川 河川管理者 湖北地域振興局 長浜建設管理部 ○ https://yahoo.jp/Hl9tBg 都道府県

25 15 10 25-15-002 滋賀県 東近江市 日野川わくわくウォーターランド 日野川 日野川 市民団体 特定非営利活動法人　蒲生野考現倶楽部 ○ https://yahoo.jp/C4EudK 都道府県

25 16 6 25-16-003 滋賀県 大津市 三田川子どもの水辺 淀川 三田川 市民団体 NPO法人　瀬田川未来塾 ○ https://yahoo.jp/YHLagX 都道府県

25 20 12 25-20-004 滋賀県 大津市木の岡町 木の岡ビオトープ 淀川 琵琶湖　木の岡地区 河川管理者 滋賀県土木交通部河港課 ○ https://yahoo.jp/bZxwvR 都道府県

26 12 - 26-12-001 京都府 綾部市 - 由良川 由良川 河川管理者 綾部市経済建設部監理課国府調整課 - - 国土交通省

26 17 6 26-17-002 京都府 亀岡市 亀岡川キッズ探検隊 淀川 保津川 エコクラブ 地球環境子ども村自然体験　キッズクラブ ○ https://yahoo.jp/w7PIGb 市町村
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26 19 - 26-19-003 京都府 笠置町 笠置水辺の楽校 淀川 木津川 役場 笠置町企画観光課 ○ https://yahoo.jp/8E0Wgry 国土交通省

27 12 - 27-12-001 大阪府 貝塚市 近木川子どもの水辺 近木川 近木川 市役所 貝塚市環境生活部環境交通課 ○ https://yahoo.jp/FvTV72 都道府県

27 12 - 27-12-002 大阪府 岸和田市 - - 春木川 河川管理者 大阪府岸和田土木事務所建設課河川砂防グループ - - 不明

27 16 11 27-16-003 大阪府 和泉市 槇尾川流域水辺ネットワーク 大津川 槇尾川 河川管理者 大阪府鳳土木事務所建設課和泉工区 ○ https://yahoo.jp/2zqlnd 都道府県

27 18 5 27-18-004 大阪府 枚方市 天野川（水辺の楽校） 淀川 天野川 市役所 枚方市役所　環境総務課 ○ https://yahoo.jp/75_wIj 都道府県

27 18 11 27-18-005 大阪府 堺市堺区 楽しぃんやさかい大和川 大和川 大和川 市役所 堺市建設局土木部河川水路課 ○ https://yahoo.jp/k-dVQs 国土交通省

28 18 3 28-18-001 兵庫県 たつの市 山根川子供の水辺 揖保川 山根川 市役所 たつの市都市建設部建設課 ○ https://yahoo.jp/zpa8Gj 都道府県

29 14 8 29-14-001 奈良県 御所市 古瀬沢水辺の楽校 大和川 曽我川幹線　古瀬沢 市役所 御所市産業建設部土木課 ○ https://yahoo.jp/3QQSHn 都道府県

29 13 - 29-13-002 奈良県 奈良市 佐保川「水辺の楽校」 大和川 佐保川　法蓮・芝辻地区 河川管理者 奈良県土木部河川課 - - 都道府県

29 18 12 29-18-003 奈良県 宇陀市 三本松水辺の楽校 淀川 宇陀川 河川管理者 国道交通省　木津川上流河川事務所 調査課 ○ https://yahoo.jp/ywdv0s 国土交通省

30 13 - 30-13-001 和歌山県 熊野川町 日足自然体験エリア「たんぼ水族館」 - 池ノ内谷川 教育委員会 熊野川町教育委員会 ○ https://yahoo.jp/9uPHkp 市町村

31 14 10 31-14-001 鳥取県 倉吉市 高城水辺の楽校 天神川 国府川 市民団体 高城水辺の楽校管理委員会 ○ https://yahoo.jp/gcecLz 国土交通省

31 14 8 31-14-002 鳥取県 倉吉市 河北水辺の楽校 天神川 天神川 市民団体 河北小おやじの会 ○ https://yahoo.jp/wWPQYi 国土交通省

31 14 10 31-14-003 鳥取県 倉吉市 上小鴨水辺の楽校 天神川 小鴨川 市民団体 上小鴨水辺の楽校管理委員会 ○ https://yahoo.jp/3YeOG7 国土交通省

31 14 10 31-14-004 鳥取県 倉吉市 関金水辺の楽校 天神川 小鴨川 市町村 金谷自治公民館 ○ https://yahoo.jp/faWm6F 国土交通省

31 14 11 31-14-005 鳥取県 日吉津村（西伯郡） 日吉津水辺の楽校 日野川 日野川 市民団体 イカダレース実行委員会 ○ https://yahoo.jp/g7iM7z 国土交通省

31 14 1 31-14-006 鳥取県 三朝町（東伯郡） 大瀬水辺の楽校 天神川 三徳川 PTA 西小学校PTA ○ https://yahoo.jp/UPKtjUX 国土交通省

31 16 6 31-16-007 鳥取県 鳥取市 水辺の楽校（町屋広場） 千代川 袋川 河川管理者 国土交通省　鳥取河川国道事務所 ○ https://yahoo.jp/qY-r3f 国土交通省

31 16 6 31-16-008 鳥取県 鳥取市 水辺の楽校（谷広場） 千代川 袋川 河川管理者 国土交通省　鳥取河川国道事務所 ○ https://yahoo.jp/bK9dHY 国土交通省

31 16 6 31-16-009 鳥取県 鳥取市 宮ノ下水辺公園 千代川 袋川 河川管理者 国土交通省　鳥取河川国道事務所 ○ https://yahoo.jp/eDqdLS 国土交通省

31 16 11 31-16-010 鳥取県 伯耆町 岸本水辺の楽校 日野川 日野川 市民団体 子ども支援協議会 ○ https://yahoo.jp/D6lY0M 国土交通省

31 30 8 31-30-011 鳥取県 米子市 米子市法勝寺川水辺の楽校 日野川 法勝寺川 市町村 米子市都市整備部 ○ https://yahoo.jp/8p4AhW 国土交通省

32 13 - 32-13-001 島根県 松江市 千酌川子どもの水辺 千酌川 千酌川 河川管理者 松江土木建築事務所　工務第2課 ○ https://yahoo.jp/do9Jrd
都道府県・市町

村

32 13 - 32-13-002 島根県 隠岐の島町 那久路川子どもの水辺協議会 重栖川 那久路川　那久路地区 河川管理者 島根県隠岐支庁土木建築局 ○ https://yahoo.jp/kNATur 都道府県

32 14 - 32-14-003 島根県 安来市
ヤスギシ

木戸川「子どもの水辺」 斐伊川
ヒイガワ

木戸川 教育委員会 安来市教育委員会学校教育課 ○ https://yahoo.jp/RJ63Te 都道府県

32 12 - 32-12-004 島根県 奥出雲町 斐伊川子どもの水辺 斐伊川
ヒイガワ

斐伊川　横田地区 河川管理者 島根県仁多土木事務所 ○ https://yahoo.jp/Y95PIE
国土交通省・都

道府県

32 15 8 32-15-005 島根県 安来市 久白川わくわく探検 斐伊川 久白川　荒島地区 市民団体 荒島地区活性化推進協議会 ○ https://yahoo.jp/Pa8TZx 都道府県

32 15 11 32-15-006 島根県 出雲市 上津子どもの水辺協議会 斐伊川 新田川　上津地区 河川管理者 島根県出雲土木建築事務所　工務第二課 ○ https://yahoo.jp/ncx1uI 都道府県

32 19 - 32-19-007 島根県 松江市 本庄水辺の楽校推進協議会 宍道湖・中海 中海 公民館 松江市本庄公民館 ○ https://yahoo.jp/teGeqg 国土交通省

33 14 12 33-14-001 岡山県 赤磐市 くまやま水辺の楽校 吉井川 吉井川 町役場 熊山町役場産業建設課 ○ https://yahoo.jp/pMEIWE 国土交通省

33 14 3 33-14-002 岡山県 岡山市 一の荒手子どもの水辺 旭川 旭川 河川管理者 国土交通省　岡山河川事務所　河川環境課 ○ https://yahoo.jp/hMIBbj 国土交通省

33 14 3 33-14-003 岡山県 岡山市 玉柏子どもの水辺 旭川 旭川 河川管理者 国土交通省　岡山河川事務所　河川環境課 ○ https://yahoo.jp/r32ejQ 国土交通省

33 14 3 33-14-004 岡山県 岡山市 平井子どもの水辺 旭川 旭川 河川管理者 国土交通省　岡山河川事務所　河川環境課 ○ https://yahoo.jp/oBOS0G 国土交通省

33 14 3 33-14-005 岡山県 岡山市 足守子どもの水辺 笹ヶ瀬川 足守川 河川管理者 岡山県　土木部　河川課 ○ https://yahoo.jp/1dbrZe 都道府県

33 15 4 33-15-006 岡山県 総社市 神在っ子すこやか育成会 高梁川 高梁川 市民団体 神在っ子すこやか育成会 ○ https://yahoo.jp/xI-nGn 国土交通省

33 16 9 33-16-007 岡山県 和気町 金剛川水辺の楽校 吉井川 金剛川 市役所 和気町役場　建設課 ○ https://yahoo.jp/jdq5WT 国土交通省

33 12 - 33-12-008 岡山県 総社市 きよね水辺の楽校 高梁川 高梁川 教育委員会 都窪郡清音村教育委員会 - - 国土交通省

33 12 - 33-12-009 岡山県 井原市 - 小田川 小田川 教育委員会 芳井町教育委員会　生涯学習課 - - 不明

33 19 2 33-19-010 岡山県 岡山市 たけえだ・子どもの水辺 旭川 旭川 教育委員会 環境学習センター ○ https://yahoo.jp/XYV_uW 都道府県
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34 15 11 34-15-001 広島県 大竹市 中津原水辺の楽校 小瀬川 小瀬川　木野地区 市役所 大竹市役所建設部土木課 ○ https://yahoo.jp/1XkFWG 国土交通省

34 15 11 34-15-002 広島県 東広島市 戸河内水辺の楽校 太田川 太田川　下本郷 町役場 戸河内町建設課 ○ https://yahoo.jp/Ak6mwE 国土交通省

34 15 3 34-15-003 広島県 広島市 こいっ子ふれあいの水辺 太田川 太田川　己斐 市民団体 エコロジー研究会ひろしま ○ https://yahoo.jp/30nK-T 国土交通省

34 13 - 34-13-004 広島県 広島市 - 太田川 太田川 教育委員会 広島市教育委員会青少年育成部 - - 国土交通省

34 16 3 34-16-005 広島県 三次市 田幸水辺公園 江の川 美波羅川　田幸地区 学校 三次市立田幸小学校 ○ https://yahoo.jp/YocMFC 都道府県

34 17 10 34-17-006 広島県 広島市安佐北区 かこがわ水辺の楽校 太田川 三篠川 PTA 狩小川小学校ＰＴＡ ○ https://yahoo.jp/UzZVEY 国土交通省

34 22 11 34-22-007 広島県 安芸郡海田町 瀬野川子どもの水辺 瀬野川 瀬野川 市民団体 瀬野川を楽しむ会 ○ https://yahoo.jp/1bEApo 都道府県

34 24 7 34-24-008 広島県 三次市 三次市八次子どもの水辺 江の川 馬洗川 市役所 三次市建設部都市整備課 ○ https://yahoo.jp/1wvOv8 国土交通省

34 27 9 34-27-009 広島県 安芸高田市 甲田地区水辺の楽校 江の川 江の川 市役所 安芸高田市建設部 ○ https://yahoo.jp/OBvjk8 国土交通省

35 14 12 35-14-001 山口県 萩市 砂防公園「水辺の楽校」 阿武川 飛石川 河川管理者 山口県土木建築部砂防課 ○ https://yahoo.jp/2RfmXs 都道府県

35 15 10 35-15-002 山口県 防府市 佐波川小野子どもの水辺 佐波川 佐波川　小野地区 市役所 防府市土木建築部河川課 ○ https://yahoo.jp/tFuHSe 国土交通省

35 16 7 35-16-003 山口県 玖珂郡錦町 錦の川まるごとチャレンジ隊 錦川 錦川 市民団体 らかん高原交流センター支援グループ「kaze」 ○ https://yahoo.jp/XqKu00 都道府県

35 16 3 35-16-004 山口県 下関市
２１世紀・夢プロジェクト「川しらべ・夢調査
隊」実行委員会

神田川 神田川　王司・清末地区 市民団体 ２１世紀・夢プロジェクト事務局 × - 国土交通省

35 16 3 35-16-005 山口県 山口市 やまぐち子ども環境共育楽習塾 椹野川 一の坂川　大殿地区 市民団体 財団法人防長青年館 ○ https://yahoo.jp/_8jQhC 都道府県

36 14 10 36-14-001 徳島県 吉野川市 山川バンブーパーク 吉野川 吉野川 市町村 山川町 ○ https://yahoo.jp/EA0Als 国土交通省

36 14 10 36-14-002 徳島県 三加茂町（三好郡） 三加茂町水辺の楽校 吉野川 吉野川 市町村 三加茂町 ○ https://yahoo.jp/tbgEW4 国土交通省

36 16 6 36-16-003 徳島県 美馬市 子どもの水辺「四国三郎」 吉野川 吉野川　西村中鳥地区 市町村 美馬町 ○ https://yahoo.jp/dMGRpW 国土交通省

36 16 7 36-16-004 徳島県 三好市 川崎水辺の楽校 吉野川 祖谷川　川崎地区 市町村 三好市建設課 ○ https://yahoo.jp/azvnpq 国土交通省

36 18 7 36-18-005 徳島県 三好市 祖谷川水辺の楽校 吉野川 祖谷川・谷道川 市民団体 （仮想村）活彩祖谷村 ○ https://yahoo.jp/Uwnsg2 都道府県

39 14 12 39-14-001 高知県 中村市 四万十川子供の水辺 渡川 四万十川 市役所 中村市役所地球環境課四万十川保全係 × - 国土交通省

39 14 2 39-14-002 高知県 中村市
四万十川自然再生協議会人材育成分科
会

渡川 四万十川 河川管理者 国土交通省四国地方整備局中村工事事務所工務第一課 × - 国土交通省

39 15 5 39-15-003 高知県 日高村 わくわく湿地探検隊 仁淀川 日下川、戸梶川 役所 日高村企画課 ○ https://yahoo.jp/vBygbh 都道府県

39 15 8 39-15-004 高知県 いの町 「奥田川かがやきの水辺」 仁淀川 奥田川　八田地区 学校 伊野町立伊野南小学校 ○ https://yahoo.jp/EBvHgV 都道府県

38 14 11 38-14-001 愛媛県 四国中央市 土居町子どもの水辺協議会 関川 関川・浦山川 教育委員会 土居町教育委員会社会教育課 × - 市町村

38 12 - 38-12-002 愛媛県 津島町 - 岩松川 岩松川　岩松地区 市町村 津島町建設課管理係 - - 不明

38 12 - 38-12-003 愛媛県 宇和島市 - 薬師谷川 薬師谷川 河川管理者 宇和島市建設課 - - 不明

38 12 - 38-12-004 愛媛県 鬼北町 - 渡川 奈良川　近永地区 教育委員会 社会教育課 - - 不明

38 12 - 38-12-005 愛媛県 鬼北町 - 渡川 広見川　泉地区 教育委員会 社会教育課 - - 不明

37 12 - 37-12-001 香川県 丸亀市 土器川おじょもの足跡 土器川 土器川　東小川地区 教育委員会 丸亀市教育委員会生涯学習課 ○ https://yahoo.jp/9DAyrw 国土交通省

40 14 12 40-14-001 福岡県 甘木市 地下川子どもの水辺 筑後川 地下川 市役所 甘木市農林商工部水ひかる課 ○ https://yahoo.jp/Z-a0R2 都道府県

40 14 12 40-14-002 福岡県 金田町 めだかの楽校 遠賀川 彦山川 団体 めだかの楽校の会 ○ https://yahoo.jp/p09V_m 国土交通省

40 14 3 40-14-003 福岡県 甘木市 三奈木地区子どもの水辺 筑後川 佐田川 市役所 甘木市農林商工部水ひかる課 ○ https://yahoo.jp/kFzqAg 国土交通省

40 15 4 40-15-004 福岡県 北九州市八幡東区 板櫃川流域子どもの水辺 板櫃川 板櫃川 市役所 北九州市 ○ https://yahoo.jp/WydyXw 都道府県

40 13 - 40-13-005 福岡県 矢部村 - 矢部川 矢部川 教育委員会 矢部村教育委員会 - - 不明

40 13 - 40-13-006 福岡県 矢部村 - 矢部川 御側川 教育委員会 矢部村教育委員会 - - 不明

40 18 6 40-18-007 福岡県 福智町 ひこの水辺 遠賀川 彦山川 教育委員会 福智町教育委員会 ○ https://yahoo.jp/sWXOXb 国土交通省

40 18 9 40-18-008 福岡県 大任町 しじみの水辺 遠賀川 彦山川 役場 大任町役場　企画財政課 ○ https://yahoo.jp/71VzIs 国土交通省

40 20 11 40-20-009 福岡県 みやま市 みやま市矢部川 矢部川 矢部川　船小屋 市役所 みやま市役所 ○ https://yahoo.jp/68wBxN 国土交通省

40 20 11 40-20-010 福岡県 久留米市 こうら水辺の楽校 筑後川 高良川 河川管理者 国土交通省　筑後川河川事務所　河川環境課 ○ https://yahoo.jp/LuzVKV 国土交通省
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40 20 11 40-20-011 福岡県 田川市 後藤寺地区子どもの水辺 遠賀川 中元寺川 河川管理者 田川市教育委員会　教育部　生涯学習課 ○ https://yahoo.jp/eauxL4 国土交通省

40 20 12 40-20-012 福岡県 筑後市 筑後市矢部川 矢部川 矢部川　船小屋 河川管理者 国土交通省　筑後川河川事務所　河川環境課 ○ https://yahoo.jp/PNEUUc 国土交通省

44 14 12 44-14-001 大分県 玖珠郡　玖珠町 太田川水辺の楽校 筑後川 太田川 河川管理者 大分県玖珠土木工事事務所 ○ https://yahoo.jp/2DkIcbK 都道府県

44 14 12 44-14-002 大分県 佐伯市 笠掛地区の水辺の楽校 番匠川 番匠川 河川管理者 国土交通省　佐伯工事事務所　河川環境課 ○ https://yahoo.jp/1alMMa 国土交通省

44 15 3 44-15-003 大分県 大分市 乙津川水辺の楽校 大野川 乙津川　皆春地区 市役所 大分市土木建築部河川課・環境部環境対策課 ○ https://yahoo.jp/YfjrkC 国土交通省

44 19 - 44-19-004 大分県 中津市 中津川とびはぜ隊 山国川 中津川 市民団体 NPO法人　中津地方文化研究所 ○ https://yahoo.jp/6BLl9Av 国土交通省

44 20 - 44-20-005 大分県 日田市 庄手川子どもの水辺協議会 筑後川 庄手川 河川管理者 国土交通省　九州地方整備局　筑後川河川事務所　日田出張所 ○ https://yahoo.jp/KzMNIb 国土交通省

45 15 4 45-15-001 宮崎県 串間市 福島川親水ふれあいエリア 福島川 福島川 市民団体 Npo法人コミュニティ２１ ○ https://yahoo.jp/BwrPgm 都道府県

45 15 6 45-15-002 宮崎県 西臼杵郡五ヶ瀬町 五ヶ瀬川源流広場 五ヶ瀬川 五ヶ瀬川　本屋敷地区 市民団体 霧立山地・渓流のぼり実行委員会 ○ https://yahoo.jp/Pc7fTR 都道府県

45 15 9 45-15-003 宮崎県 北諸県郡高城町 リバーパーク観音瀬 大淀川 大淀川　有水 市民団体 NPO法人ウエルネス河川愛護協会 ○ https://yahoo.jp/ej9l4a 都道府県

45 15 10 45-15-004 宮崎県 都城市 プロムナード年見川 大淀川 年見川　小松原 市民団体 NPO法人ウエルネス河川愛護協会 ○ https://yahoo.jp/DUTW76 都道府県

45 18 5 45-18-005 宮崎県 えびの市 えびの「子どもの水辺」 川内川 川内川 市役所 えびの市役所　建設課 ○ https://yahoo.jp/K9B96h
国土交通省・都

道府県

45 18 6 45-18-006 宮崎県 宮崎市 大淀川水辺の楽校 大淀川 大淀川 河川管理者 国土交通省　宮崎河川国道事務所　河川管理課 ○ https://yahoo.jp/Twmmxb 国土交通省

45 18 6 45-18-007 宮崎県 都城市 大淀川ウエルネスパーク川の駅公園 大淀川 大淀川 河川管理者 国土交通省　宮崎河川国道事務所　河川管理課 ○ https://yahoo.jp/uWyfrY
国土交通省・都

道府県

45 19 - 45-19-008 宮崎県 宮崎市 宮崎市市民緑地（鶴島地区） 大淀川 大淀川 河川管理者 国土交通省　宮崎河川国道事務所　河川管理課 ○ https://yahoo.jp/wCJS3Z
国土交通省・都

道府県

45 19 - 45-19-009 宮崎県 綾町 松原河川公園 大淀川 本庄川　上畑 河川管理者 国土交通省　宮崎河川国道事務所　河川管理課 ○ https://yahoo.jp/izxUCu
国土交通省・都

道府県

45 19 - 45-19-010 宮崎県 高原町 高原清流ランド 大淀川 高崎川 河川管理者 国土交通省　宮崎河川国道事務所　河川管理課 ○ https://yahoo.jp/JX-ys0
国土交通省・都

道府県

45 19 - 45-19-011 宮崎県 三股町 矢ヶ渕公園 大淀川 沖水川 河川管理者 国土交通省　宮崎河川国道事務所　河川管理課 ○ https://yahoo.jp/SfcuaW
国土交通省・都

道府県

46 16 6 46-16-001 鹿児島県 薩摩川内市 八間川「水辺の楽校」 川内川 八間川 市民団体 峰山校区公民会連絡協議会 ○ https://yahoo.jp/h4Kok3
国土交通省・都

道府県

46 12 - 46-12-002 鹿児島県 垂水市 - - 本城川 教育委員会 垂水市教育委員会 - - 不明

46 19 - 46-19-003 鹿児島県 鹿児島市 武・田上地区子どもの水辺協議会 新川 新川 エコクラブ 田上川こどもエコクラブ ○ https://yahoo.jp/v9Ijvq 都道府県

43 14 10 43-14-001 熊本県 大津町 大津町中島地先 白川 白川 河川管理者 国土交通省熊本河川国道事務所 ○ https://yahoo.jp/WxxHvR
国土交通省・都

道府県

43 14 10 43-14-002 熊本県 甲佐町 乙女河原 緑川 緑川 河川管理者 国土交通省熊本河川国道事務所 ○ https://yahoo.jp/eGJ6qYn
国土交通省・都

道府県

43 14 10 43-14-003 熊本県 甲佐町・美里町 小川島沈み橋 緑川 津留川 河川管理者 国土交通省熊本河川国道事務所 ○ https://yahoo.jp/a7HBam
国土交通省・都

道府県

43 14 10 43-14-004 熊本県 美里町 中央町二俣橋 津留川・釈迦院川 緑川 河川管理者 国土交通省熊本河川国道事務所 ○ https://yahoo.jp/eQJ5Rt
国土交通省・都

道府県

43 14 11 43-14-005 熊本県 熊本市 本荘地区白川の水辺 白川 白川 市民団体 本荘校区「白川を愛する会」 ○ https://yahoo.jp/vhy1wv 国土交通省

43 15 10 43-15-006 熊本県 熊本市 慶徳地区白川の水辺 白川 白川 河川管理者 国土交通省熊本河川国道事務所 ○ https://yahoo.jp/o9X6WK 国土交通省

43 17 2 43-17-007 熊本県 熊本市 川尻校区子どもの水辺 緑川 加勢川 市民団体 川づくり計画研究所　　所長 ○ https://yahoo.jp/WYxrm6 国土交通省

43 17 2 43-17-008 熊本県 熊本市 中緑校区子どもの水辺 緑川 加勢川 市民団体 加勢川開発研究会　　　会長 ○ https://yahoo.jp/asUxL0 国土交通省

43 19 - 43-19-009 熊本県 熊本市 白川橋周辺子どもの水辺 白川 白川 河川管理者 国土交通省　熊本河川国道事務所　地域連携課 ○ https://yahoo.jp/WdnzMkB 国土交通省

43 19 - 43-19-010 熊本県 上益城郡嘉島町 高田地区子どもの水辺 緑川 緑川 河川管理者 国土交通省　熊本河川国道事務所　地域連携課 ○ https://yahoo.jp/4yK-u7u 国土交通省

43 19 - 43-19-011 熊本県 八代市 水無川ホタル成育活動 球磨川 水無川 市民団体 次世代のためにがんばろ会 ○ https://yahoo.jp/3TOy8M 都道府県

43 27 - 43-27-012 熊本県 八代市 くま川大好き協議会 球磨川 球磨川 市民団体 次世代のためにがんばろ会 ○ https://yahoo.jp/p3MD2k 国土交通省

41 佐賀県'

42 14 12 42-14-001 長崎県 波佐見町 はさみっ子なかよしの川辺 川棚川 川棚川 教育委員会 波佐見町教育委員会学校教育係 ○ https://yahoo.jp/Nc3XJe 都道府県

42 15 2 42-15-002 長崎県 五島市 岐宿町立川原小学校 大川原川 大川原川 学校 岐宿町立川原小学校 ○ https://yahoo.jp/GNmYP2 都道府県

47 沖縄県'
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