
第13回いい川・いい川づくりワークショップin中部　発表一覧（37団体） ※会場とオンラインのグループ交互に発表します

グルー
プ

順
番 ｴﾝﾄﾘｰ№ 地域 県 団体名 水辺の名称 発表テーマ

グループA　／ 広がりを求めて
A 1 404-N 中部 愛知・岐阜・長野 矢作川流域圏懇談会 矢作川水系 矢作川 矢作川流域圏懇談会 これまでの10年＋これからの10年

A 2 417-N 中部 岐阜 岐阜県　河川課 木曽川水系 長良川 岐阜県の水みち連続性の取り組み

A 3 506-N 近畿 大阪 ねや川水辺クラブ 淀川水系 寝屋川・淀川 ねや川水辺クラブ発足から21年次へのステップ

グループAL　／広がりを求めて～新たな繋がり
AL 1 416-L 中部 長野 諏訪湖創生ビジョン推進会議 天竜川水系 諏訪湖 10月1日は「諏訪湖の日」

AL 2 508-L 近畿 滋賀 マザーレイクゴールズ推進委員会 琵琶湖淀川水系 琵琶湖流域 みんなでつくった「琵琶湖版SDGs」

AL 3 701-S 四国 高知 公益財団法人四万十川財団 渡川水系 四万十川 四万十川で川漁に挑戦！四万十川大人塾2021「川漁」

AL 4 803-S 九州 佐賀 佐賀水ネット 嘉瀬川・六角川・松浦川　水系 嘉瀬川・六角川・松浦川 再出発した佐賀県内流域間連携組織「佐賀水ネット」

グループB　／水辺管理と次世代継承の課題
B 1 101-N 北海道 北海道 十勝川中流部市民協働会議 十勝川水系 十勝川 河川における再樹林化防止活動に伴う温室効果ガスの削減

B 2 413-N 中部 岐阜 ボランティア「風と土の会」 木曽川水系 長良川 長良川河川敷竹林にヒメボタルの大乱舞

グループBL　／世代を超えて
BL 1 405-L 中部 三重 魚と子どもKidsクラブ 鈴鹿川水系 鈴鹿川・安楽川・椋川 鈴鹿川探検隊の取り組み

BL 2 507-L 近畿 大阪 摂南大学エコシビル部 淀川水系 淀川 コロナに負けないエコシビル部！

BL 3 505-F 近畿 京都（鴨川） NPO法人国際ボランティア学生協会(IVUSA) 淀川水系 鴨川 京都府鴨川における侵略的外来水生植物の取り組み

BL 4 801-L 九州 熊本（球磨川） 次世代のためにがんばろ会 球磨川水系 球磨川 次世代に引き継ぐ青少年育成を主にした活動

グループC　／子どもたちに伝えるべきこと
C 1 301-N 関東 東京(全国) 全国川ごみネットワーク - 全国の川 市民が選ぶ川ごみマップ大賞 決定！

C 2 302-N 関東 東京 善福寺川を里川にカエル会 荒川水系 善福寺川 市民力によって都市の川を里川にカエル

C 3 412-N 中部 岐阜 岐阜市立長良西小学校 木曽川水系 長良川 海のない岐阜県の小学生が学校の授業を通して，答志島の海洋ごみについて考える

C 4 503-N 近畿 滋賀 TANAKAMIこども環境クラブ 淀川水系 大戸川、天神川、琵琶湖 Find garbage and dream!!　Let's　try！

グループCL　／水辺本来の環境を求めて
CL 1 411-L 中部 新潟 佐渡島加茂湖水系再生研究所 記載なし 加茂湖　 ヨシ舟プロジェクトがつむぐ人と自然の輪

CL 2 406-F 中部 三重 なたね通信 鈴鹿川水系 鈴鹿川河口 鈴鹿川河口の環境保全活動

CL 3 504-L 近畿 大阪 NPO法人ニッポンバラタナゴ 高安研究会 大和川水系 大和川 幻の博物館で大和川の生き物紹介

CL 4 502-S 近畿 大阪 芥川・ひとと魚にやさしい川づくりネットワーク 淀川水系 芥川（一級河川） いい川づくり芥川　あしたへつなぐ！～楽しいはずの活動が、継続する中で「しんどく」なってる時もあるかも…～

グループD　／文化・水辺の活用
D 1 102-N 北海道 北海道 本別アイヌ協会・十勝川中流部市民協働会議JV 十勝川水系 十勝川 湿地の維持管理によるアイヌ伝統文化の再生

D 2 201-N 東北 宮城 貞山運河倶楽部 七北田水系 
名取川水系 南貞山運河
北貞山運河 水辺をアートや文学などの創造空間として活用していく。

D 3 409-N 中部 愛知 ミズベリング岩倉・五条川 庄内川水系 五条川 岩倉市　五条川における地域活性化への取り組みについて

グループ DL　 ／文化・水辺の活用
DL 1 304-S 関東 神奈川 大岡川川の駅運営委員会 大岡川水系 大岡川 川が繋げる地域の活動を紹介！

DL 2 402-N 中部 岐阜 各務原木曽川かわまちづくり会 木曽川水系 木曽川北派川 市民の夢から生まれた団体！木曽川北派川での社会実験スタート！

DL 3 415-L 中部 愛知 ONE RIVER 矢作川水系 乙川 乙川らしさって何だろう？　-楽しいの連鎖からはじまる自分事の場所づくり-

DL 4 418-L 中部 岐阜(郡上・長良) 観光農園　こだらの杜 長良川水系 小駄良川 Kodara no mori project

DL 5 802-L 九州 福岡 筑後川まるごと博物館運営委員会 筑後川水系 記載なし １８年目を迎える災害伝承活動「昭和28年筑後川大水害写真展と証言発表会」

グループE　／水辺の再生と子どもたち
E 1 303-N 関東 埼玉 黒目川に親しむ会 荒川水系 黒目川 絶滅危惧種 「川ガキ」 が増殖中！？

E 2 401-N 中部 岐阜 坂　伊央里 木曽川水系 長良川・戸石川・四ツ谷沼 いおりの川で生き物さがし

E 3 408-N 中部 岐阜 カンムギプロジェクト実行委員会 長良川水系 円原川・神崎川・武儀川 時代に合わせた川の教育・観光利用を考えていきます！

E 4 501-N 近畿 兵庫 玉一アクアリウム 明石川水系 明石川・櫨谷川・伊川 明石川と共に生きる　～神戸市絶滅危惧Ｂランク・ヒラテテナガエビ～

グループ EL　／活動の継承・SDGｓ
EL 1 403-L 中部 静岡 NPO法人　浜名湖クラブ 都田川水系 浜名湖 未来を見るひとみ・浜名湖から発信する浜名湖ロマンとまちあるきツアー

EL 2 410-L 中部 長野 下諏訪町諏訪湖浄化推進連絡協議会 天竜川水系 諏訪湖 40年の時を経て「当たり前になった湖岸清掃」

EL 3 414-L 中部 愛知・岐阜・三重 22世紀奈佐の浜プロジェクト 記載なし 伊勢湾流域の河川と海岸 豊かな海を取り戻すため、100年後の奈佐の浜の漂着ゴミをゼロに！

EL 4 407-F 中部 愛知 SDGs木曽川流域の地産地消を楽しむ会 木曽川水系 木曽川中流域 よみがえれ！木曽川の原風景プロジェクト！！

【会場発表：グループＡ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ　オンライン発表：グループAL･BL･CL･DL･EL】

※各団体の詳しい情報は、大会ホームページで紹介しています。エントリーナンバーから、お探しください。 http://mizukan.or.jp/iikawa13th_entry


