
第13回いい川・いい川づくりワークショップin中部　グループワーク 【会場：グループＡ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ　オンライン：グループAL･BL･CL･DL･EL】

グルー
プ

順
番 区分 地域 都道府県 団体名 話し合いたいこと

グループA／ 広がりを求めて 4団体／9名

A 1 404-N 中部 愛知・岐阜・長野 矢作川流域圏懇談会（洲崎） 流域連携・世代継承のために ○  瀧健太郎 滋賀県立大学 環境科学部

A 414-L 中部 愛知・岐阜・三重 22世紀奈佐の浜プロジェクト（米田） ごみ問題  西江重信 流域圏学会

A 2 417-N 中部 岐阜 岐阜県河川課「水みち」 地元との協力体制の構築  福永秦久 グループエコライフ

A 3 506-N 近畿 大阪 ねや川水辺クラブ 世代継承、外部発展～広がりへ 書記  洲崎燈子

グループAL／広がりを求めて～新たな繋がり 4団体／18名

AL 1 416-L 中部 長野 諏訪湖創生ビジョン推進会議 ○ 　白川直樹 筑波大学

AL 2 508-L 近畿 滋賀 マザーレイクゴールズ推進委員会 行政と多様な主体との連携 書記 　佐山公一 みずとみどり研究会

AL 3 701-S 四国 高知 （公財）四万十川財団 新たな仕組みづくり、アイディア 　柏木才助 佐藤鉄工株式会社

AL 4 803-S 九州 佐賀 佐賀水ネット 連携(県内、流域間)の今後の進め方 　堂薗俊多 水資源機構

　土井裕子 ＮＰＯ法人五ヶ瀬川流域ネットワーク

　奥山聡俊志 木曽川上流河川事務所

ｻﾌﾞ書記 　富沢紫苑 金沢大学

グループB／水辺管理と次世代継承の課題 4団体／9名

B 1 101-N 北海道 北海道 十勝川中流部市民協働会議 樹林化防止の効果 ○ 　新川達郎 NPO法人水・環境ネット東北/同志社大学

B 303-N 関東 埼玉 黒目川に親しむ会（小林） 中間層不在の悩み 　安田吾郎 一般財団法人水源地環境センター

B 404-N 中部 愛知・岐阜・長野 矢作川流域圏懇談会（中田） 流域連携・世代継承のために ｻﾌﾞ書記 　上田 豪 ねや川水辺クラブ

B 2 413-N 中部 岐阜 ボランティア「風と土の会」 高齢化、次世代継承問題 書記 　中田 慎　 矢作川流域圏懇談会

グループBL／世代を超えて 4団体／15名

BL 1 405-L 中部 三重 魚と子どもKidsクラブ 子どもの活動とは ○ 　前川智美 三重大学大学院工学研究科

BL 2 507-L 近畿 大阪 摂南大学エコシビル部
世代を超えた交流、コロナ禍での活動
外来種駆除、Eボート活用

　鶴田 舞 内閣府 科学技術・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事務局

BL 3 505-F 近畿 京都（鴨川） NPO 国際ボランティア学生協会 若い世代と地域との連携、関心度向上 ｻﾌﾞ書記 　三井元子 ＮＰＯ法人エコロジー夢企画

BL 4 801-L 九州 熊本（球磨川） 次世代のためにがんばろ会 青少年からの啓発、行政連携・工夫 　桑子敏雄 東京女子大学

　熊木雄一 国土交通本省　水管理・国土保全局　河川環境課

書記 　白石恭一 NPO法人まちの縁側育み隊

グループC／子どもたちに伝えるべきこと 4団体／13名

C 1 301-N 関東 東京(全国) 全国川ごみネットワーク ごみ問題への関心喚起から環境復元 ○   和田哲也 十勝川中流部市民協働会議

C 2 302-N 関東 東京 善福寺川を里川にカエル会 コロナ禍での苦労 書記 　谷田貝泰子 NPO法人水・環境ネット東北

C 3 412-N 中部 岐阜 岐阜市立長良西小学校 環境保全の子どもたちへの実践手法 　高橋由典 木曽川上流河川事務所

C 4 503-N 近畿 滋賀 TANAKAMIこども環境クラブ ごみ問題

グループCL／水辺本来の環境を求めて 4団体／20名

CL 1 411-L 中部 新潟 佐渡島加茂湖水系再生研究所 ○ 　栗原秀人 下水道広報プラットフォーム

CL 2 406-F 中部 三重 なたね通信 国交省などとの情報共有・提言 　川村昭彦 中部地方整備局設楽ダム工事事務所

CL 3 504-L 近畿 大阪 NPO ニッポンバラタナゴ高安研究会 繋がりたい(いい川づくりの市民参加) 　勢田昌功 公益財団法人リバーフロント研究所

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
これからの楽しみ方、継承・維持管理
SNSを活用したセカンドステージへ

書記 　豊田光世 新潟大学 佐渡自然共生科学センター　

　矢本貴俊 国土交通本省　水管理・国土保全局河川環境課

書記補 　黒部由真 東京女子大学

グループD／文化・水辺の活用 4団体／9名

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 民族共生 ○ 　宮本善和 NPO法人全国水環境交流会

D 2 201-N 東北 宮城 貞山運河倶楽部 文化的水辺創造へのアドバイス 　山本耕平 NPO雨水市民の会

D 404-N 中部 愛知・岐阜・長野 矢作川流域圏懇談会（星） 流域連携・世代継承のために 　内田尚宏 一社）いわて流域ネットワーキング

D 3 409-N 中部 愛知 ミズベリング岩倉・五条川 かわまちづくり、既存団体との付合 書記 　星 剛介 矢作川流域圏懇談会

グループ DL ／文化・水辺の活用 5団体／16名

DL 1 304-S 関東 神奈川 大岡川 川の駅運営委員会 流域町内連携の課題 ○ 　堂本泰章 公財）埼玉県生態系保護協会

DL 2 402-N 中部 岐阜 各務原木曽川かわまちづくり会 流域連携のために 　信田 智 国土交通本省　水管理・国土保全局河川環境課

DL 3 415-L 中部 愛知 ONE RIVER 全国と繋がりたい 　小山隆春 NPO法人北上川流域連携交流会

DL 4 418-L 中部 岐阜(郡上・長良) 観光農園　こだらの杜 山・森が育む清流～子どもたちへ伝えたい 　嶋田浩彦 (株)シィ―ピーツアーズ

DL 5 802-L 九州 福岡 筑後川まるごと博物館運営委員会 大水害の記憶継承、高齢化対応～いい川づくりへ活かす 　萱場祐一 名古屋工業大学

　吉村謙一 中部地方整備局木曽川下流河川事務所

書記 　吉橋久美子 豊田市矢作川研究所

グループE／水辺の再生と子どもたち 4団体／16名

E 1 303-N 関東 埼玉 黒目川に親しむ会（藤井） 中間層不在の悩み ○ 　松木洋忠 土木研究所水環境研究グループ

E 2 401-N 中部 岐阜 坂　伊央里 子どもが近づける川がいい川だ！ 　小林明仁 よこはまかわを考える会

E 3 408-N 中部 岐阜 カンムギプロジェクト実行委員会 コロナ禍での不法投棄、教育・観光 　福廣勝介 ＮＰＯ法人近畿水の塾

E 4 501-N 近畿 兵庫 玉一アクアリウム 川のことを知りたい 書記 　角田直輝　　木曽川上流河川事務所

グループ EL ／活動の継承・SDGｓ 4団体／16名

EL 1 403-L 中部 静岡 NPO法人浜名湖クラブ コロナ禍での活動継続 〇 　金子 博 NPO法人パートナーシップオフィス

EL 2 410-L 中部 長野 下諏訪町諏訪湖浄化推進連絡協議会 次世代継承 　佐藤寿延 国土交通本省　水管理・国土保全局河川計画課

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 ごみ問題 　大平一典 NPO法人あらかわ学会・中央大学

EL 4 407-F 中部 愛知 SDGs木曽川流域地産地消を楽しむ会 行政との連携方法、ごみ回収 　菅谷輝美 新岸河川水系水環境連絡会

　上野 好隆 木曽川上流河川事務所

書記 　河合良太 地域の未来・志援センター

グループワーク担当実行委員　
○：テーブルコーディネーター

会場：国際会議室（5階)

会場：第2会議室（3階）

会場：第3会議室（3階）

会場：大会議室（4階)

会場：第5会議室（2階）

※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


