
第５回「川の⽇」ワークショップ エントリーリスト 

ブロック 河川名 所在地（都道府県名） 所   属 テーマまたは事業名

北海道 鵡川 北海道勇払郡武川町 鵡川・沙流川交流会 川と歩もう２１世紀

北海道 釧路川
北海道釧路市、標茶、釧

路村、鶴居村
NPO法⼈釧路湿原やちの会 釧路湿原⾃然再⽣事業に⾄る３０年史

北海道 豊平川 北海道
独⽴⾏政法⼈北海道開発⼟⽊研究所

河川研究室
「川の聴診器」で川の声をきいてみよう

北海道 鵡川 北海道鵡川町
国⼟交通省北海道開発局室蘭開発建

設部治⽔課
鵡川河⼝⾃然再⽣事業

北海道 尻別川 北海道ニセコ町 NPO法⼈しりべつリバーネット 川に触れ学び知り⽣かす活動

北海道 ⼗勝川
北海道帯広市⼗勝⼤橋上

下流域
川に学ぶ体験活動 東北海道協議会 ユニバーサルの⼗勝川河川公園

北海道
美瑛川・辺別

川
北海道 旭川市 NPO法⼈ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾜｰｸ⻄神楽 ⾃然との共⽣・協働による地域づくり

東北 磐井川 岩⼿県⼀関市 ⽔環境ネット磐井川  ⾥⼭整備と川づくり、⽔環境ネット磐井川

東北 ⼦吉川 秋⽥県秋⽥市 ⼦吉川市⺠会議 ⼦吉川市⺠会議と癒しの川づくり

東北 夏井川 福島県⽥村郡⼩野町 夏井川河川愛護会
みんなで汗する、住⺠の為の河川公園づく

り

東北 夏井川 福島県⽥村郡⼩野町 夏井川上流域連絡協議会
流域の歴史を共有し、流域広域連携の再構

築と強化で環境浄化を進める。

東北 右⽀夏井川 福島県⽥村郡⼩野町 ⼩野町地域振興委員会
河川改修を期に、⼩野町の将来を構想す

る。

東北 右⽀夏井川 福島県⽥村郡⼩野町 夏井川友の会
地域の環境浄化をめざして。（⾃分たちの

地域は⾃分達で守ろう。）

東北 逢瀬川 福島県郡⼭市 逢瀬川ふれあい通り実⾏委員会

「川とふれあい川と学ぶ」共汗と運動イベ

ントの実践「逢瀬川ふれあい通り in

Spring」

東北 最上川 ⼭形県酒⽥市 NPO法⼈ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟｵﾌｨｽ 最上川河⼝クリーンアップ作戦

東北 岩⽊川 ⻘森県五所川原市 岩⽊川と地域づくりを考える会

みんなで汗する、住⺠の為の河川公園づく

り広げよう「ｉwａｋｉｇａ輪」〜⼈を愛

し ふるさとを愛する〜

東北 ⻄通川 ⼭形県遊佐町 遊佐町⽴⻄遊佐⼩学校 ⻄通川で遊びたい・・・

東北 夏井川 福島県いわき市
夏井川流域住⺠による川づくり連絡

会
流域全体を視野においた川づくり

東北 逢瀬川他 福島県郡⼭市
福島県 県中建設事務所河川砂防

課 河川砂防第⼀係

胴⻑軍団（ボランティアによる住⺠と協働

の河川清掃）

東北 逢瀬川 福島県郡⼭市
福島県 県中建設事務所河川砂防

課 河川砂防第⼀係

逢瀬川⾃然観察会（住⺠参加の河川で驚

き・学び・歌う）ふるさとの川モデル事業

関東 横浜港内 神奈川県横浜市 NPO法⼈海辺つくり研究会 夢ワカメ・ワークショップ



関東
⻤怒川・⻄⻤

怒川
栃⽊県河内郡川内町 カジカ研究会

⼈の知恵・⾃然との共⽣｢さかなの駅｣ＦＳ

⼯法

関東
柳瀬川・空掘

川
東京都清瀬市 川づくり・清瀬の会

ふるさと創⽣事業として市⺠提案によって

つくられた｢せせらぎ公園｣と⾏政と市⺠協

働による⾦⼭緑地公園

〜ビオトープ化した⾦⼭調節池を結ぶ｢リ

バー再度プロムナード｣の完成。

関東 荒川 埼⽟県秩⽗市 NPO法⼈荒川学舎秩⽗

関東 ⼀之江境川 東京都江⼾川区
（財）江⼾川区環境促進事業団 計

画課
野川の再成

関東 霞川 東京都⻘梅市 ⽔辺の暮らし探険隊 霞川流域アンケート

関東 荒川 東京都北区浮間地先 北区・みずとみどりの夢倶楽部
荒川河岸（⾚⽻ゴルフ場内）の⾃然地再⽣

⼯事への検証

関東 荒川 東京都北区岩渕地先 北区・みずとみどりの夢倶楽部
荒川河岸（北区イベント・スポーツエリ

ア）の⽔辺⾃然地創成事業

関東 荒川 東京都北志茂地先 みどりを守る北区の会
⾚⽔⾨（旧岩渕⽔⾨）の現状景観保全につ

いて

中部 天⽩川 愛知県名古屋市 天⽩・川辺の楽校
⼦どもの笑顔のみえる川づくり〜天⽩・川

辺の楽校〜

中部 加治川 新潟県新発⽥市 加治川ネット２１ ⽔辺の⼤楽校

中部
伊⾃良川・⻑

良川
岐⾩県岐⾩市

国⼟交通省中部地⽅整備局⽊曽川上

流⼯事事務所

⽊曽三川を語るフォーラム⻑良川⾃

主活動

全国に誇れる清流⻑良川を守るための⻑良

川ゴミマップと地域住⺠へのアピール

中部
信濃川・⿂野

川
新潟県河⼝町

国⼟交通省信濃川⼯事事務所 川⼝

町
⼤河信濃川・清流⿂野川と河⼝町

中部 御禊川 ⽯川県七尾市 ㈱御禊川 御禊川がつなぐ マチ・ミセ・ヒト

中部 通船川
新潟県新潟市松崎・⼤形

地区

新潟市⽴牡丹⼭⼩学校（新潟県⼟⽊

事務所）

⼦どもも参加した「まちの川」ワークショ

ップ

中部 堀川 愛知県名古屋市

堀川とまちづくりを考える会

（⻄区役所まちづくり推進部地域振

興課内）

堀川とまちづくりを考える会

中部 美和湖 ⻑野県上伊那郡⻑⾕村 ⻑⾕村でわくわく会議 ⻑⾕村でわくわくしましょう！

中部 三峰川
⻑野県伊那市⾼遠町⻑⾕

村
三峰川みらい会議 三峰川みらい計画のさらなる実現

中部 天⻯川
⻑野県岡⾕市〜天⿓村ま

で３７市町村
市⺠団体天⻯川ゆめ会議 市⺠団体天⻯川ゆめ会議

中部 五六川 愛知県豊⽥市 ちごの⼝まちづくり協議会
都市に原⾵景を再現－川づくりからまちづ

くりへ－

中部 庄川 富⼭県新湊市 庄川⽔辺の楽校ワークショップ 庄川⽔辺の楽校づくり



中部 信濃川 新潟県新潟市
国⼟交通省北陸地⽅整備局

信濃川下流⼯事事務所 管理課

みんなにやさしい やすらぎ堤を⽬指して

〜やすらぎ堤バリアフリー通路計画〜

中部 天⻯川 ⻑野県駒ヶ根市 国⼟交通省天⻯川上流⼯事事務所 募集！「写真集 天⻯川のあの頃」

近畿 ⼤⼾川 滋賀県信楽町
滋賀県甲賀地域振興局建設管理部河

川砂防課

「川づくり会議」で出会った、⽔害を語り

継ぐ⼩学⽣たち

近畿 寝屋川 ⼤阪府寝屋川市
寝屋川再⽣ワークショップ（ねや川

「⽔辺クラブ」
市のシンボルにふさわしい寝屋川の再⽣

近畿 鴨川他 京都府京都市
カッパ研究会 （京都府農村振興

会）

失われた古都の川「京の⽔⽂化を語る座談

会」

近畿
常吉川（奥⼤

野川）
京都府中郡⼤宮町奥⼤野 奥⼤野村づくり委員会 地域に愛されるふるさとの川ふたたび

近畿 ⽜滝川 ⼤阪府泉⼤津市 ⼤阪府⼟⽊部河川室河川環境課 “ひつじ”による河川の環境づくり

近畿 揖保川 中川 兵庫県姫路市及び御津町 兵庫県姫路⼯事事務所調査第⼆課 三川分派地区環境整備事業

中国 阿武川 ⼭⼝県萩市 やまぐち⽔辺交流会 住⺠と共⽣している阿武川

中国 夜市川 ⼭⼝県徳⼭市 ⻄徳⼭まちづくりの会 夜市川物語－あいにこい－

中国 柳井川 ⼭⼝県柳井市 柳井川かんぎを知っちょって会 柳井川かんぎを知っちょって会

中国 旭川 岡⼭県岡⼭市
岡⼭市⽴福浜中学校 旭川グループ

（AR-NET）
「⽔の旅」〜旭川守り隊の活動記録

中国 ⾜守川 岡⼭県岡⼭市 岡⼭市⽴⾜守中学校科学部 ⾜守川の環境調査と地域交流

中国
吉井川・旭

川・⾼梁川
岡⼭県 国⼟交通省岡⼭河川⼯事事務所

究極のサービス業を⽬指します〜主役は学

校と地域です。⾏政は裏⽅で〜

中国 ⾦剛川 岡⼭県和気町 ⼤⽥原昭和会

①⾦剛川の多⾃然型川づくり②⽔辺の楽校

での活動③吉井川流域ネットワークづくり

④ホタルを増やす活動

中国 溜川 岡⼭県岡⼭市 ⽟川商⼯会議所 環境問題委員会
ダルマガエルの詩が聞こえたか ｉｎ

TAMEGAWA

中国 吉野川 岡⼭県⻄粟倉村 ⻄粟倉村 総合企画部
吉井川流域ネットワークづくり「川を通じ

た源流と下流の交流」

中国 旭川 岡⼭県岡⼭市 旭川流域ネットワーク

運ぼう建てよう！旭川源流の碑 2002源

流の碑久世町へ 

九州・沖

縄
彦⼭川 福岡県⽥川市 ⽥川市役所 ばんだこうち ウディーテラスづくり

九州・沖

縄
筑後川

福岡県/佐賀県/⼤分県/熊

本県
筑後川流域連携倶楽部 「筑後川まるごと博物館」構想

九州・沖

縄
川内川 ⿅児島県⼤⼝市 広域連携ｼﾞｮｲﾝﾄﾘﾊﾞｰ交流会

⾒つめよう川内川 つなごう⼈と地域 考

えよう新たな川⽂化 その1歩を踏み出そ

う 〜新 川⽂化創造宣⾔より〜

九州・沖 川辺川 熊本県相良村 リバーミーティング実⾏委員会 ｢リバーミーティング｣よそものたちで川づ



縄 くり

九州・沖

縄
厳⽊川 佐賀県相知町 ⾃然と暮らしを考える研究会

命の⽔注ぐ「町切⽔⾞」に学ぶ/⽔⾞取付

研修交流会

九州・沖

縄
天神川 宮崎県佐⼟原町 佐⼟原四万⼗会

“環境育てる⽂化・カメ王国の町づくり”⾃

然再⽣「⽔辺プラザの整備」

九州・沖

縄
五ヶ瀬川 宮崎県延岡市 ガールスカウト延岡第４団 リバーフェスタのべおか

九州・沖

縄

嘉瀬川・ 六

⾓川・松浦川
佐賀県

九州地⽅整備局 武雄⼯事事務所 

調査課
六⾓川

九州・沖

縄
六⾓川 佐賀県多久市 有明の海を守るふれあいの会 植友祭

韓国 洛東江 韓国 釜⼭ 洛東江共同体 洛東江に新しい命を創ろう2000⾏動

韓国 安養川 韓国 京幾道 安養市 安養川を⽣かすネットワーク
安養川を⽣かす連帯活動（安養川の流域化

計画樹⽴運動）

韓国 全州川 韓国 全州 市⺠活動２１

全州川多⾃然型河川造成⼯事および全州河

川⽣態体験教室

韓国 南⼤川 韓国 江源道 江陵市 （社）市⺠環境センター
江陵⽔⼒発電所の放流中⽌と発電所閉鎖の

ための市⺠活動

韓国 道林川
韓国 ソウル特別市冠岳

区
健やかな道林川を作る住⺠の会

ドリム川という具体的なテーマと住⺠密着

型事業展開




