
H27-31年度 “いい川”づくり地域研修会（実施） 　2018.02

№ 地域 開催時期/会場 参加者 主催/共催・事務局 協賛・後援等

1 愛媛
①中予地区：7/21（火）／松山市
②南予地区：9/1（火）／内子町
③東予地区：11/10（火）／西条市

①15名
②24名
③29名

東予環境グループ＆鞍瀬塾
NPO法人　全国水環境交流会

2 熊本
熊本"いい川"づくり研修会2015
2015年12月18日（金） 熊本県庁大会議室

139名
ＮＰＯ法人全国水環境交流会，
熊本県，熊本大学大学院自然科学研究科

(後援）国土交通省九州地方整備局，
熊本県河川海岸防災協会（助成）

3 鹿児島
"いい川"づくり研修会in鹿児島
2016年1月29日（金）
かごしま県民交流センター　 大研修室第2

121名 NPO法人 全国水環境交流会

(後援）国土交通省九州地方整備局、鹿児島県、鹿児
島大学、鹿児島県建設業協会、鹿児島県建設コンサ
ルタンツ協会、鹿児島県技術士会、NPO法人鹿児島
技術士の会

平成28年度 225 名

1 徳島
"いい川"づくり研修会in徳島
2016年10月28日（金） /徳島県庁　講堂

73名
（主催）
NPO法人　全国水環境交流会

2 新潟
"いい川"づくり研修会in新潟
2017年1月27日（金） /新潟県庁　講堂

79名
（主催）
NPO法人　全国水環境交流会

（後援）新潟県、(一社)建設コンサルタンツ協会
北陸支部

3 山口
"いい川"づくり研修会in山口
2017年2月9日(木）/山口県庁　視聴覚室

73名
（主催）
NPO法人　全国水環境交流会

（後援）山口県、国土交通省中国地方整備局

平成29年度 　176　　名

1 高知
“いい川”づくり研修会in高知
2017年10月30日(月) /高知県職員能力開発ｾﾝﾀｰ

80名 （主催）NPO法人　全国水環境交流会

2 長崎
長崎“よか川”づくり研修会
2017年12月9日（土） /長崎県庁　中庭会議室

32名
（主催）NPO法人　全国水環境交流会
　　　　 長崎よか川交流会

※午前中は三和町の鹿尾川を視察

3 広島
“いい川”づくり研修会in広島
2018年2月1日(木）広島県立総合体育館大会議室

64名 （主催）NPO法人　全国水環境交流会
（後援）国土交通省中国地方整備局、
　　　　　広島県

平成30年度 275名

1 福井
“いい川”づくり研修会in福井
2018年12月11日(火) /福井県国際交流会会館　特
別会議室

83名 （主催）NPO法人　全国水環境交流会
（共催）公益財団法人 福井県建設技術公社
　　　　　NPO法人ドラゴンリバー交流会
（後援）国土交通省近畿地方整備局、福井県

2
関東
広域

“いい川”づくり研修会in関東
2019年2月27日（水）　国立オリンピック記念青少
年総合センター　セミナー室　※渋谷区

84名 （主催）NPO法人　全国水環境交流会 （後援） 国土交通省関東地方整備局、

3
中部
広域

“いい川”づくり研修会in中部
2019年3月19日（火）ウィルあいち（愛知県女性総合
センター） セミナー室　※名古屋市

108名 （主催）NPO法人　全国水環境交流会 （後援）国土交通省中部地方整備局

2019年度 171名

1 九州
“いい川”づくり研修会・九州
2019年11月21日（木） 10：00～16：30
熊本市商工会議所 大会議室

82名 （主催）NPO法人　全国水環境交流会
（共催）熊本大学河川・流域環境デザイン研究室
（後援）国土交通省 九州地方整備局、熊本県

2 近畿
“いい川”づくり研修会・近畿
2020年2月5日 （水） 10：00～16：00
尼崎市総合文化センター 7Ｆ　第2会議室

89名
（主催）NPO法人　全国水環境交流会
　　　　　ＮＰＯ法人近畿水の塾

（後援） 国土交通省 近畿地方整備局、
　　　　　大阪府、兵庫県

建設系CPD単位
付与（5.75）

建設系CPD単位
付与（4.58）

建設系CPD単位
付与（5.50）

建設系CPD単位
付与（5.33）

建設系CPD単位
付与（4.58）

建設系CPD単位
付与（5.08）

建設系CPD単位
付与（5.16）

備考

（共催）高知県、NPO法人環境の杜こうち
（後援）国土交通省四国地方整備局、高知県

建設系CPD単位
付与（5.50）

①フィールドワーク　東温市　「重信川　開発霞」
②フィールドワーク　内子町　麓川　(故福留氏の近自然工法)
③フィールドワーク　県道拡幅、防災・減災事業予定地等

　328 名

建設系CPD単位
付与（5.75）

平成27年度

建設系CPD単位
付与（6.08）

建設系CPD単位
付与（5.50）

（後援）国土交通省四国地方整備局、
　　　　　徳島の川づくりを考える会



H24-26年度 “いい川”づくり研修会（実施） 　2018.02

№ 地域・県名 開催時期/会場 参加人数 主催/共催/事務局 共催・後援・協賛等 備考・主たる河川等
平成24年度 合計 364名

1 岐阜 H24年　11月1日 103名
多自然川づくり技術普及研究会
NPO法人全国水環境交流会

（協賛）国土交通省中部地方整備局，岐阜県 岐阜県内河川

2 信州 H25年　1月24日 109名
NPO天竜川ゆめ会議
NPO全国水環境交流会

長野県ほか 天竜川ほか

3 岩手 H25年　2月14日 112名
NPO全国水環境交流会
一社）　いわて流域ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ

岩手県
北上川・岩手県内河川（矢神
川・宮守川・元町川ほか）

4
東京都

東大和市
H25年　3月30(日） 40名

空堀川“いい川づくり”整備報告&交流会
実行委員会

(共催）空堀川を考える会、NPO 法人全国水環境交流会、多自然川づくり
サポートセンター、奈良橋自治会、高木自治会、空堀川をいい川にする市
民の会ほか（協力）東京都、東大和市

新河岸川水系空堀川

平成25年度 合計 1137名

5 愛媛
①7月23日　中予地区
②9月10日 南予地区
③11月12日 東予地区

①40名
②44名
③31名

鞍瀬塾
NPO 法人全国水環境交流会

6 信州
8月31日・9月1日
「源流シンポジウム」として開催

253名
※2日間の

べ

NPO法人 天竜川ゆめ会議
NPO法人 全国水環境交流会

7 長崎
9月24日(火）
出島交流館(長崎県長崎市出島町）

90名
長崎よか川交流会
NPO法人全国水環境交流会

8 北海道
11月15日（金）・16日（土）
雨煙別小学校コカ・コーラ環境ハウス
（北海道栗山町）

70名
NPO法人 全国水環境交流会
一般社団法人流域生態研究所
NPO法人 雨煙別学校

9 福岡
11月22日(金）
九州大学西新プラザ（福岡県福岡市）

100名
NPO法人 全国水環境交流会
川づくりネット福岡

10 宮城
11月28日(木）：ﾌｨｰﾙﾄﾞ研修
・29日(金）：座学研修会（仙台市青少年文化
センターエッグホール）

55名
NPO法人 水・環境ネット東北
NPO法人 全国水環境交流会

11 愛知
H26年1月22日（水）
愛知県自治センター１２階E会議室

143名

12
首都圏

西部地区
1月29日（水）国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合
センター　 センター棟402教室

120名 NPO法人 全国水環境交流会

13
首都圏

東部地区
2月7日(金） 国土交通省関東地方整備局 5
階 5A会議室

191名 NPO法人 全国水環境交流会

平成26年度 約600名

1 秋田
9/11(木）　フィールド研修
9/12(金）座学　秋田市内：にぎわい交流館Ａ
Ｕ

約60名
(主催・事務局）
　　　　 NPO法人 水・環境ネット東北
(主催）NPO法人 全国水環境交流会

協賛：一社団法人 東北地域づくり協会
後援：国土交通省東北地方整備局、秋田県、秋田市、建設コンサルタンツ
協会東北支部

東北地域づくり協会の助成・建
設コンサルタント系ＣＰＤ

2 愛媛
①東予地区：7/29（火） 西条市
②中予地区：8/25（火）松山市
③南予地区：10/28（火）内子町

①26名
②17名
③29名

（主催）東予環境グループ＆鞍瀬塾
（共催）
NPO法人　全国水環境交流会

3 滋賀 10/18（土）/コラボ滋賀 87名
（主催）NPO法人瀬田川リバプレ隊
　　　　NPO法人全国水環境交流会

滋賀県（流域政策局）
国土交通省近畿地方整備局

設計・測量系CPD

4 大分
11/19（水）　消費者生活・男女共同参画プラ
ザアイネス

115名 （主催）NPO法人全国水環境交流会 （共催）大野川流域ネットワーキング、大分県 （後援）国土交通省九州地方整備局

5 熊本 11/２６（水）熊本県民交流館パレアホール 102名 熊本県河川海岸協会助成

6 埼玉
2015年1月29日(木）
　朝霞市産業文化センター　3階ホール

約100名
(主催）埼玉県河川環境団体連絡協議会，
NPO法人 全国水環境交流会

(後援）国土交通省関東地方整備局
(協力）埼玉県・社団）埼玉県建設産業団体連絡会

資料代(実費）
500円

7 長崎
2015年3月28日(土）　①現地見学会：大井手
川（長崎市大園町）
②ワークショップ：長崎大学工学部棟

約60名
（主催）長崎よか川交流会
NPO法人 全国水環境交流会

（事務局）長崎よか川交流会（長崎県土木部河川課）

(共催）埼玉県河川環境団体連絡協議会，新河岸川水系環境連絡会
（後援）国土交通省関東地方整備局,埼玉県，千葉県,一社）建設コンサルタンツ協会関東支部　　（協力）東
京都

（主催）NPO法人全国水環境交流会
（共催）熊本大学流域環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室，ＮＰＯ法人白川流域ﾘﾊﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸ
(後援）熊本県・熊本県河川海岸協会、国土交通省九州地方整備局

（共催）長野県、飯島町、飯島町教育委員会諏訪湖浄化推進連絡協議会、一社)長野県建設業協会、一
社）長野県測量設計業協会、一社）長野県南部防災対策協議会、一社）南信防災情報協議会、一社）建設
コンサルタンツ協会関東支部長野地域委員会

愛媛県

（共催）長崎県 （後援）国土交通省九州地方整備局,長崎市,長崎大学工部,土木学会西部,一社)長崎県建
設業協会,一社）長崎県測量設計業協会,長崎県土木施工管理技士会,NHK 長崎放送局,長崎新聞社ほか

（共催）社団法人 栗山青年会議所，栗山町ハサンベツ里山計画実行委員会，栗山町都市農村共生・対流
促進協議会
（後援）北海道開発局，栗山町

（共催）福岡県，九州大学大学院工学研究院
（後援）国土交通省九州地方整備局

（後援）国土交通省東北地方整備局、宮城県、仙台市、一社）建設コンサルタンツ協会東北支部
（協賛）一社)東北地域づくり協会

NPO全国水環境交流会、愛知県河川海岸協会、愛知・川の会


