
機密性２情報
河川協力団体の取組紹介

・団体名 アクアフレンズ
・活動場所 大和川 約14.0k～18.8k 国管理区間
・活動目的 生活排水対策を地域に根づかせるとともに、将来子どもたちが水とふれあえる快適な水辺

環境づくりに努め、社会教育活動に寄与できるように大阪府、八尾市、大和川河川事務所な
ど行政機関等と協力し、自然観察会や出前講座を実施している。

・団体名 アクアフレンズ
・活動場所 大和川 約14.0k～18.8k 国管理区間
・活動目的 生活排水対策を地域に根づかせるとともに、将来子どもたちが水とふれあえる快適な水辺

環境づくりに努め、社会教育活動に寄与できるように大阪府、八尾市、大和川河川事務所な
ど行政機関等と協力し、自然観察会や出前講座を実施している。

◆指定時期及び指定番号
平成２６年３月２８日
国（近畿地方整備局）第１号

◆活動内容
・大和川に関する歴史や文化
を学び、現在の大和川の役
割を考えてもらうための講座
を観察会の前に実施している。

・川の危険性と楽しさの両方を
認識し、今後の防災につい
ても考えるきっかけづくりをし
ている。

団体概要

身近な水環境の全国一斉調査
（R1.6.2）

出前講座（R1.6.5）

秋の緑化啓発イベント
水辺活動等展示（R1.10.5）



機密性２情報

活動状況写真

唐崎わんど観察会（R1.6月）

活動状況写真

芥川講座（R2.2月）ミズヒマワリ調査（R1年度 計2回）

活動状況写真

アユの遡上調査（H31.4月～7月）

河川協力団体の取組紹介

・団体名 芥川・ひとと魚にやさしい川づくりネットワーク
（http://akutagawaclub.web.fc2.com/）
・活動場所 芥川0k～2.7ｋ＋淀川右岸24.2～24.4付近（唐崎ワンド）
・活動目的 芥川を遡上する天然アユをシンボルとして、現在の芥川がさらに地域の人々に親しまれ、多
様な生き物が自然なかたちで棲むことが出来るようにする。

・団体名 芥川・ひとと魚にやさしい川づくりネットワーク
（http://akutagawaclub.web.fc2.com/）
・活動場所 芥川0k～2.7ｋ＋淀川右岸24.2～24.4付近（唐崎ワンド）
・活動目的 芥川を遡上する天然アユをシンボルとして、現在の芥川がさらに地域の人々に親しまれ、多
様な生き物が自然なかたちで棲むことが出来るようにする。

◆指定時期及び指定番号
平成26年3月28日
国（近畿地方整備局）第2号

◆活動内容
・モニタリング調査、環境学習
の実施、ミズヒマワリ調査、清

掃活動など

団体概要



機密性２情報

活動状況写真

淀川まるごと体験会（R1.8月）

活動状況写真

清掃活動（R2.2月）

活動状況写真

除草作業（R1.10月）

活動状況写真

除草作業（R1.7月）

河川協力団体の取組紹介

・団体名 ねや川水辺クラブ
・活動場所 淀川約20.5kから約21kの国管理区間
・活動目的 一級河川寝屋川およびその周辺の水辺に関わる、水辺づくり、清掃活動、環境に関する調査、

レクリエーション、歴史文化資源の調査などに広く市民と共に取り組み、水辺を活かしたうる
おいのあるまちづくりに寄与することを目的とする。

・団体名 ねや川水辺クラブ
・活動場所 淀川約20.5kから約21kの国管理区間
・活動目的 一級河川寝屋川およびその周辺の水辺に関わる、水辺づくり、清掃活動、環境に関する調査、

レクリエーション、歴史文化資源の調査などに広く市民と共に取り組み、水辺を活かしたうる
おいのあるまちづくりに寄与することを目的とする。

◆指定時期及び指定番号
平成26年3月28日
国（近畿地方整備局）第3号

◆活動内容
・清掃活動、外来種除去、環境

学習など

団体概要



機密性２情報
河川協力団体の取組紹介

・団体名 ＮＰＯ法人 瀬田川リバプレ隊
・活動場所 淀川水系 瀬田川 約７１.７k～７３.７k 国管理区間
・活動目的 琵琶湖・瀬田川の環境美化活動。指定区域河川敷植樹コムラサキシキブの維持管理活動
瀬田川周辺住民、子供達等へ琵琶湖。瀬田川環境美化活動に参加協力及び啓蒙、啓発活動。市民会議
自然観察会や出前講座を実施。

・団体名 ＮＰＯ法人 瀬田川リバプレ隊
・活動場所 淀川水系 瀬田川 約７１.７k～７３.７k 国管理区間
・活動目的 琵琶湖・瀬田川の環境美化活動。指定区域河川敷植樹コムラサキシキブの維持管理活動
瀬田川周辺住民、子供達等へ琵琶湖。瀬田川環境美化活動に参加協力及び啓蒙、啓発活動。市民会議
自然観察会や出前講座を実施。

◆指定時期及び指定番号
平成２６年３月２８日
国（近畿地方整備局）第４号

◆活動内容

瀬田川指定区域他の河川美化
活動清掃等、区域植樹コムラ
サキシキブの維持管理活動

琵琶湖・瀬田川環境美化活動
等に参加協力
琵琶湖・瀬田川の歴史・文化・
環境を学び研修の実施。河川
を愛する市民会議を開催して
広く住民等環境を学び研修の
実施。次世代へ引き継ぐ活動
の実施。

団体概要

瀬田川環境美化清掃活動
毎月１０日と定例活動

コムラサキシキブ

出前講座（R1.8.4）

清掃活動参加
R1.11.30



機密性２情報
河川協力団体の取組紹介

◆指定時期及び指定番号
平成２６年３月２８日
国（近畿地方整備局）第５号

◆活動内容
・①河川の維持
毎年６月に「名張クリーン大作戦
実行委員会」の一員として清掃活動
を実施し、市民・民間事業者・行政
等が一体となって一斉清掃を行って
いる。
・②知識の普及及び啓発
一斉清掃にあわせて、水生生物
調査を行い、市民への環境意識の
向上に努めている。
また７月７日の「水辺で乾杯」では、
乾杯までの時間、演奏会等を行い、
気軽に水辺の良さを味わってもらっ
ている。

・団体名 特定非営利活動法人 地域と自然
・活動場所 名張川28.0k～30.0ｋ 三重県名張市
・活動目的 市民、民間事業者、行政等が一体となって一斉清掃を実施し、名張川をはじめ、市内全

域の美化、美化意識の啓発を行っている。また簡易生態系調査等を行い、市民への環境
識の向上に努めている。

・団体名 特定非営利活動法人 地域と自然
・活動場所 名張川28.0k～30.0ｋ 三重県名張市
・活動目的 市民、民間事業者、行政等が一体となって一斉清掃を実施し、名張川をはじめ、市内全

域の美化、美化意識の啓発を行っている。また簡易生態系調査等を行い、市民への環境
識の向上に努めている。

団体概要

名張クリーン大作戦（R1.6月）

ネイチャービンゴをしながら名張川ウォーキング（R1.6月） 水辺で乾杯 演奏会（R1.7月）



機密性２情報

活動状況写真

アユの産卵場づくり（R1.11.10）

活動状況写真

クリーン活動（R2.2.15）

河川協力団体の取組紹介

・団体名 自然と文化の森協会
http://morikyoukai.sakura.ne.jp/main.htm

・活動場所 藻川左岸2.8k付近 兵庫県尼崎市 園田地域
・活動目的 尼崎市が策定した「自然と文化の森構想」の具体化に向けて尼崎市と協議して園田地域で
活動しています。自然と文化の森構想推進の中核組織として、尼崎市と協働して地域の自然・農業・歴史・
文化を受け継ぎ、育み、次の世代へと引き継ぐため、「ふれあい、楽しみ、学び」を合い言葉に活動していま
す。

・団体名 自然と文化の森協会
http://morikyoukai.sakura.ne.jp/main.htm

・活動場所 藻川左岸2.8k付近 兵庫県尼崎市 園田地域
・活動目的 尼崎市が策定した「自然と文化の森構想」の具体化に向けて尼崎市と協議して園田地域で
活動しています。自然と文化の森構想推進の中核組織として、尼崎市と協働して地域の自然・農業・歴史・
文化を受け継ぎ、育み、次の世代へと引き継ぐため、「ふれあい、楽しみ、学び」を合い言葉に活動していま
す。

◆指定時期及び指定番号
平成２６年３月２８日
国（近畿地方整備局）第６号

◆活動内容
①水辺の生き物調査
②外来植物の駆除
③水質調査
④クリーン活動
⑤水辺で楽しむイベント
⑥小学校等の環境体験学習・
自然体験活動

⑦その他の活動

活動状況写真

外来植物駆除活動（R1.6.2）

活動状況写真

水質調査（R1.10.27）



機密性２情報

活動状況写真

河川協力団体の取組紹介

・団体名 流域ネット猪名川
http://ryuiki17gawa17kaw.blogspot.jp/

・活動場所 猪名川流域
・活動目的 流域住民が手をつなぎ猪名川に関心を持ち、多様な生き物が棲める清流の復元をめざす。

・団体名 流域ネット猪名川
http://ryuiki17gawa17kaw.blogspot.jp/

・活動場所 猪名川流域
・活動目的 流域住民が手をつなぎ猪名川に関心を持ち、多様な生き物が棲める清流の復元をめざす。

◆指定時期及び指定番号
平成２６年３月２８日
国（近畿地方整備局）第７号

◆活動内容
①外来植物駆除と在来植物
保全

②外来植物啓発
③中学２年生のトライやる・
ウィークの受け入れ
④ネットワーク事業
⑤河川事務所事業

団体概要

活動状況写真

猪名川水環境交流会（R1.8.29）

活動状況写真

企業協働外来植物駆除活動

外来植物駆除活動

活動状況写真

水辺まつり（R1.9.22）



機密性２情報
河川協力団体の取組紹介

・団体名 揖保川三川分派地区環境を守る会
・活動場所 揖保川 約2.6k～4.6k 国管理区間 約2.0km
・活動目的 揖保川における自然環境の保全・管理を地域で担うことにより、貴重な自然河畔の環境を

自然学習・教育の場として保持することを目的として、河川敷の定期的な清掃を行っている。
また、ボランティア活動だけではなく、歴史資源の保存のため講演会を開催し、地域の歴史
伝承についても広く情報を発信している。

・団体名 揖保川三川分派地区環境を守る会
・活動場所 揖保川 約2.6k～4.6k 国管理区間 約2.0km
・活動目的 揖保川における自然環境の保全・管理を地域で担うことにより、貴重な自然河畔の環境を

自然学習・教育の場として保持することを目的として、河川敷の定期的な清掃を行っている。
また、ボランティア活動だけではなく、歴史資源の保存のため講演会を開催し、地域の歴史
伝承についても広く情報を発信している。

◆指定時期及び指定番号
平成２６年３月２８日
国（近畿地方整備局）第８号

◆活動内容

・「自分たちでやれることは自
分たちの手で」との意識を基本
に据え、ボランティア活動を実
施

・貴重な財産を住民に周知する
とともに、皆が集う環境づくりの
観点からホタルの増殖にも取り
組んでいる。

団体概要

清掃作業１ 清掃作業２

清掃作業３ 清掃作業４



機密性２情報河川協力団体の取組紹介

・団体名 福知山環境会議
（http://www.fukuchiyama-kankyokaigi.jp/）
・活動場所 由良川約35.4k～37.6ｋ 京都府福知山市 蛇ケ端御藪（光秀藪）・音無瀬橋周辺
・活動目的 福知山環境会議では100年後の子ども達に誇れる環境のまち福知山を実現するため12のプ

ロジェクトを進めています。その中で、由良川里山プロジェクトとして河川敷のクリーン活動や
明智光秀が作ったとされる竹林（蛇ケ端御藪（光秀藪））の整備・活用を進めています。

・団体名 福知山環境会議
（http://www.fukuchiyama-kankyokaigi.jp/）
・活動場所 由良川約35.4k～37.6ｋ 京都府福知山市 蛇ケ端御藪（光秀藪）・音無瀬橋周辺
・活動目的 福知山環境会議では100年後の子ども達に誇れる環境のまち福知山を実現するため12のプ

ロジェクトを進めています。その中で、由良川里山プロジェクトとして河川敷のクリーン活動や
明智光秀が作ったとされる竹林（蛇ケ端御藪（光秀藪））の整備・活用を進めています。

◆指定時期及び指定番号
平成２６年３月２８日
国（近畿地方整備局）第９号

◆活動内容
①河川管理者に協力して行う河川
工事又は河川の維持
・音無瀬橋周辺の清掃
・蛇ケ端御藪（光秀藪）の整備、ご
みの撤去、公園化

②由良川の中にあり明智光秀が
作ったとされる由緒ある竹林「蛇ケ
端御藪（光秀藪）｣を市民に知らせ、
身近に感じてもらう目的でイベント
の「桔梗の紋章光のミニュメントと光
秀藪ライトアップ」も実施。

団体概要

由良川クリーン活動 桔梗の紋章光のミニュメントと光秀藪ライトアップ

蛇ケ端御藪の整備活動



機密性２情報

・団体名 特定非営利活動法人 ドラゴンリバー交流会
HPのURL：http://www.doragon.or.jp/

・活動場所 九頭竜川水系 福井県嶺北の河川全流域
・活動目的 九頭竜川水系（九頭竜川・日野川・足羽川・竹田川など）を軸として、嶺北の河川全流域の

活性化を図り、上・中・下流の住民が潤いのある交流から、自然・人間との共生を目指し、
豊かな水系環境を創造することを目的としています。

・団体名 特定非営利活動法人 ドラゴンリバー交流会
HPのURL：http://www.doragon.or.jp/

・活動場所 九頭竜川水系 福井県嶺北の河川全流域
・活動目的 九頭竜川水系（九頭竜川・日野川・足羽川・竹田川など）を軸として、嶺北の河川全流域の

活性化を図り、上・中・下流の住民が潤いのある交流から、自然・人間との共生を目指し、
豊かな水系環境を創造することを目的としています。

河川協力団体の取組紹介

◆指定時期及び指定番号
平成２６年３月２８日
国（近畿地方整備局）第10号

◆活動内容
１．九頭竜川・鳴鹿大堰
の活動紹介

２．水質・水生生物調査
３．植樹活動
４．清掃活動・外来種駆除
５．その他
マイタイムライン
ミズベリング
意見交換会他

団体概要

九頭竜川に親しむ会 （R１.8.11）九頭竜川河川空間利用に関する
意見交換会 （H31.4.24）

ミズベリング九頭竜川に乾杯 （R1.8.2） 九頭竜川クリーンアップ作戦 （H31.4.21）



機密性２情報
河川協力団体の取組紹介

・団体名 大和川市民ネットワーク
・活動目的 自然環境を守り、大和川に清流をとりもどすと共に、水害のない川づくりを願って、市民が交

流し協力することを目的としている。

・団体名 大和川市民ネットワーク
・活動目的 自然環境を守り、大和川に清流をとりもどすと共に、水害のない川づくりを願って、市民が交

流し協力することを目的としている。

◆指定時期及び指定番号
平成２８年１月４日
国（近畿地方整備局）第１１号

◆活動内容
・大和川に集い、遊び、学ぶ活
動や自然保護・水質改善・清
掃、大和川学習や研究などに
とりくむ団体や個人の交流を
はかる。
・大和川にかかわる情報を交流
し、相互に援助し高め合う。

・河川環境改善への学習機会
と資料を充実し、子どもたちの
関心や意欲を高め、市民意識
の向上に取り組む。

団体概要

４月 堺市浅香で「みんなの大和川」展示会・交流会
つつじまつり会場周辺にパネル展示（4/25～5/6）河川事
務所堺防災センターで交流会（4/27音楽会 4/28かるた会
4/29講演会）「元気な大和川」をアピール

8/21「わたしたちの大和川」講座ｉｎ東大阪
東大阪市今米の川中家住宅と中甚兵衛生家
跡を見学。中家菩提寺の西光寺で学習会を
もった。

9/1 「川のみりょく発見交流会」
小川力也さんと中学生・高校生の
発表をもとに小学生も交えて学習
した。

11/23「～流れは未来へ～“大和川の日”第12回市民の
つどい」大阪湾クルーズ＆学習・交流会
堺出島漁港から大和川河口へクルージング。漁師の髙田利
夫さんに大阪湾の現状や課題についてお聞きした。当日用
の資料「大和川河口の昔と未来」を増刷普及している。



機密性２情報

活動状況写真

環境学習（R1.8月）

活動状況写真

生き物調査（R2.1月）

活動状況写真

中聖牛製作（R1.11月）

活動状況写真

希少種調査（R1.6月）

河川協力団体の取組紹介

・団体名 やましろ里山の会
・活動場所 淀川約10kから約35kの国管理区間
・活動目的 里山の自然環境・調査活動や里山を構成する田園などでの農・林業体験学習事業を通じて、

自然環境の保全とその啓発を行い、公共の福祉と地域の活性化に寄与することを。

・団体名 やましろ里山の会
・活動場所 淀川約10kから約35kの国管理区間
・活動目的 里山の自然環境・調査活動や里山を構成する田園などでの農・林業体験学習事業を通じて、

自然環境の保全とその啓発を行い、公共の福祉と地域の活性化に寄与することを。

◆指定時期及び指定番号
平成28年1月4日
国（近畿地方整備局）第12号

◆活動内容

・地元説明会、聖牛製作、生き
物調査、環境学習、環境冊子
作成など

団体概要



機密性２情報

活動状況写真

他団体との連携（R1.8月）

活動状況写真

各種団体とのフォーラムの共催（R1.7月）

河川協力団体の取組紹介

・団体名 琵琶湖・淀川流域圏連携交流会
・活動場所 淀川約10kから約35kの国管理区間
・活動目的 琵琶湖淀川流域の治水に関する理解を深めるとともに、3府県4流域の主要な市民団体の

活動内容の課題、状況把握。

・団体名 琵琶湖・淀川流域圏連携交流会
・活動場所 淀川約10kから約35kの国管理区間
・活動目的 琵琶湖淀川流域の治水に関する理解を深めるとともに、3府県4流域の主要な市民団体の

活動内容の課題、状況把握。

◆指定時期及び指定番号
平成28年1月4日
国（近畿地方整備局）第13号

◆活動内容
・流域内で活動する多様な立場の人
達が交流を通じて相互理解を深める
ことで、見えてくる課題や状況を把握
し、解消に向けた活動を実施。

団体概要

活動状況写真

リレー見学会（R1.11月） 市民向け流域学習会（R1.7月）



機密性２情報
河川協力団体の取組紹介

・団体名 洗堰レトロカフェ
ホームページ https://retrocafe.info Twitter @retro_cafe instagram retrocafe.info

・活動場所 瀬田川左岸70.1ｋ付近 滋賀県大津市 旧瀬田川（南郷）洗堰及びピクニックデッキ
・活動目的 瀬田川河川敷の利用者に対して、洗堰などの役割等について知識の普及を行うことにより、

河川に関心を持ってもらうことを目的として、毎月オープンカフェを開催している。

・団体名 洗堰レトロカフェ
ホームページ https://retrocafe.info Twitter @retro_cafe instagram retrocafe.info

・活動場所 瀬田川左岸70.1ｋ付近 滋賀県大津市 旧瀬田川（南郷）洗堰及びピクニックデッキ
・活動目的 瀬田川河川敷の利用者に対して、洗堰などの役割等について知識の普及を行うことにより、

河川に関心を持ってもらうことを目的として、毎月オープンカフェを開催している。

◆指定時期及び指定番号
平成２８年１月４日
国（近畿地方整備局）第１４号

◆活動内容

・②河川の管理に関する情報
又は資料の収集及び提供

・④河川の管理に関する知識
の普及及び啓発

瀬田川左岸７０．１ｋ付近の
旧洗堰及びピクニックデッキの
来訪者に知識の普及を行う。ま
た、来訪者へアンケートの記入
をお願いし、意見の吸い上げを
実施している。

団体概要

オープンカフェを毎月第4土曜日に定例開催する他、水のめぐみ館
エリアで開催されるイベントに合わせて、臨時開催も行っている。

来訪者に対して、洗堰や巡視船の役割を説明し、河川への関心を
持ってもらうように努めている。また河川利用者の意見をアンケート
を通して収集し、河川管理者へ伝える役割を果たしている。

毎月第四土曜日の定例オープンカフェ開催時
スタッフ写真／来訪者の様子／来訪者の様子



機密性２情報
河川協力団体の取組紹介

・団体名 日野川流域交流会 （URI： http://www.geology.co.jp/hinogawa/ ）

・活動場所 日野川の源流から下流域
・活動目的 ふるさとの川である日野川を中心に地域住民と交流することで、よりよい“川づくり”をめざし

ます。また、企業・行政・住民のパートナーシップを保ち、川の文化や河川環境を保全する活動
（フィールド活動やフォーラム開催）を実施し、川に学ぶ社会の実現を目指しています。

・団体名 日野川流域交流会 （URI： http://www.geology.co.jp/hinogawa/ ）

・活動場所 日野川の源流から下流域
・活動目的 ふるさとの川である日野川を中心に地域住民と交流することで、よりよい“川づくり”をめざし

ます。また、企業・行政・住民のパートナーシップを保ち、川の文化や河川環境を保全する活動
（フィールド活動やフォーラム開催）を実施し、川に学ぶ社会の実現を目指しています。

◆指定時期及び指定番号
平成２８年 １月４日
国（近畿整備局）第１５号

◆活動内容
１．安全指導と環境学習の指

導者の育成
さばえかわらぶ2019
学ぼう！遊ぼう！河原で
GO！の開催

２．河川利用の普及
リバーパラダイス
そうだ川に行こう！「おしゃ
れなリ・ＢＡＲ」マイテントキャ
ンプの開催

団体概要



機密性２情報
河川協力団体の取組紹介

・団体名 日野川流域交流会 （URI： http://www.geology.co.jp/hinogawa/ ）

・活動場所 日野川の源流から下流域
・活動目的 ふるさとの川である日野川を中心に地域住民と交流することで、よりよい“川づくり”をめざし

ます。また、企業・行政・住民のパートナーシップを保ち、川の文化や河川環境を保全する活動
（フィールド活動やフォーラム開催）を実施し、川に学ぶ社会の実現を目指しています。

・団体名 日野川流域交流会 （URI： http://www.geology.co.jp/hinogawa/ ）

・活動場所 日野川の源流から下流域
・活動目的 ふるさとの川である日野川を中心に地域住民と交流することで、よりよい“川づくり”をめざし

ます。また、企業・行政・住民のパートナーシップを保ち、川の文化や河川環境を保全する活動
（フィールド活動やフォーラム開催）を実施し、川に学ぶ社会の実現を目指しています。

団体概要

さばえかわらぶ2019  学ぼう！遊ぼう！河原でGO！ （R1. 8. 6）

リバーパラダイス そうだ川に行こう！「おしゃれなリ・ＢＡＲ」マイテントキャンプ （R1. 8.10 ～ R1. 8.11）

◆指定時期及び指定番号
平成２８年 １月４日
国（近畿整備局）第１５号

◆活動内容
１．安全指導と環境学習の指

導者の育成
さばえかわらぶ2019
学ぼう！遊ぼう！河原で
GO！の開催

２．河川利用の普及
リバーパラダイス
そうだ川に行こう！「おしゃ
れなリ・ＢＡＲ」マイテントキャ
ンプの開催



機密性２情報

・団体名 奥越漁業協同組合
HPのURL：https://okuetsu.fish/

・活動場所 九頭竜川・石徹白川 福井県大野市（旧和泉村）周辺
・活動目的 本来の九頭竜川の生態系の維持を目的としています。

・団体名 奥越漁業協同組合
HPのURL：https://okuetsu.fish/

・活動場所 九頭竜川・石徹白川 福井県大野市（旧和泉村）周辺
・活動目的 本来の九頭竜川の生態系の維持を目的としています。

河川協力団体の取組紹介

◆指定時期及び指定番号
平成２８年１月４日
国（近畿地方整備局）第16号

◆活動内容
③河川の管理に関する調査研究

・地元の小学生による九頭竜川・
石徹白川に生息する水生生物調査、
九頭竜ダムでのコクチバス駆除を
実施している。

団体概要

水生生物調査（R1.7.24）

コクチバス駆除（R1.6.13~14） コクチバス駆除（ R1.6.13~14 ）

水生生物調査（R1.7.24）

二日間で148匹のコクチバスを駆除！

ヤマメつかみ取り体験（R1.7.24）



機密性２情報

・団体名 大野市漁業協同組合
HPのURL：https://www.ono-gyokyo.com/

・活動場所 九頭竜川・真名川 福井県大野市周辺
・活動目的 真名川ダムの放流時の待避指導や河川愛護に関する啓発活動を目的にしています。

・団体名 大野市漁業協同組合
HPのURL：https://www.ono-gyokyo.com/

・活動場所 九頭竜川・真名川 福井県大野市周辺
・活動目的 真名川ダムの放流時の待避指導や河川愛護に関する啓発活動を目的にしています。

河川協力団体の取組紹介

◆指定時期及び指定番号
平成２８年１月４日
国（近畿地方整備局）第17号

◆活動内容
①河川工事又は河川の維持

・真名川において在来生物が
住みやすい環境整備を目標と
して、河川の清掃を実施してい
る。
④河川の管理に関する知識の
普及及び啓発
・地域の子供たちを対象とし
た学習会として、「親子釣り教
室」を実施している。

親子鮎釣り教室（R1.7.27）

団体概要

親子鮎釣り教室（R1.7.27）

ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ大作戦（R1.6.16）ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ大作戦（R1.6.16）



機密性２情報
河川協力団体の取組紹介

◆指定時期及び指定番号
平成２８年９月３０日
国（近畿地方整備局）第１８号

◆活動内容

・自然環境学習・水辺環境保全
体験学習
・大和川をはじめとする河川に
関わる歴史・文化の掘り起こ
しや伝承・育成のための活動
・水辺環境体験型芸術・スポー
ツの普及啓発活動
・水辺環境保全のための学習、
調査、研究や啓発活動
・河川にかかわる他のNPO・行
政各種団体との諸団体との
連携、交流

・団体名 大和川水辺の楽校協議会
・活動場所 大和川 約4.7k～5.2k 国管理区間
・活動目的 子どもの水辺「楽しぃんやさかい大和川」付近で、学校教育や市民活動と連携して大和川の

水辺環境等についての体験学習に関する事業を行うことにより、子どもたちの心と体の健全
な育成を図るとともに、大和川の環境の保全・向上及び自然と共生したある社会づくり、まち
づくりに寄与することを目的としている。

・団体名 大和川水辺の楽校協議会
・活動場所 大和川 約4.7k～5.2k 国管理区間
・活動目的 子どもの水辺「楽しぃんやさかい大和川」付近で、学校教育や市民活動と連携して大和川の

水辺環境等についての体験学習に関する事業を行うことにより、子どもたちの心と体の健全
な育成を図るとともに、大和川の環境の保全・向上及び自然と共生したある社会づくり、まち
づくりに寄与することを目的としている。

団体概要

水辺の楽校祭り
（H31.5.6）

水辺の楽校祭り
（H31.5.6）

水辺の楽校教室
（H31.9.29）

水辺の楽校教室
（H31.9.29）



機密性２情報
河川協力団体の取組紹介

・団体名 大阪市立大学大学院工学研究科 環境水域工学研究室
・活動場所 大和川の約0.6k～18kの国管理区間
・活動目的 川や海は人々に自然の恵みや心のうるおい・安らぎを与えてくれる貴重な公共財産・都市施

設の一部です。本研究室では都市部に隣接する川や海などの健全性の保全・修復に必要不
可欠なモニタリングや物質循環機構の解明、水域生態系機能の評価、都市防災などについ
て教育と研究を行います。

・団体名 大阪市立大学大学院工学研究科 環境水域工学研究室
・活動場所 大和川の約0.6k～18kの国管理区間
・活動目的 川や海は人々に自然の恵みや心のうるおい・安らぎを与えてくれる貴重な公共財産・都市施

設の一部です。本研究室では都市部に隣接する川や海などの健全性の保全・修復に必要不
可欠なモニタリングや物質循環機構の解明、水域生態系機能の評価、都市防災などについ
て教育と研究を行います。

◆指定時期及び指定番号
平成２９年１月５日
国（近畿地方整備局）第１９号

◆活動内容

以下の内容について、研究活動および教育
や勉強会、情報発信を行っている。

・大和川の環境保全と生態系機能の関する
調査研究
・大和川を教材とした大学での講義・演習
・本団体の調査結果は学会やHP等で広く情
報発信するとともに、研究活動を行うに際し
ては、他大学・自治体・港湾管理者・河川管
理者・研究者等での情報交換を含めた連携
を模索する。

団体概要

【教育】地域実践演習Ⅱ「大和川を教材とした都市河川
の環境と防災」の現地見学と簡易水質分析の様子
（2019/11/17）

【研究】大和川における溶存
無機炭素の空間分布調査の
様子
（春：2019 5/27、夏：7/24、
秋：10/17、冬：1/8）



機密性２情報
河川協力団体の取組紹介

・団体名 特定非営利活動法人 きらめき紀の川
・活動場所 紀の川6.0k～6.4k 和歌山県和歌山市 左岸6.2k付近「水ときらめき紀の川館」周辺
・活動目的 紀の川の環境保全を図り、豊かな川の恵みを未来永劫享受できるよう、多様な連携による

共同事業を推進することを目的とし、紀の川流域住民の生活に寄与する。

・団体名 特定非営利活動法人 きらめき紀の川
・活動場所 紀の川6.0k～6.4k 和歌山県和歌山市 左岸6.2k付近「水ときらめき紀の川館」周辺
・活動目的 紀の川の環境保全を図り、豊かな川の恵みを未来永劫享受できるよう、多様な連携による

共同事業を推進することを目的とし、紀の川流域住民の生活に寄与する。

◆指定時期及び指定番号
平成３０年１月９日
国（近畿地方整備局）第２０号

◆活動内容

①河川管理者に協力して行う
河川工事又は河川の維持
・「水ときらめき紀の川館」の
来館者対応や清掃等
・動植物採補禁止区域の巡視

②河川の管理に関する知識の
普及及び啓発
・地元小学校等へ「水ときらめき
紀の川館」活用推奨による
紀の川の歴史や環境に関する
学習の啓発

団体概要

▲駐車場を清掃している様子

▲受付にて来館者へ案内▲動植物採補禁止区域の巡視

▲開館の準備をしている様子

活 動 状 況 の 紹 介



機密性２情報
河川協力団体の取組紹介

活動状況写真

河川学習（R1.6月）
◆指定時期及び指定番号
平３０年１月９日
国（近畿地方整備局）第２１号

◆活動内容

・小学生を対象に環境学習や
清掃活動を実施。その他、琵
琶湖疎水について、当時の計
画・目的・利用等の歴史につい
ての講座を実施。

活動状況写真

環境学習（ R1.6月 ）

活動状況写真

清掃活動（ R1.6月）

活動状況写真

安全巡視（ R1.10月）

団体概要

・団体名 伏見観光協会
（http://kyoto-fushimi.or.jp/）
・活動場所 宇治川右岸43.6km付近三栖閘門周辺広場から右岸44.8km付近の観月橋
・活動目的 歴史・文化・自然など、豊かな地域資源を活かしたまちづくりを目指し、住民が地域に誇りを
持ち活力あるまちづくりを目指している。

・団体名 伏見観光協会
（http://kyoto-fushimi.or.jp/）
・活動場所 宇治川右岸43.6km付近三栖閘門周辺広場から右岸44.8km付近の観月橋
・活動目的 歴史・文化・自然など、豊かな地域資源を活かしたまちづくりを目指し、住民が地域に誇りを
持ち活力あるまちづくりを目指している。



機密性２情報
河川協力団体の取組紹介

・団体名 大江まちづくり住民協議会
（http://ooe-machikyo.jp/）
・活動場所 由良川約16.4k～約29.0ｋ
・活動目的 地域でお互いに協力し安心安全に暮らしていけるよう様々な課題について解決に向けた取

組を行っており、その一環として河川に関する学習会や河川管理者と協働した実験を行って
いる。

・団体名 大江まちづくり住民協議会
（http://ooe-machikyo.jp/）
・活動場所 由良川約16.4k～約29.0ｋ
・活動目的 地域でお互いに協力し安心安全に暮らしていけるよう様々な課題について解決に向けた取

組を行っており、その一環として河川に関する学習会や河川管理者と協働した実験を行って
いる。

◆指定時期及び指定番号
平成３０年１月９日
国（近畿地方整備局）第２２号
◆活動内容

④河川管理知識の普及及び啓発

・中丹地域を、カヌーができる
地域として発信していくとともに、
由良川を活用した観光資源の
開発につなげ、地域の活性化
を図ることを目的としてカヌー
体験教室を開催

・堤防による治水に感謝の気持
ちを育むとともに、河川の豊か
な自然環境を体感する取り組
みとして、堤防上をルートに
ウォーキングを実施

団体概要

初心者向けカヌー体験教室（R1.8.25）

第4回堤防ウォーキング（R1.11.10）



機密性２情報
河川協力団体の取組紹介

湿地に繁茂する外来植物の駆除

◆指定時期及び指定番号
平成３０年１月９日
国（近畿地方整備局）第２３号

◆活動内容
・河川の管理に関する調査研究

加陽湿地において、コウノトリ
が舞い降り、魚類等の再生産の
場となる湿地の再生をめざして、
外来植物であるセイタカアワダ
チソウの駆除や、「加陽湿地ま
つり」のイベント時に生きもの調
査と併せてザリガニ捕獲を行う
など、外来生物の駆除を実施し
ている。

・団体名 加陽地区づくり委員会
・活動場所 出石川左岸約0.9k～約1.8ｋ 兵庫県豊岡市 加陽湿地
・活動目的 加陽湿地では多くの生き物が棲むことができる湿地づくりを進めており、コウノトリが舞い降り、

魚類等の再生産の場となる湿地の再生を目指し、昔あった風景を取り戻すために、外来種の
駆除を行っている。

・団体名 加陽地区づくり委員会
・活動場所 出石川左岸約0.9k～約1.8ｋ 兵庫県豊岡市 加陽湿地
・活動目的 加陽湿地では多くの生き物が棲むことができる湿地づくりを進めており、コウノトリが舞い降り、

魚類等の再生産の場となる湿地の再生を目指し、昔あった風景を取り戻すために、外来種の
駆除を行っている。

活動状況写真活動状況写真

「加陽湿地まつり」で水辺の普及活動（生きもの調査） 地元小学生等の環境教育を兼ねてのザリガニ釣り

加陽湿地

団体概要


