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JAPAN WATER PRIZE 





各　　賞

活動

主体

都道

府県

活動の名称 活動主体の名称

大　　　賞 学校 岡山県 瀬戸内海の海底ごみ問題の解決に向けての女子中高生の挑戦 山陽女子中学校・高等学校　地歴部

国土交通大臣賞 団体 愛知県 ～市民と行政が一緒に歩む堀川浄化～　堀川1000人調査隊2010 堀川1000人調査隊2010実行委員会

環境大臣賞 団体 福島県

８年連続「水質最良」な荒川の川づくりに貢献！

～ふるさとの川・荒川づくり協議会20年の取組み～

ふるさとの川・荒川づくり協議会

厚生労働大臣賞 団体 東京都 日本の水に関わる若手を結ぶプラットフォームの構築 Japan National Young Water Professionals

農林水産大臣賞 団体 新潟県 ＥＳＤ学習－捨てられていた魚は環境の見張番 特定非営利活動法人　五泉トゲソの会

文部科学大臣賞 団体 千葉県 印旛沼源流域での里山保全活動と環境教育 特定非営利活動法人　NPO富里のホタル

経済産業大臣賞 団体 滋賀県

琵琶湖の生態系維持活動と琵琶湖の水文化（伝統漁法・食文化）を

次世代のこどもへ繋ぐ

びわ湖エコアイディア倶楽部

市民活動賞 団体 北海道

厚沢部川水系の水辺環境と河川資源を活用した

地域に根ざした任意団体の活動

厚沢部町河川資源保護振興会

国際貢献賞 個人 長野県 生物浄化法による安全な飲料水の普及 中本　信忠

未来開拓賞 団体 愛知県 流域を支えるクラウドファンディング　カワサポ 一般社団法人ClearWaterProject

審査部会特別賞 団体 愛知県 緑の回廊づくり みどりのまちづくりグループ

第21回日本水大賞　各賞　（応募総数137件）第21回日本水大賞　各賞　（応募総数137件）第21回日本水大賞　各賞　（応募総数137件）第21回日本水大賞　各賞　（応募総数137件）

資料－2



1 

 

資料－3 

 

第第第第 21212121 回日本水大賞回日本水大賞回日本水大賞回日本水大賞    各賞各賞各賞各賞    受賞受賞受賞受賞理由理由理由理由    

 

    大大大大    賞賞賞賞    （（（（賞状・賞状・賞状・賞状・副賞副賞副賞副賞 200200200200 万円）万円）万円）万円）        岡山県岡山県岡山県岡山県    学校学校学校学校    

活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：山陽山陽山陽山陽女子中学校・高等学校女子中学校・高等学校女子中学校・高等学校女子中学校・高等学校    地歴部地歴部地歴部地歴部    

活動の名称活動の名称活動の名称活動の名称        ：：：：瀬戸内海の海底ごみ問題の解決に向けての女子中高生の挑戦瀬戸内海の海底ごみ問題の解決に向けての女子中高生の挑戦瀬戸内海の海底ごみ問題の解決に向けての女子中高生の挑戦瀬戸内海の海底ごみ問題の解決に向けての女子中高生の挑戦    

 

○○○○受賞受賞受賞受賞理由理由理由理由    

海底ゴミ問題は、公的な回収者が不在であることや、普段は目に見えない潜在的なもので

問題解決が遅れがちであるとともに、プラスチックの含有等による水質への影響をはじめ

海域環境への影響が看過できない問題です。 

このような状況の中で、この団体では 2008 年から海底ゴミの「見える化」プロジェクト

として、海底ゴミの調査・回収活動のみならず、住民に対する認知度調査、体験学習会、出

前講座、巡回展示館等の多様な情報発信活動を行ってきました。また、解決に向けた意識の

高揚に向け、多くの団体等との協働や学会等での報告等の活動にも取り組んできました。 

10 年以上にわたる継続的な活動であること、意識改善を促すという明確な目的を持って

いること、多くの団体との協働により社会的な成果を得ていることなど、その活動の継続性

と多様な取組みにより、問題解決の出発点となる地域全体の意識改革をもたらす効果をも

たらしてきました。このことは、日常生活と水との関わりを再認識する社会を構築していく

特に優れた取組みとして高く評価できることから、大賞にふさわしいと判断しました。 

 

 

    国国国国土交通大臣賞土交通大臣賞土交通大臣賞土交通大臣賞    （（（（賞状・賞状・賞状・賞状・副賞副賞副賞副賞 50505050 万円）万円）万円）万円）        愛知県愛知県愛知県愛知県    団体団体団体団体    

活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：堀川堀川堀川堀川 1000100010001000 人調査隊人調査隊人調査隊人調査隊 2010201020102010 実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会        

活動の名称活動の名称活動の名称活動の名称        ：：：：～市民と行政が一緒に歩む堀川浄化～～市民と行政が一緒に歩む堀川浄化～～市民と行政が一緒に歩む堀川浄化～～市民と行政が一緒に歩む堀川浄化～    堀川堀川堀川堀川 1000100010001000 人調査隊人調査隊人調査隊人調査隊 2010201020102010    

 

○○○○受賞受賞受賞受賞理由理由理由理由    

高度成長期を中心に都市部の河川の水質汚濁は深刻な問題でしたが、その後の施策等に

より状況は改善してきています。しかしながら、それらの施策の検証を行い、市民の間にき

れいな川を守るという機運を盛り上げ、さらなる改善を図っていくことは重要です。 

この団体は 2007 年から、名古屋市民の憩いの場となっている堀川をフィールドとして、

堀川浄化の機運を盛り上げるため、多くの地点における水質調査、情報発信、行政との意見

交換会など市民と行政のステップアップ型パートナーシップによる幅広い活動を実施し、

堀川の水質改善・保持に成果を上げてきました。 

調査・研究のみにとどまらずに、約 53,000 人にも及ぶ市民による大規模なネットワーク

の構築、清掃、上下流交流、情報発信活動などの多様な活動による成果は、官民協働の取組

みとして高く評価できることから、国土交通大臣賞にふさわしいと判断しました。 
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    環境環境環境環境大臣賞大臣賞大臣賞大臣賞    （（（（賞状・賞状・賞状・賞状・副賞副賞副賞副賞 50505050 万円）万円）万円）万円）        福島県福島県福島県福島県    団体団体団体団体    

活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：ふるさとの川・荒川づくり協議会ふるさとの川・荒川づくり協議会ふるさとの川・荒川づくり協議会ふるさとの川・荒川づくり協議会    

活動の名称活動の名称活動の名称活動の名称        ：：：：8888 年連続「水質最良」な荒川の川づくりに貢献！年連続「水質最良」な荒川の川づくりに貢献！年連続「水質最良」な荒川の川づくりに貢献！年連続「水質最良」な荒川の川づくりに貢献！    

～ふるさとの川・荒川づくり協議会～ふるさとの川・荒川づくり協議会～ふるさとの川・荒川づくり協議会～ふるさとの川・荒川づくり協議会 20202020 年の取組み～年の取組み～年の取組み～年の取組み～    

 

○○○○受賞受賞受賞受賞理由理由理由理由    

地域における水環境のシンボルを大切にしていくためには、行政における取組みだけで

はなく、“こころ”を持つ地域住民の方々による取組みが重要です。 

この団体は 2007 年から、福島県内を流れる荒川（阿武隈川水系）を地域における水環境

のシンボルとして捉え、町内会、学校、関係団体等との連携を図りつつ、水環境や水防災に

関する学習会、河川清掃、水質・生物調査、河川の探訪会の実施など幅広い活動を精力的に

繰り広げ、荒川の水環境の向上や水環境への意識の向上等に取り組んできました。 

20 年以上にもわたる活動であるという継続性やその活動の多様性はもちろんのこと、多

くの個人や企業等の理解と協力を得て行ってきた活動は、荒川を通じて地域における良好

な水環境を創出する優れた取組みとして高く評価できることから、環境大臣賞にふさわし

いと判断しました。 

 

 

    厚生厚生厚生厚生労働大臣賞労働大臣賞労働大臣賞労働大臣賞    （（（（賞状・賞状・賞状・賞状・副賞副賞副賞副賞 50505050 万円）万円）万円）万円）        東京都東京都東京都東京都    団体団体団体団体    

活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：Japan National Young Water ProfessionalsJapan National Young Water ProfessionalsJapan National Young Water ProfessionalsJapan National Young Water Professionals    

    活動の名称活動の名称活動の名称活動の名称        ：：：：日本の水に関わる若手を結ぶプラットフォームの構築日本の水に関わる若手を結ぶプラットフォームの構築日本の水に関わる若手を結ぶプラットフォームの構築日本の水に関わる若手を結ぶプラットフォームの構築 

 

○○○○受賞受賞受賞受賞理由理由理由理由    

 上下水道は都市を支える重要インフラであり、その持続的な運営のためには十分な技術

を持った人材が欠かせませんが、ベテラン職員が大量に退職する時期を迎え、技術継承のた

めに若手技術者の育成が急務となっている状況です。 

このような状況の中で、この団体は、水業界を支える若手技術者の育成・入職促進等を目

的として、研究機関・事業体・民間企業等に所属する若手のネットワーク構築、セミナー・

ワークショップによる情報の共有と発信などのプラットフォーム構築を行い、技術者間の

交流、学生の就職活動における水業界への意識付けなどの成果を上げています。 

若手技術者の人材育成という将来を見据えた視点から、産・官・学さまざまな分野で構成

されるプラットフォームを基本にして展開している様々な活動は、今後の上下水道に関わ

る技術水準の確保・向上を図る優れた取組みとして高く評価できることから、厚生労働大臣

賞にふさわしいと判断しました。 
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    農林農林農林農林水産大臣賞水産大臣賞水産大臣賞水産大臣賞    （（（（賞状・賞状・賞状・賞状・副賞副賞副賞副賞 50505050 万円）万円）万円）万円）        新潟新潟新潟新潟県県県県    団体団体団体団体    

活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    五泉トゲソの会五泉トゲソの会五泉トゲソの会五泉トゲソの会    

    活動の名称活動の名称活動の名称活動の名称        ：：：：ＥＳＤＥＳＤＥＳＤＥＳＤ学習学習学習学習－捨てられていた魚は環境の見張番－捨てられていた魚は環境の見張番－捨てられていた魚は環境の見張番－捨てられていた魚は環境の見張番    

 

○○○○受賞受賞受賞受賞理由理由理由理由    

 いくつかの特定の生物は、その生息状況を水域の水質指標として捉えることが可能です。

さらにその生息状況の情報発信を通じて、地域における水環境保全への関心を高めていく

ことが期待できます。 

 この団体は、「トゲソ」（淡水魚イバラトミヨの新潟県五泉地域での呼称）に焦点を当て、

五泉地域における生息地での観察活動、トミヨに関する情報発信活動、ビオトープ造成等の

保全活動、環境学習活動を長年にわたり実施し、さらには「とげそ米」などの農産物の生産

販売を通じて、水環境保全の重要性を地域社会に広げています。 

20 年以上にもわたる活動であるという継続性やその活動の多様性・規模等はもちろんの

ことですが、トゲソやきれいな水の保全活動を基礎にした農産物の販売・生産活動を通じて

地域農業や地域社会の振興にもつながる優れた取組みとして高く評価できることから、農

林水産大臣賞にふさわしいと判断しました。 

 

 

    文部文部文部文部科学大臣賞科学大臣賞科学大臣賞科学大臣賞    （（（（賞状・賞状・賞状・賞状・副賞副賞副賞副賞 50505050 万円）万円）万円）万円）        千葉千葉千葉千葉県県県県    団体団体団体団体    

活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    NPONPONPONPO 富里のホタル富里のホタル富里のホタル富里のホタル    

    活動の名称活動の名称活動の名称活動の名称        ：：：：印旛沼源流域での里山保全活動と環境教育印旛沼源流域での里山保全活動と環境教育印旛沼源流域での里山保全活動と環境教育印旛沼源流域での里山保全活動と環境教育 

 

○○○○受賞受賞受賞受賞理由理由理由理由    

身近にある里山の保全の大切さへの認識が高まる中で、里山保全に関わる活動の実施の

みならず、その活動を通じて次世代も含んで環境保全への意識を高めることは重要です。 

この団体は、千葉県にある印旛沼流域内の里山周辺をフィールドに、植樹等の里山保全活

動に加え、将来にわたり活動の持続性を確保する観点から、幼稚園児を対象にした教育活動、

小学生を対象にした自然観察会、稲作体験学習、中学生・高校生を対象にした調査活動、ボ

ランティア活動の支援など、年齢に応じた環境教育を行っています。 

これらの活動は、環境保全意識を次世代につなげていくという目的の下で、年齢に応じて

学ぶ意欲を増進させる学習内容の設定という実効性の高い手法により行われており、多く

の環境教育への取組みの中でも優れた取組みとして高く評価できることから、文部科学大

臣賞にふさわしいと判断しました。 
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    経済経済経済経済産業大臣賞産業大臣賞産業大臣賞産業大臣賞    （（（（賞状・賞状・賞状・賞状・副賞副賞副賞副賞 50505050 万円）万円）万円）万円）        滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県    団体団体団体団体    

活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：びわ湖エコアイディア倶楽部びわ湖エコアイディア倶楽部びわ湖エコアイディア倶楽部びわ湖エコアイディア倶楽部    

活動の名称活動の名称活動の名称活動の名称        ：：：：琵琶湖の生態系維持活動と琵琶湖の水文化（伝統漁法・食文化）を琵琶湖の生態系維持活動と琵琶湖の水文化（伝統漁法・食文化）を琵琶湖の生態系維持活動と琵琶湖の水文化（伝統漁法・食文化）を琵琶湖の生態系維持活動と琵琶湖の水文化（伝統漁法・食文化）を    

次世代のこどもへ繋ぐ次世代のこどもへ繋ぐ次世代のこどもへ繋ぐ次世代のこどもへ繋ぐ    

 

○○○○受賞受賞受賞受賞理由理由理由理由    

我が国最大の大きさを誇る琵琶湖（滋賀県）においては、多くの団体が様々な視点から環

境保護活動を行っています。 

そのような中で、この団体は、「企業市民として出来る環境活動の実践」という意識の下

で、琵琶湖の景観・自然生態系の保全に加え、次世代を担うこども達に環境・食文化を継承

することを目的として、水質調査活動への参加のほかこども達を対象にして田植え、稲刈り

学習、伝統食づくり等の活動を行っています。 

これらの活動が、自ら実行する環境保全活動のみならず次世代を担うこども達への環境・

食文化の継承というユニークな視点を持って行われていることに加え、「企業市民として」

という意識の下で一企業内の有志が取り組んでいる姿勢は高く評価できることから、経済

産業大臣賞にふさわしいと判断しました。 

 

 

    市民市民市民市民活動賞活動賞活動賞活動賞    （（（（賞状・賞状・賞状・賞状・副賞副賞副賞副賞 30303030 万円）万円）万円）万円）        北海道北海道北海道北海道    団体団体団体団体    

活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：厚沢部町河川資源保護振興会厚沢部町河川資源保護振興会厚沢部町河川資源保護振興会厚沢部町河川資源保護振興会    

    活動の名称活動の名称活動の名称活動の名称        ：：：：厚沢部川水系の水辺環境と河川資源を活用した厚沢部川水系の水辺環境と河川資源を活用した厚沢部川水系の水辺環境と河川資源を活用した厚沢部川水系の水辺環境と河川資源を活用した    

地域に根ざした任意団体の活動地域に根ざした任意団体の活動地域に根ざした任意団体の活動地域に根ざした任意団体の活動    

 

○○○○受賞受賞受賞受賞理由理由理由理由    

 水環境の保全を実現していくためには、行政機関による取組みのみならず、地域の有志に

よる取組みが非常に重要です。 

この団体は、1972 年から北海道の厚沢部川（あっさぶがわ）をフィールドに、次世代を

担うこども達を対象にした自然体験学習の支援、人工種苗の生産・放流事業などの水産資源

の保護、水産資源の観光資源化にむけた活動などを実施しています。 

市民による通算で 46 年以上にわたる活動の継続性や、次世代の子供達を対象にした活動

の多様性は高く評価できることから、市民活動賞にふさわしいと判断しました。 
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    国際国際国際国際貢献賞貢献賞貢献賞貢献賞    （（（（賞状・賞状・賞状・賞状・副賞副賞副賞副賞 30303030 万円）万円）万円）万円）        長野県長野県長野県長野県    個人個人個人個人    

活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：中本中本中本中本    信忠信忠信忠信忠    

    活動の名称活動の名称活動の名称活動の名称        ：：：：生物浄化法による安全な飲料水の普及生物浄化法による安全な飲料水の普及生物浄化法による安全な飲料水の普及生物浄化法による安全な飲料水の普及    

 

○○○○受賞受賞受賞受賞理由理由理由理由    

水は人間の生存に必要不可欠なものです。しかしながら、我が国では極端な困難は見られ

ないものの、世界では飲料水不足の危機に直面している地域が多く存在します。 

 そのような中で、この方は安全な飲料水の普及を目的として、サモアやフィジーでの現地

指導をはじめ、国内からの技術情報の発信などを通じて「生物浄化法」（いわゆる「緩速ろ

過法」）の普及支援活動を実施しています。 

 広い用地等この手法の適用条件が整う海外の国々を対象に、安全な水を供給するために

技術支援を行う取組みは高く評価できることから、国際貢献賞にふさわしいと判断しまし

た。 

 

 

    未来未来未来未来開拓賞開拓賞開拓賞開拓賞    （（（（賞状・賞状・賞状・賞状・副賞副賞副賞副賞 10101010 万円）万円）万円）万円）        愛知愛知愛知愛知県県県県    団体団体団体団体    

活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人    ClearWaterProjectClearWaterProjectClearWaterProjectClearWaterProject    

活動の名称活動の名称活動の名称活動の名称        ：：：：流域を支えるクラウドファンディング流域を支えるクラウドファンディング流域を支えるクラウドファンディング流域を支えるクラウドファンディング    カワサポカワサポカワサポカワサポ    

  

○○○○受賞受賞受賞受賞理由理由理由理由    

インターネットの普及に伴い、社会において資金の調達手法が多様になってきましたが、

そのひとつにクラウドファンディングを挙げることができます。 

 この団体は、河川や流域に対象を特化したクラウドファンディングにより河川の環境保

全や水害被災地支援に必要な資金の一部を調達して支援することをはじめ、インターネッ

ト上で川の魅力を伝える「川遊びマップ」などの開発・運営の活動なども行っています。 

 河川・流域に特化したクラウドファンディングという手法の斬新さや、他団体の取組みの

広がりの可能性の高さも評価して、未来開拓賞にふさわしいと判断しました。 

 

 

    審査審査審査審査部会特別賞部会特別賞部会特別賞部会特別賞    （（（（賞状・賞状・賞状・賞状・副賞副賞副賞副賞 10101010 万円）万円）万円）万円）        愛知県愛知県愛知県愛知県    団体団体団体団体    

活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：活動主体の名称：みどりのまちづくりグループみどりのまちづくりグループみどりのまちづくりグループみどりのまちづくりグループ    

    活動の名称活動の名称活動の名称活動の名称        ：：：：緑の回廊づくり緑の回廊づくり緑の回廊づくり緑の回廊づくり    

 

○○○○受賞受賞受賞受賞理由理由理由理由    

植林等により水源地を保全する活動は、健全な水循環を実現していくための数多くの手

段の中でも、水量、水質面をはじめ土砂災害防止の面でも重要な活動です。 

この団体は、愛知県内の大谷川、内津川（いずれも庄内川水系）をフィールドとして、多

くの参加者を募って市民や子供達とともに、両河川の源流地域などにおける植樹活動をは

じめ、河川美化活動や自然体験活動などを行っています。 

15 年間にわたる継続性や、年間延べ 3,000 人を越える参加者とともに行う 23 のプロジェ

クトの展開という活動の規模を評価して、審査部会特別賞にふさわしいと判断しました。 






