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北海道開発局管内（57団体） 

北海道 札幌市立南小学校 恵庭市立恵庭中学校 ながぬま子ども水防団 三笠市立岡山小学校 

岩見沢市立南小学校 岩見沢市第二小学校 新十津川町立新十津川小学校 北海道滝川高等学校 

富良野市立布部小中学校 深川市立多度志小学校 旭川市立豊岡小学校 蘭越小学校 今金小学校 

種川小学校 北檜山小学校 帯広市立北栄小学校 帯広市立帯広第一中学校 本別町立勇足小学校 

帯広市立柏小学校 帯広市立西陵中学校 帯広市立帯広第七中学校 帯広市立南町中学校 

帯広市立帯広第二中学校 幕別町立白人小学校 幕別町立札内東小学校 帯広市立明和小学校 

帯広市立花園小学校 帯広市立豊成小学校 帯広市立広野小学校 中札内村立中札内中学校 

音更町立木野東小学校 音更町立緑陽台小学校 音更町立音更小学校 音更町立柳町小学校 

帯広市立稲田小学校 景雲中学校 弟子屈中学校 ジュニア博物館クラブ 天塩小学校 

幌延小学校 問寒別小学校 名寄西小学校 小さな自然観察クラブ 留萌市立潮静小学校 

留萌市立緑ヶ丘小学校 むかわ中央小学校 富川小学校 船橋市・津別町青少年交流事業団 

網走市立潮見小学校 網走市立西小学校 北海道北見北斗高等学校 北見市立小泉小学校 

北見市立常呂小学校 北見市立東相内小学校 北見市立北光小学校 

ゆうべつアウトドアクラブYU-PAL 湧別町立湧別小学校 

 

東北地方整備局管内（20団体） 

青森県 弘前市立大成小学校 弘前市立第四中学校 七戸町立城南小学校 

岩手県 北上市立照岡小学校 平泉町立長島小学校 

宮城県 大崎市立東大崎小学校 石巻市立稲井小学校 仙台市立八木山中学校 仙台市立八本松小学校 

秋田県 北秋田市立鷹巣東小学校 能代市立二ツ井小学校 横手市立十文字第一小学校 

由利本荘市立尾崎小学校 

山形県 致芳地区公民館 中山町立中山中学校 大石田町立大石田小学校 鮭川村立鮭川小学校 

金山町立金山小学校 真室川町立真室川小学校 

福島県 福島市立荒井小学校 

 

関東地方整備局管内（34団体） 

茨城県 常陸太田市立幸久小学校 日立市立坂本中学校 日立市立東小沢小学校 常陸太田市機初小学校 

常陸大宮市立美和小学校 氏家中学校 下館中学校 新治小学校 

栃木県 那珂川町立小川小学校 栃木県立馬頭高等学校 那須郡那珂川町馬頭東小学校 

鬼怒川小学校 足利女子高等学校 

群馬県 藤岡市立美久里東小学校 玉村町立南小学校 藤岡市立北中学校 藤岡市立小野中学校 

高崎市立片岡中学校 

埼玉県 行田市立須加小学校 上里町立賀美小学校 川越市立霞ヶ関東中学校 川越市立霞ヶ関東小学校 

坂戸市立住吉中学校 坂戸市立桜小学校 坂戸市立桜中学校 熊谷市立熊谷南小学校 

千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 松戸市川いい会 

東京都 自然環境アカデミー 府中市 

山梨県 南部町立栄小学校 南アルプス市立若草南小学校 

神奈川県 馬入水辺の楽校 

静岡県 富士市立富士川第一小学校 
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北陸地方整備局管内（35団体） 

福島県 湯川村立笈川小学校 福島市立月輪小学校会津若松市立門田小学校 湯川村立勝常小学校 

会津若松市立城北小学校 会津若松市立鶴城小学校 北公民館 東町のびやか保育園 

喜多方市環境教室 会津若松市立小金井小学校 会津若松市立謹教小学校 

南相馬市立原町第二小学校 会津若松市立神指小学校 

新潟県 燕市立分水小学校 長岡市立大河津小学校 長岡市立西地域図書館 信濃川河川事務所 

三条市立大島小学校 金屋小学校 平林小学校 保内小学校 上越市立稲田小学校 

新潟県 上越地域振興局 妙高砂防事務所 糸魚川市立大野小学校 五泉市立巣本小学校 

富山県 常願寺川の清流と桜を愛する会 富山市立熊野小学校 小矢部川に学ぶ会 

くろべ水の少年団 南砺市立利賀小学校 

石川県 川北町教育委員会 中海小学校 

長野県 柳町中学校 戸倉上山田中学校 豊科北中学校 

 

中部地方整備局管内（51団体） 

長野県 三峰川みらい会議 大桑村 

岐阜県 岐阜県立岐阜農林高等学校 岐阜聖徳学園大学 岐阜市立岩野田小学校 

瑞穂市立本田小学校 安八郡神戸北地区公民館 岐阜県立岐南工業高等学校 

静岡県 中藁科小学校 菊川市消費者の会 

愛知県 大村小学校 賀茂小学校 松葉小学校 舟着小学校 清嶺小学校 当知小学校 新川小学校 

西枇杷島小学校 鳩岡保育園 川中小学校 大野保育園 西味鋺小学校 千種聾学校（小学部） 

北保育園 光和幼稚園 久国幼稚園 廿軒家小学校 守山図書館 エコきっず調査隊 

あまっこ環境塾 一宮生活協同組合 

三重県 イオン鈴鹿チアーズクラブ やすらぎくんネット 三重県立四日市農芸高校（自然環境コース） 

四日市市立内部東小学校 鈴鹿市立井田川小学校 北立誠地区子ども会 津市立久居中学校 

西団地子ども会 三重県立久居農林高校（環境保全コース） つつじ子ども会 松阪市立朝見小学校 

松阪市立揥水小学校 コイシロ子ども会 三重県立相可高校 多気町立津田小学校 

多気町立相可小学校 佐奈川を美しくする会 伊勢市立中島小学校 玉城町立下外城田小学校 

伊勢市立倉田山中学校 
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近畿地方整備局管内（47団体） 

福井県 大野市和泉小中学校 福井市立大安寺小中学校 福井市立川西中学校 雲浜まちづくり委員会 

三重県 上野生涯学習推進会議 

滋賀県 守山南中学校 立命館守山中学校 瀬田北中学校 

京都府 木津川市立 木津南中学校 綾部市立上林小･中学校 綾部市立東綾小･中学校 

大阪府 大阪市立新豊崎中学校 大阪市立新北野中学校 大阪市立南中学校 大阪市立咲くやこの花中学校 

大阪市立大桐中学校 大阪市立中野中学校 高槻市立第六中学校 池田市立池田小学校 

大阪市立矢田西小学校 堺市立浅香山小学校 大阪市立依羅小学校 富田林市立川西小学校 

大阪市立山之内小学校 堺市立白鷹小学校 八尾市立西山本小学校 大和川釣り人クラブ 

兵庫県 猪名川町立六瀬中学校 川西市立清和台小学校 川西市立川西小学校 川西市立多田小学校 

川西市立東谷小学校 川西市立加茂小学校 川西市民短期大学レフネック 猪名川愛護セミナー 

豊岡市立府中小学校 子ども観光大使 たつの市立大部小学校 たつの市立半田小学校 

たつのこどもエコクラブ たつの市立龍野小学校 林田川水生生物セミナー 

たつの市立誉田小学校 たつの市立新宮小学校 

和歌山県 有功東小学校 高野口小学校 近畿大学付属新宮高等学校・中学校 

 

中国地方整備局管内（78団体） 

鳥取県 用瀬小学校 散岐小学校 河原第一小学校 宮ノ下小学校 日進小学校 北谷小学校 

上北条小学校 三朝西小学校 河北小学校 上小鴨小学校 北溟中学校 倉吉東児童クラフ゛ 

三朝東小学童クラブ 関金小学校 倉吉東第2学童クラフ゛ 明倫小学校 米子市こどもエコクラブ 

島根県 出雲市立塩冶小学校 松江市立乃木小学校 松江市立鹿島東小学校 安来市立荒島小学校 

NPO法人自然再生センター 出雲市立佐田中学校 飯南町立赤名小学校 松江市立中央小学校 

安来市立広瀬小学校 出雲西高等学校（インターアクトクラブ） 三代・下神原地区保全組合 

古志原公民館 NPO法人さくらおろち 松江市立忌部小学校 出雲市立神戸川小学校 

奥出雲町立三成小学校 松江市立本庄小学校 松江市立来待小学校 安来市立赤屋小学校 

安来市立赤江小学校 松江市立八雲小学校 松江市立朝酌小学校 奥出雲町立馬木小学校 

飯田公民館 大和中学校 邑智中学校 川本中学校 桜江小学校 郷田小学校 日貫小学校 

岡山県 岡山市立高島中学校 和気町立本荘小学校 

広島県 三次市立甲奴小学校 三次市立みらさか小学校 三次市立三和小学校 三次市立田幸小学校 

三次市立和田小学校 三次市立八次小学校 安芸高田市立郷野小学校 安芸高田市立可愛小学校 

安芸高田市立甲立小学校 三次市立青河小学校 三次市立十日市小学校 安芸高田市立根野小学校 

福山市立中央中学校 福山市立城西中学校 めだかの学校 安芸太田町立戸河内小学校 

安芸太田町立上殿小学校 広島県立加計高等学校 広島県立祗園北高等学校 広島県立可部高等学校 

広島市立東原中学校 大竹市立小方小学校 大竹市立大竹中学校 

山口県 岩国市立小瀬小学校 小野水辺の楽校空間利用を考える会 佐波川に学ぶ会 

防府市立国府中学校 防府市青少年科学館ソラール 防府市立華城小学校 
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四国地方整備局管内（33団体） 

徳島県 柿原小学校 三庄小学校 大野小学校4年生 

香川県 丸亀市立城乾小学校 丸亀市立城坤小学校 丸亀市立城東小学校 丸亀市立城西小学校 

丸亀市立郡家小学校 丸亀市立飯野小学校 丸亀市立岡田小学校 宇多津町立宇多津北小学校 

多度津町立四箇小学校 まんのう町立四条小学校 まんのう町立満濃南小学校 

まんのう町立仲南小学校 丸亀市教育委員会 附属坂出中学校 

愛媛県 松山市立さくら小学校 東温市立拝志小学校 平野小学校 喜多小学校 

国立大洲青少年の家 大洲南中学校 肱川小学校（3,4年生） 

高知県 具同小学校 東中筋小学校 下田小学校 八束小学校 竹島小学校 平田小学校 

高岡第二小学校 高石小学校 森と水の会 

 

九州地方整備局管内（73団体） 

福岡県 宮若市立宮若西小学校 芦屋町立芦屋東小学校 飯塚市立立岩小学校 飯塚公民館 

嘉麻市立嘉穂小学校 嘉麻市立下山田小学校 タガッパ学校 下高野二区子ども会 

笹尾川水辺の楽校  宮若市小原区自治会 田川市立伊田小学校 田川市立後藤寺小学校 

田川市立大浦小学校 福智町立金田小学校 田川市立大藪小学校 田川市立猪位金学園 

八女市立矢部小学校 

佐賀県 さが水ものがたり館 北明小学校 北方小学校 武雄小学校 大川小学校 

東陵中学校 松浦小学校 箞木小学校 

長崎県 諫早小学校 

熊本県 人吉第一中学校 木上小学校 八竜小学校 和水町立菊水西小学校 山鹿市立中富小学校 

菊池市立菊之池小学校 菊池市立泗水西小学校 菊池市立花房小学校 玉名市立豊水小学校 

大分県 吉富小学校5年生 大分県教育庁 大分市立稙田中学校 大分市立稙田西中学校 

大分市立稙田南中学校 大分市立城南中学校 大分市立判田中学校 大分市立竹中中学校 

大分市立松岡小学校 大分市立川添小学校 大分市立別保小学校 佐伯市立本匠小学校 

佐伯市立本匠中学校 佐伯市立青山小学校 佐伯市立昭和中学校 大分県日田林工高等学校 

宮崎県 黒岩小中ＰＴＡ 延岡小学校 こばと児童館 九州保健福祉大学 高鍋自然愛好会 

木城町立木城小学校 宮崎市立小戸小学校 えびの市立真幸中学校 えびの市立加久藤小学校 

えびの市立飯野小学校 えびの市立上江小学校 

鹿児島県 鹿屋市立鹿屋中学校 肝付町立高山中学校 川内川をつくり見守る会 

清色地区コミュニティ協議会 高来地区コミュニティ協議会 水引きキッズ応援隊 

べんきょうしつモンシェリハウス 薩摩川内市立朝陽小学校 薩摩川内市立大馬越小学校 

さつま町立山崎小学校 薩摩川内市立育英小学校(水質調査) 

 


