
年度 NO. 団体名 対象河川 地域 助成内容

1 エコワンネット 仁淀川 土佐市 エコ活動推進

2 とかの元気村 伏尾川 佐川町 外来植物除去、清掃活動

1 知恵袋の会 物部川 香美市、香南市 清流保全、自然体験

2 松田リバーサイド 松田川 宿毛市 清掃活動

3 日高の川を美しくする会 日下川 日高村 清掃活動

4 四万十楽舎 四万十川 四万十川下流域 清掃活動、河川実態調査

5
物部川21世紀の森と水の
会

物部川 香美市
川とふれ合う機会作り、間伐体験ツ
アー

6 しあわせみかん山 物部川 香南市 体験学習、環境学習

7
越知町地域教育推進協議
会

仁淀川 越知町 川遊び

8 川と山・ふるさと夢の会 梅ノ木川 越知町 清掃活動、草刈り

9
黒岩広瀬地区活性化協議
会

上八川川 いの町 清掃活動、パネル展示

10 しまんと黒尊むら 黒尊川 四万十市 清掃、水生生物の調査

1 大正中津川　やまびこ会 中津川 四万十町 伐採、ゴミ除去

2
物部川21世紀の森と水の
会

物部川 香美市
川とふれ合う機会作り、間伐体験ツ
アー

3 郷地区活性化検討委員会 四万十川系 津野町
清掃活動、環境保全活動、あめご釣
り

4 四万十川自然再生協議会 四万十川 四万十市 絶滅危惧種保護活動

5 四万十の日実行委員会 四万十川 四万十市 培養液しまんとの普及活動

6
仁淀川清流保全推進協議
会

仁淀川 仁淀川流域 仁淀川シンポ、仁淀川一斉清掃

7 しまんと黒尊むら 黒尊川 四万十市 清掃活動、水生生物の調査

8 NPO法人　元気おおとよ 吉野川 大豊町 清掃活動、自然環境学習

9 奥田川親水公園の会 奥田川 いの町 奥田川親水公園の除草、環境学習

高知県清流保全パートナーズ協定事業（採択一覧）
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年度 NO. 団体名 対象河川 地域 助成内容

1 平石校下会 平石川 土佐市 あめごつかみどり大会

2
物部川21世紀の森と水の
会

物部川 香美市
川とふれ合う機会作り、間伐体験ツ
アー

3 郷地区活性化検討委員会 長谷川 津野町
清掃活動、環境保全活動、あめご釣
り

4 しらいし物語 新荘川 津野町 遊歩道の整備、清掃活動

5 松田リバーサイド 松田川 宿毛市 草刈り、ごみ拾い

6 汗見川活性化推進会 汗見川 土佐町 川遊び体験

7 四万十の日実行委員会 四万十川 四万十市 培養液しまんとの普及活動

8 しまんと黒尊むら 黒尊川 四万十市 清掃活動、水生生物の調査

9
船戸活性化委員会四万十
川源流点

四万十川源
流点

津野町 環境保全、親水交流活動

10 鏡川こども祭り実行委員会 鏡川 高知市 体験学習

1 郷地区活性化検討委員会
長谷川（四
万十川源
流）

津野町 裏源流の清掃

2
物部川21世紀の森と水の
会

物部川 香美市 川の学校、.間伐体験ﾊﾞｽﾂｱｰ

3 しまんと黒尊むら 黒尊川 四万十市
黒尊むら祭り(黒尊川清流保全に伴
う調査、水辺林の間伐、歩道整備)

4 しらいし物語 新荘川 津野町 ゴミ拾い、草刈、遊歩道整備・植栽

5 鏡川'’魚の道'’をつなぐ会 鏡川 高知市
体験型環境学習会、川の生き物ふ
れあい会等

6
船戸活性化委員会四万十
川源流点

四万十川源
流点

津野町
竹林・雑木等の伐採、環境保全・整
備・親水交流活動

7 鏡川こども祭り実行委員会 鏡川 高知市
鏡川こども祭り、川の体験、物作り
体験、学習及びゲーム

8 四万十の日実行委員会 四万十川 四万十市
河川環境保全水質浄化事業、しまん
とAIの普及・効果の検証

1 郷地区活性化検討委員会
長谷川（四
万十川源
流）

津野町 裏源流の清掃

2 物部川21世紀の森と水の会物部川 香美市 川の駅、水辺林間伐体験

3 しらいし物語 新荘川 津野町 ゴミ拾い、草刈、遊歩道整備・植栽

4 鏡川'’魚の道'’をつなぐ会 鏡川 高知市
体験型環境学習会、魚類迷入防止
パネルへのネット設置活動

5 鏡川こども祭り実行委員会 鏡川 高知市
鏡川こども祭り、水中生き物探し、物
作り体験、学習及びゲーム

6
船戸活性化委員会四万十
川源流点

四万十川源
流点

津野町
竹林・雑木等の伐採、環境保全・整
備、アメゴ釣り

7 しまんと黒尊むら 黒尊川 四万十市
黒尊むら祭り(黒尊川清流保全に伴
う調査、間伐、歩道整備)
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年度 NO. 団体名 対象河川 地域 助成内容

1
仁淀川の”緑と清流”を再
生する会

仁淀川 仁淀川町 仁淀川クリーン作戦in仁淀川

2
物部川21世紀の森と水の
会

物部川 香美市
川の駅（川の学校）、水辺林間伐体
験

3
白石地区活性化検討委員
会

新荘川 津野町 ゴミ拾い、草刈、遊歩道整備・植栽

4 郷地区活性化検討委員会 北川川 津野町 ゴミ拾い、草刈、遊歩道整備・植栽

5
船戸活性化委員会四万十
川源流点

四万十川 津野町
竹林・雑木等の伐採、環境保全・整
備、アメゴ釣り

6 鏡川こども祭り実行委員会 鏡川 高知市
鏡川こども祭り、水中生き物探し、物
づくり体験、学習及びゲーム

7 鏡川'’魚の道'’をつなぐ会 鏡川 高知市 アユの産卵観察

8 しまんと黒尊むら 黒尊川 四万十市
しまんと黒尊むら祭り(黒尊川清流保
全に伴う間伐)
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