


青森県
【岩木川】
北地区コミュニティ会議（弘前市）、（株）大成コンサル（弘前市）
岩木川環境公共ネットワーク協議会（つがる市）

【馬淵川】
水辺の楽校まべち（八戸市）

【高瀬川】
小川原湖自然楽校（三沢市）、彦建設（株）（東北町）

岩手県
【北上川】
北上川フィールドライフクラブ（花巻市）、北上川流域連携交流会（一関市）
やはば協働センター（矢巾町）、いわて流域ネットワーキング（盛岡市）
沢目町内会（盛岡市）、手代森下通り町内会（盛岡市）、もりおか・鮎の川基金（盛岡市）
長岡堤防を守る会（紫波町）、古館堤防愛護会（紫波町）
北上川サポート協会（一関市）、日形自主防災会（一関市）
北上川堤防愛護会（黄海地区）（一関市）、北上川弥栄地区堤防愛護会（一関市）
滝沢堤防環境促進会（一関市）、もりおか中津川の会（盛岡市）
北上川リバーカルチャーアソシエーション（一関市）、浮島の白鳥を守る会（盛岡市）

宮城県
【北上川】
石巻千石船の会（石巻市）、環境生態工学研究所（仙台市）、シーフレンド（株）（石巻市）
舟運可能性調査会（石巻市）、とよま北上川かっぱの会（登米市）
ひたかみ水の里（石巻市）、水と緑の環境フォーラムものう（石巻市）、りあすの森（石巻市）

【名取川】
広瀬川の清流を守る会（仙台市）、水・環境ネット東北（仙台市）

【阿武隈川】
岩沼会（岩沼市）、水守の郷・七ヶ宿（七ヶ宿町）、七ヶ宿観光開発（株）（七ヶ宿町）

福島県
【阿武隈川】
御倉町かいわいまちづくり協議会（福島市）、ふるさとの川・荒川づくり協議会（福島市）
応用地質（株）（東京都）、さくら湖流域協働ネットワーク（三春町）
水源地環境センター（東京都）、いいざかサポーターズクラブ（福島市）
日出山アメンボウクラブ（郡山市）、茂庭っ湖の郷（福島市）
石井・大平地区阿武隈川河川愛護会（二本松市）



秋田県
【雄物川】
秋田パドラーズ（秋田市）、勝平三角沼の会（秋田市）

【米代川】
能代市中川原地区連合自治会（能代市）、ラブリバーネット北秋田（北秋田市）
根下戸米代川公園管理組合（大館市）

【子吉川】
西滝沢子ども水辺協議会（由利本荘市）

山形県
【最上川】
美しい山形・最上川フォーラム（山形市）、（株）みなと（酒田市）
最上川リバーツーリズムネットワーク（長井市）、山形県ボート協会（酒田市）

【赤川】
鶴岡淡水魚夢童の会（鶴岡市）

※指定登録順に記載



河川協力団体一覧（東北地方整備局管内）

※番号は指定番号



青森県

【岩木川水系】



北地区コミュニティ会議（青森県弘前市）
私たちは、豊かなふれあいのある住みよい街づくりを目指し、特に青少年の健全活動と生涯学習の推進を目的と

して活動しています。

地域の学校や企業と協働し、岩木川の城北大橋～富士見橋間や「せせら
ぎ水路」の清掃活動に奮闘しています！

地域の学校とせせらぎ水路の清掃活動を実施

４７名

株式会社 大成コンサル（青森県弘前市）

親子水鳥観察会

見えない場所はドローンで巡視！

毎年３００ｋｇ以上のゴミを集めることを目標に清掃活動に奮闘！

岩木川「みずべの学習ひろば」周辺で清掃活動や河川パトロール活動を実施しています。

いつも大量のゴミを回収しています。

２６名



親子水鳥観察会

岩木川上下流の交流や環境価値を知ってもらうよう、流域の市町村で
毎年「水資源環境フォーラム」を開催！

水資源環境フォーラム

私たちは、ふるさと青森再生の実現を図ることを目的として活動しています。

岩木川環境公共ネットワーク協議会（青森県つがる市）
１行事約３０名



青森県

【馬淵川水系】



私たちは、馬淵川の自然環境保全と動物・植物保全再生に努め、人間性を豊かにする環境・コミュニティづく
りにより地域特性を活かした川の文化を次世代に継承することを目的として活動しています。

除草などの環境保全活動もやっています

「まちづくり」や社会教育の推進を行っています！

馬淵川探索ウォークを開催 親子水鳥観察会の開催

水辺の楽校 まべち（青森県八戸市）
１３名



青森県

【高瀬川水系】



小川原湖自然楽校（青森県三沢市）

小川原湖を拠点に様々な活動を行っています。

私たちは、自然や地域文化に対する知識を深め、自然環境保全及び地域文化に関心を持ち、それを大切にする
人間の育成と指導者の養成を目的に活動しています。

小川原湖でカヌー体験
野鳥観察

壁新聞の作成 ビオトープの生態系調査

５名

彦建設株式会社（青森県東北町）

毎月１回の清掃活動漁協との清掃活動

パトロールで異常発見！

小川原湖の環境を守るため、清掃やパトロールを行っています。

３９名



岩手県

【北上川水系】



北上川フィールドライフクラブ（岩手県花巻市）
私たちは、北上川をフィールドとしてスポーツ・アウトドア活動を通して川文化の普及、定着を図ることを
主活動とし、北上川流域の地域活性化を目指しています。

人気の川遊び体験で、河川に関する知識を啓発 水上を滑走！
人気のアトラクション！

２５名

北上川流域連携交流会（岩手県一関市）
私たちは、川を軸とした地域間、官民の交流連携を通じて、豊かな自然を保全し、歴史や文化を尊重しなが
ら安全で楽しい水辺の創造を図るため活動しています。

北上川学習交流館“あいぽーと”で北上川の歴史や文化を教えています。

これまで多くの方に北上川の歴史などの説明を行い、河川事業に関する知識
の普及に貢献してきました。

学習交流館で河川学習

５５名



やはば協働センター（岩手県矢巾町）
私たちは、矢巾町内及びその周辺地域において、住民指導による豊かな社会の形成とまちづくりの実践を行
うことで、地域社会の公益の推進に寄与することを目的に活動しています。

地域の安全を守るため、堤防除草や河川パトロールに取り組んでおります。

除草を行い、堤防の機能を維持

パトロール実施中！

１４名

いわて流域ネットワーキング（岩手県盛岡市）
私たちは、水圏における水の繋がりを軸とした、自然環境と豊かさが共存する流域社会の実現を目的に活動
しています。

学生や企業と協働作業。みんなで水路を堰き止め湿地を造成。

５名

和賀川にてスワンプ（湿原）を造成。外来種の繁殖を防いで生態系の復元を目指します。



沢目町内会（岩手県盛岡市）
私たちは、地区住民の親睦と実際生活に即する教養の向上を図り、明るい地域社会の発展に寄与すると共に
生活文化の向上並びに社会福祉の増進を目的に活動しています。

堤防除草と河川パトロールを行うことで、地域の安心と安全な生活を守っています。

２７名

手代森下通り町内会（岩手県盛岡市）

私たちは、地域の親睦を図り助け合い明朗な生活を営むことを目的に活動しています。

堤防除草を行うことで、地域の安心と安全な生活を守っています。

７０名



もりおか・鮎の川基金（岩手県盛岡市）
私たちは、北上川をアユの釣りを楽しめる川にするほか、「水の都・盛岡市」の素晴らしい河川環境を広く
アピールしながら、かけがえのない自然を守り、次代に引き継ぐことを目指しています。

清掃活動や稚鮎放流により河川環境の保全を行っています。

１６名

長岡堤防を守る会（岩手県紫波町）

私たちは、北上川の河川の浄化、愛護及び防災などのために必要な事業を推進していきます。

地域の環境を良くするため、安心安全な地域のため頑張っています。

安全確保のためミーティング中

地域防災のため除草を実施

２０名



古館堤防愛護会（岩手県紫波町）

私たちは、地域の安全のため、洪水から地域を守る古館堤防の愛護活動を行っています。

河川清掃や堤防除草を行うことで、地域の安心と安全な生活を守っています。

２０名

日頃の清掃活動により地域の安全を
守っています。

北上川サポート協会（岩手県一関市）
私たちは、河川空間の積極的な活動と創造に関する事業を行い、流域の交流と連携及び地域の活性化に寄与
するため活動しています。

舟を使って川の清掃

４１名



日形自主防災会（岩手県一関市）

清掃活動などを行うとともに、堤防の点検を行っています。

私たちは住民の自主的な防災活動を行うことで、水害や地震などによる被害の防止・軽減を図るため活動し
ています。

大量のゴミを回収

住民達による地域共同の精神
でガンバつています！

５１名

北上川堤防愛護会（黄海地区）（岩手県一関市）
私たちは、堤防・河川の維持や周辺環境整備などの活動に取り組み、河川管理の保全と充実を図るため活動
しています。

堤防除草を中心に活動。地域の安心と安全な生活を守っています。

10名



北上川弥栄地区堤防愛護会（岩手県一関市）

私たちは、地域の安全のため、洪水から地域を守る堤防の愛護活動を行っています。

堤防除草を行うことで、地域の安心と安全な生活を守っています。

１４名

滝沢堤防環境促進会（岩手県一関市）

私たちは、地域の安全確保を目的に、滝沢堤防の保全と環境を守るため活動を行っています。

堤防除草や清掃、河川パトロールを行うことで、地域の安心と安全な生活を
守っています。

６名



もりおか中津川の会（岩手県盛岡市）
私たちは、盛岡市民が愛する中津川及びその流域を対象として、魅力ある環境づくりとまちづくりに関する
事業を行い、快適な生活環境の実現や元気な街中の発展を目指し、活動しています。

環境保全のため清掃活動や安全利用点検、環境学習、外来種駆除などを行って
います。

７２名

北上川リバーカルチャーアソシエーション（岩手県一関市）

私たちは、北上川の水と文化の歴史を大切にし、他の河川との相互理解を深め、交流・友好を促進すること
を目的に活動しています。

関係団体と連携しながらフォーラムや文化セミナーなどを開催しています。

58名



浮島の白鳥を守る会（岩手県盛岡市）
私たちは、北上川・雫石川・中津川 合流地点の維持・河川環境の保全等に関する活動を行うことを目的に
活動しています。

平成５年より清掃活動や花壇整備を行い、美しい北上川の景観を守っています。

58名



宮城県

【北上川水系】



石巻千石船の会（宮城県石巻市）

北上川河口 石卷市の歴史調査

パネル展「古地図に見る北上川
フェアと石卷」の開催

私たちは、歴史と文化を核にして、会員相互の親睦と江戸期に奥州一の湊として栄えた石巻湊の歴史的視点に
立ち、街づくりの一助となるべく活動を行っています。

会報１３０～１３５号

北上川の歴史に関わる資料を収集

約50名

環境生態工学研究所（宮城県仙台市）
私たちは、環境保全のための学術調査・技術開発・指導、環境教育などに関する事業を行い、国際環境及び地
域環境保全の推進を通して社会全体の利益に寄与するため活動しています。

北上川下流におけるヨシ原再生のための活動を行っています。

ヨシ刈り体験による環境学習

皆で力を合わせ、ヨシ原再生のため、株の移植を実施

43名



シーフレンド株式会社（宮城県石卷市）

私たちは、多くの人が北上川に触れることができるよう活動をしています。

児童の体験学習や希少魚類の遡上調査などを行っています。

１４名

舟運可能性調査会（宮城県石卷市）
私たちは、北上川における舟運の可能性を調査することを目的に河川の保全・美化の推進のため活動をお
こなっています。

水辺調査や船着き場の点検などの活動をしています。

５名



とよま北上川 かっぱの会（宮城県登米市）
私たちは、「北上川に学ぶ・北上川で遊ぶ」を趣意とし、北上川河岸再生及び流域連携を推進し地域の活性化
に寄与するため活動しています。

船着き場の清掃活動の他、北上川クルージング体験も開催しています。

北上川について勉強＆クルージング体験北上川について勉強＆クルージング体験

33名

私たちは、人々が自然を利用することにより楽しめる場となることで安全性が向上し、かつ環境の悪化がなく
なり、自然が人々の心をなごませる事を考え活動しております。

ひたかみ水の里 （宮城県石卷市）

着衣水泳教室を開催。
安全の確保を体感

生き物調査で川と触れあいます。生き物調査で川と触れあいます。

カヌー体験で自然を楽しみます。

５名



水と緑の環境フォーラムものう（宮城県石巻市）

幅４ｍ×長さ４８ｍの巨大イカダで川下り

私たちは、地域の歴史や文化を尊重しながら、北上川に囲まれた本地区の豊かな自然資源の活用や再発見を通
じ、住民参加の地域づくり活動を推進することを目的に活動しています。

川遊び体験を中心に活動をしています。川遊び体験を中心に活動をしています。

21名

りあすの森（宮城県石巻市）
私たちは、地域づくり等に係る事業を行うとともに、地域活動を支援し、心豊かで持続可能な地域づくりを行
うことを目的としています。

北上川下流のヨシ原再生に取り組んでおります。

ヨシ原 清掃・再生・ヨシ刈体験

ヨシで門松作り

ヨシ舟学校ヨシ舟学校

１５名



宮城県

【名取川水系】



広瀬川の清流を守る会（宮城県仙台市）
私たちは、広瀬川の水環境並びに周辺自然環境の向上を図り、住み良いまちづくりと共に市民の生涯学習、
子どもの健全な育成の推進を目的に活動しています。

清掃の他、河川愛護の活動を実施しています。

46名

水・環境ネット東北（宮城県仙台市）
私たちは、水や環境に関わる幅広い市民の交流を通じて、水や環境の保全と創造を図り、接続可能な社会の
形成に資することを目的として活動しています。

清流や河川環境を守るための
活動をおこなっています。

45名



宮城県

【阿武隈川水系】



岩沼会（宮城県岩沼市）

私たちは清掃活動を通して、河川の愛護精神を広げることを目的に活動しています。

毎年阿武隈川の清掃活動を行っています。

約20名

水守の鄕・七ヶ宿（宮城県七ヶ宿町）
私たちは「水源七ヶ宿の役割と魅力を伝え、地域の自然と人を守り育てる事業を行うことにより、水という関
わりの中でつながった地域の持続可能な未来づくりに寄与する」ことを目的として活動しています。

Ｅボートや沢登りなど体験学習で川の魅力を伝えます

５２名



七ヶ宿観光開発株式会社（宮城県七ヶ宿町）

私たちは、七ヶ宿ダム周辺を安全で美しい環境に維持するための活動をしています。

除草や清掃等、誰もが安心・安全に公園を利活用してもらうため活動

１８名

綺麗な七ヶ宿湖のため除草を実施



福島県

【阿武隈川水系】



御倉町かいわいまちづくり協議会（福島県福島市）
私たちは、御倉邸での催し、おぐら茶屋の運営サービスを通して魅力ある場所としてＰＲし市街地の活性化と
子ども達が歴史や文化に触れ、健全に育成することを目的として活動しています、

隈畔地区の水辺で
夏祭りを開催

約30名

ふるさとの川・荒川づくり協議会（福島県福島市）
私たちは市民に愛され、自然と人間が共存共栄できる“ふるさとの川”を目指し、地域住民や町内会、行政機関
等と共に河川を大事にする心を養う啓蒙活動等を行い、よりよい河川環境を創ることを目的に活動しています。

約130名



応用地質株式会社（東京都千代田区）

調査・研究を中心とした活動を行っています。

約200名

さくら湖流域協働ネットワーク（福島県三春町）
私たちは、さくら湖に暮らす住民一人ひとりが、流域全体のことを考え、課題解決に向けてともに行動するこ
とで豊かな自然・文化等を守り、ひいては「日本一美しいさくらの里」を築くことを目的に活動しています。

約80名



水源地環境センター（東京都千代田区）

生態研究や外来駆除を中心とした活動を行っています。

約50名

日出山アメンボウクラブ（福島県郡山市）
私たちは、阿武隈川三川の環境浄化、美化活動を通じ、住民相互の親睦と河川愛護精神の向上を図ると共に地
域の歴史を学び、地域文化を向上することを目的に活動しています。

清掃や草刈りの他、川下り活動により河川愛護の啓発も行っています。

75名



いいざかサポーターズクラブ（福島県福島市）
私たちは、飯坂地区の住民等と飯坂温泉を訪れる多くの人々に感動を与えるため、スポーツ等の保全や、まち
づくりに関わる情報の収集や調査等を行い、地域の特性を活かした観光と活性化を目的に活動しています。

２９名

茂庭っ湖の鄕（福島県福島市）
私たちは、摺上川ダム「茂庭っ湖」の利用をとおして、水源地域の振興に取り組み、流域住民との交流の中
で環境保全を図り、地域づくり活動を通じて町並みと自然の保全を行うことを目的に活動しています。

巡視等安全活動の他、環境保全等に協力しています。

９２名



石井・大平地区阿武隈川河川愛護会（福島県二本松市）
私たちは、石井・大平地区の阿武隈川の美化と保全のために、流水の疎通を妨げる草木の除去及びパトロール
等の諸活動を行い河川愛護に務めることを目的に活動しています。

46名



秋田県

【雄物川水系】



秋田パドラーズ（秋田県秋田市）
私たちは、地域における環境保全活動を柱として行政や他の団体と連携し，地域社会の健全な発展に寄与す
ることを目的に活動しています。

除草や清掃の他、安全学習や環境学習活動等を行っています。

約150名

勝平三角沼の会（秋田県秋田市）
私たちは、日本海と雄物川・旭川流域の市民間や市民と行政の連携を進め、良好な住環境・楽しく活力ある
れる地域を創造するために活動しています。

除草・清掃の他、カヌー体験などの水利用活動も行っています。

約80名



秋田県

【米代川水系】



能代市中川原連合自治会（秋田県能代市）
私たちは、能代市中川原地区自治会の親睦と融和を図り、行政政策に協力すると共に中川原地区の発展を期
すること目的に活動しています。

丁寧に分かりやすく説明

堤防除草を行うことで、地域の安全を守ります！

407世帯

ラブリバーネット北秋田（秋田県北秋田市）
私たちは、北秋田市民に地域財産としての河川の正しい理解を促し、この恵みを構成に引き継ぐため活動し
ています。

丁寧に分かりやすく説明

米代川の環境を守るため
皆で河川清掃

１５名



根下戸米代川公園管理組合（秋田県大館市）
私たちは、根下戸地区の河川公園について除草及びパトロールを行うことで、河川愛護の高揚を期待すると
ともに、本会の活動を契機に地域がさらに活性化することを目指して活動しています。

清掃活動中。
異常の有無も確認しています。

１９名



秋田県

【子吉川水系】



西滝沢子ども水辺協議会（秋田県由利本荘市）
私たちは、子吉川を活用した水辺体験学習及び環境学習を通じて、子ども達に自然と環境の大切さを実践さ
せながら心豊かな人間性を育むことを目的に活動しています。

除草や清掃活動の他、環境学習や水辺利用の活動を行っています。

約100名



山形県

【最上川水系】



美しい山形・最上川フォーラム（山形県山形市）
私たちは、最上川を美しい山形づくりのシンボルに掲げ、水環境の保全、文化の継承及び地域経済の活性化
等を推進する取り組みを通じて豊かな自然と文化を後世に継承するとともに、人々が交流し快適に暮らせる
地域の形成を目指しています。

約４，２４０名

皆で水質調査や清掃活動をがんばり、“美しい山形”を守っています

県内一斉水質調査で川の健康診断

美しい山形クリーン
アップキャンペーン

株式会社みなと（山形県酒田市）

私たちは、最上川河口部での漂着物発生抑制を目的に活動しています。

最上川の環境を守るため、漂着ゴミを中心に回収活動を行っています。



最上川リバーツーリズムネットワーク（山形県長井市）
私たちは、最上川と沿川がもつ豊かな自然環境の保全活動や水源地域の豊かな自然環境を深く理解し、後世
へ守り伝えていく人材の育成、活力ある地域社会の実現に向けた活動を行っています。

157名

最上川河川清掃交流会

絶景・三淵渓谷通り抜け参拝

ウォーターインタープリター養成講座

清流ウォーキング

山形県ボート協会（山形県酒田市）
私たちは、最上川水系京田川の環境を保全し、日頃のボート活動が安全かつ円滑に行えるよう活動しており
ます。

４３名

除草や清掃活動の他、安全利用講習会やカヌー教室を開催しています。



山形県

【赤川水系】



鶴岡淡水魚 夢童の会（山形県鶴岡市）
私たちは、山形県庄内地方を中心とした自然観環境再生・創造およびアメニティ創出に向け、連携協働しな
がら、河川や水路に住む魚など生き物の種が無くならないよう、環境改善・教育・保全に取り組んでいます。

子ども達を対象に自然環境教育を行っています。

１３名
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