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XVI　協力団体

16-1-1　河川協力団体の指定状況	 令和 3 年 3 月 31 日現在

16-1　協力団体

指定団体
国土交通大臣指定 281団体
都道府県知事指定 8団体

計 289団体

■河川協力団体一覧	 （令和3年 3月 31日時点）

地方整備局 直轄・補助 水系名 河川名 団体名 指定年月日

北海道

直轄 石狩川 空知川 赤平ラブ・リバー推進協会 平成26年3月31日
直轄 石狩川 幾春別川 幾春別川をよくする市民の会 平成26年3月31日
直轄 石狩川 石狩川 石狩川下覧櫂 平成26年3月31日

直轄 石狩川 夕張川 栗山町ハサンベツ里山計画実
行委員会 平成26年3月31日

直轄 石狩川 石狩川 特定非営利活動法人　まち・
川づくりサポートセンター 平成26年3月31日

直轄 石狩川 旧美唄川 特定非営利活動法人　山のな
い北村の輝き 平成26年3月31日

直轄 後志利別川 後志利別川 特定非営利活動法人　後志利
別川清流保護の会 平成26年3月31日

直轄 石狩川 美瑛川 株式会社　協和コンサルタント 平成26年3月31日

直轄 石狩川 美瑛川・辺別川 特定非営利活動法人　グラウ
ンドワーク西神楽 平成26年3月31日

直轄 沙流川 沙流川 特定非営利活動法人　沙流川
愛クラブ 平成26年3月31日

直轄 釧路川 釧路川・新釧路川 釧路・リバー・プロテクショ
ン・21の会 平成26年3月31日

直轄 十勝川 札内川 特定非営利活動法人　十勝多
自然ネット 平成26年3月31日

直轄 天塩川 天塩川 特定非営利活動法人　天塩川
を清流にする会 平成26年3月31日

直轄 留萌川 留萌川 ルルモッペ河川愛護の会 平成26年3月31日

直轄 尻別川 尻別川 特定非営利活動法人　しりべ
つリバーネット 平成27年3月5日

直轄 石狩川
夕張川・嶮淵川・旧
夕張川・千歳川・石
狩川

河川愛護団体　リバーネット
21ながぬま 平成27年3月5日

地方整備局 直轄・補助 水系名 河川名 団体名 指定年月日

北海道

直轄 石狩川 夕張川右岸・夕張川 特定非営利活動法人　ふらっ
と南幌 平成27年3月5日

直轄 鵡川 鵡川 ネイチャー研究会inむかわ 平成28年3月11日
直轄 十勝川 十勝川 十勝川中流部市民協働会議 平成28年3月11日

直轄 十勝川 札内川・帯広川 特定非営利活動法人　帯広
NPO28サポートセンター 平成28年3月11日

直轄 石狩川 石狩川
特定非営利活動法人　カラカ
ネイトトンボを守る会あいあ
い自然ネットワーク

平成29年3月17日

直轄 石狩川 幾春別川 特定非営利活動法人　三笠森
水遊学舎 平成31年3月26日

直轄 釧路川 新釧路川、釧路川、
オソベツ川

特定非営利活動法人　タン
チョウ保護研究グループ 平成31年3月26日

直轄 石狩川 美瑛川、忠別川 株式会社　日興ジオテック 令和2年3月23日

直轄 釧路川 新釧路川、釧路川、
オソベツ川 釧路自然保護協会 令和2年3月23日

東北

直轄 岩木川 岩木川 北地区コミュニティ会議 平成26年4月24日

直轄 馬淵川 馬淵川 特定非営利活動法人　水辺の
楽校まべち 平成26年4月24日

直轄 高瀬川 高瀬川 小川原湖自然楽校 平成26年4月24日
直轄 北上川 北上川 北上川フィールドライフクラブ 平成26年4月24日

直轄 北上川 北上川 特定非営利活動法人　北上川
流域連携交流会 平成26年4月24日

直轄 北上川 北上川 特定非営利活動法人　やはば
協働センター 平成26年4月24日

直轄 阿武隈川 阿武隈川 岩沼会 平成26年4月24日

直轄 名取川 広瀬川 特定非営利活動法人　広瀬川
の清流を守る会 平成26年4月24日

直轄 北上川 北上川・旧北上川 石巻千石船の会 平成26年4月24日

直轄 北上川 北上川・旧北上川 特定非営利活動法人　環境生
態工学研究所 平成26年4月24日

直轄 北上川 北上川・旧北上川 とよま北上川かっぱの会 平成26年4月24日

直轄 北上川 北上川・旧北上川 特定非営利活動法人　ひたか
み水の里 平成26年4月24日

直轄 北上川 北上川・旧北上川 水と緑の環境フォーラムものう 平成26年4月24日

直轄 雄物川 雄物川・玉川・皆瀬川 特定非営利活動法人　秋田パ
ドラーズ 平成26年4月24日

直轄 雄物川 雄物川・旧雄物川 特定非営利活動法人　三角沼
の会 平成26年4月24日

直轄 子吉川 子吉川 特定非営利活動法人　西滝沢
子ども水辺協議会 平成26年4月24日

直轄 米代川 米代川 能代市中川原地区連合自治会 平成26年4月24日
直轄 米代川 米代川・小猿部川 ラブリバーネット北秋田 平成26年4月24日
直轄 最上川 最上川 美しい山形・最上川フォーラム 平成26年4月24日
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地方整備局 直轄・補助 水系名 河川名 団体名 指定年月日

東北

直轄 赤川 赤川・大山川・内川 特定非営利活動法人　鶴岡淡
水魚	夢童の会 平成26年4月24日

直轄 最上川 最上川 株式会社みなと 平成26年4月24日

直轄 最上川 最上川・須川・置賜
野川

特定非営利活動法人　最上川リ
バーツーリズムネットワーク 平成26年4月24日

直轄 阿武隈川 阿武隈川・荒川 NPO法人　御倉町かいわいま
ちづくり協議会 平成26年4月24日

直轄 阿武隈川 荒川 ふるさとの川・荒川づくり協
議会 平成26年4月24日

直轄 阿武隈川 大滝根川 応用地質株式会社 平成26年4月24日
直轄 阿武隈川 大滝根川 さくら湖流域協働ネットワーク 平成26年4月24日

直轄 阿武隈川 大滝根川 一般財団法人　水源地環境セ
ンター 平成26年4月24日

直轄 岩木川 岩木川・平川 株式会社　大成コンサル 平成27年3月2日

直轄 北上川 北上川 一般社団法人いわて流域ネッ
トワーキング 平成27年3月2日

直轄 北上川 北上川 沢目町内会 平成27年3月2日
直轄 北上川 北上川 手代森下通り町内会 平成27年3月2日
直轄 北上川 北上川 もりおか・鮎の川基金 平成27年3月2日
直轄 北上川 北上川 長岡堤防を守る会 平成27年3月2日
直轄 北上川 北上川 古館堤防愛護会 平成27年3月2日

直轄 北上川 北上川 特定非営利活動法人　北上川
サポート協会 平成27年3月2日

直轄 北上川 北上川 日防会 平成27年3月2日
直轄 北上川 北上川 北上川堤防愛護会（黄海地区）平成27年3月2日
直轄 北上川 北上川 北上川弥栄地区堤防愛護会 平成27年3月2日
直轄 北上川 北上川 滝沢堤防環境促進会 平成27年3月2日

直轄 名取川 名取川 特定非営利活動法人　水・環
境ネット東北 平成27年3月2日

直轄 最上川 京田川 山形県ボート協会 平成27年3月2日
直轄 阿武隈川 阿武隈川・笹原川 日出山アメンボウクラブ 平成27年3月2日

直轄 阿武隈川 摺上川 特定非営利活動法人　いいざ
かサポーターズクラブ 平成27年3月2日

直轄 高瀬川 高瀬川 彦建設株式会社 平成28年3月7日

直轄 北上川 中津川 特定非営利活動法人　もりお
か中津川の会 平成28年3月7日

直轄 北上川 北上川 北上川リバーカルチャーアソ
シエーション 平成28年3月7日

直轄 北上川 北上川・旧北上川 特定非営利活動法人　りあす
の森 平成28年3月7日

直轄 阿武隈川 白石川 特定非営利活動法人　水守の
郷・七ヶ宿 平成28年3月7日

直轄 阿武隈川 白石川 七ヶ宿観光開発株式会社 平成28年3月7日

地方整備局 直轄・補助 水系名 河川名 団体名 指定年月日

東北

直轄 阿武隈川 摺上川 特定非営利活動法人　茂庭っ
湖の郷 平成28年3月7日

直轄 岩木川 岩木川 岩木川環境公共ネットワーク
協議会 平成29年3月16日

直轄 北上川 北上川 浮島の白鳥を守る会 平成29年3月16日
直轄 米代川 米代川 根下戸米代川公園管理組合 平成29年3月16日

直轄 阿武隈川 阿武隈川 石井・大平地区阿武隈川河川
愛護会 平成29年3月16日

直轄 北上川 北上川 大曲の水辺に夢をつくろう会 平成30年3月9日

直轄 北上川 江合川 特定非営利活動法人　鬼首山
学校協議会 平成30年3月9日

直轄 赤川 赤川 特定非営利活動法人　パート
ナーシップオフィス 平成30年3月9日

直轄 岩木川 岩木川 特定非営利活動法人　つがる
野自然学校 平成31年3月11日

直轄 名取川 名取川・広瀬川 広瀬川1万人プロジェクト実
行委員会 平成31年3月11日

直轄 最上川 寒河江川 特定非営利活動法人　エコプロ 令和2年3月13日
直轄 赤川 梵字川 特定非営利活動法人　森と水 令和2年3月13日

関東

直轄 利根川 渡良瀬川・巴波川・
思川・渡良瀬調節池

一般財団法人渡良瀬遊水地ア
クリメーション振興財団 平成26年3月26日

直轄 利根川

利根川・小貝川（下
館河川事務所管内）・
小貝川（利根川下流
河川事務所管内）

公益財団法人ハーモニィセン
ター 平成26年3月26日

直轄 利根川 利根川 特定非営利活動法人　川に学
ぶ体験活動協議会 平成26年3月26日

直轄 利根川
利根川・横利根川・
長門川・手賀川・小
貝川・北千葉導水路

水の郷さわら、川の駅ガイド会 平成26年3月26日

直轄 利根川
常陸利根川・鰐川・
北浦・横利根川・
霞ヶ浦（西浦）

一般社団法人霞ヶ浦市民協会 平成26年3月26日

直轄 利根川
常陸利根川・鰐川・
北浦　全域・横利根
川・霞ヶ浦（西浦）

特定非営利活動法人　水辺基
盤協会 平成26年3月26日

直轄 利根川 渡良瀬川・桐生川 川づくりネットワークきりゅう 平成26年3月26日
直轄 荒川 高麗川 高麗川ふるさとの会 平成26年3月26日

直轄 荒川 荒川 特定非営利活動法人　荒川の
自然を守る会 平成26年3月26日

直轄 荒川 都幾川 比企の川づくり協議会 平成26年3月26日

直轄 荒川
荒川・綾瀬川・入間
川・越辺川・小畔
川・都幾川・高麗川

特定非営利活動法人　あらか
わ学会 平成26年3月26日
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地方整備局 直轄・補助 水系名 河川名 団体名 指定年月日

関東

直轄 荒川 荒川 特定非営利活動法人　荒川ク
リーンエイド・フォーラム 平成26年3月26日

直轄 荒川 荒川 特定非営利活動法人　川に学
ぶ体験活動協議会 平成26年3月26日

直轄 多摩川 多摩川 公益財団法人河川財団 平成26年3月26日

直轄 多摩川 多摩川・浅川・大栗川 特定非営利活動法人　自然環
境アカデミー 平成26年3月26日

直轄 多摩川 多摩川・浅川・大栗川 特定非営利活動法人　多摩川
センター 平成26年3月26日

直轄 鶴見川 鶴見川・矢上川・早
淵川・鳥山川

特定非営利活動法人　鶴見川
流域ネットワーキング 平成26年3月26日

直轄 多摩川 多摩川・大栗川 特定非営利活動法人　とどろ
き水辺 平成26年3月26日

直轄 那珂川・
久慈川

那珂川（那珂川・涸
沼川・桜川・藤井
川）・久慈川（久慈
川・里川・山田川）

茨城生物の会 平成26年3月26日

直轄 利根川 神流川 かんな倶楽部 平成26年3月26日

直轄 富士川

富士川（釜無川）・
笛吹川・早川・御勅
使川・塩川・重川・
日川・蛭沢川・五割
川・濁川

Yamanashiみずネット 平成26年3月26日

直轄 富士川

富士川（釜無川）・
笛吹川・早川・御勅
使川・塩川・重川・
日川・蛭沢川・五割
川・濁川

社団法人山梨県河川防災セン
ター 平成26年3月26日

直轄 富士川

富士川（釜無川）・
笛吹川・早川・御勅
使川・塩川・重川・
日川・蛭沢川・五割
川・濁川

富士川ファンクラブ 平成26年3月26日

直轄 利根川 鬼怒川 花と一万人の会 平成27年3月27日
直轄 利根川 神流川 神流川ビジョン推進協議会 平成27年3月27日

直轄 多摩川 多摩川 特定非営利活動法人　多摩川
干潟ネットワーク 平成27年3月27日

直轄 相模川 相模川 特定非営利活動法人　暮ら
し・つながる森里川海 平成27年3月27日

直轄 利根川 鬼怒川 うじいえ自然に親しむ会 平成28年1月15日

直轄 荒川 荒川 特定非営利活動法人　鴻巣こ
うのとりを育む会 平成29年2月9日

直轄 荒川 荒川 新河岸川水系水環境連絡会 平成29年2月9日

直轄 利根川 綾瀬川 特定非営利活動法人　エコロ
ジー夢企画 平成30年2月20日

地方整備局 直轄・補助 水系名 河川名 団体名 指定年月日

関東

直轄 多摩川 多摩川 一般財団法人　日本海洋レ
ジャー安全・振興協会 令和2年3月16日

直轄 多摩川 多摩川 特定非営利活動法人　砧・多
摩川あそび村 令和2年3月16日

直轄 利根川 鬼怒川 市民の森十一面山保全の会 令和3年2月19日
栃木県 那珂川 余笹川・黒川・三蔵川 余笹川流域連携ネットワーク 平成26年9月9日

栃木県 那珂川
久慈川

那珂川（那珂川・箒
川・巻川・蛇尾川・
鹿島川・熊川・百村
川・松葉川・湯坂
川・相の川・余笹
川・黒川・三蔵川・
四つ川・蕪中川）
久慈川（押川）

栃木県北建設業協同組合 平成27年11月11日

栃木県 利根川 永野川
特定非営利活動法人　環境を
守り活力ある地域を創る会・
みながわ

令和元年10月2日

東京都 鶴見川 鶴見川・恩田川 特定非営利活動法人　鶴見川
源流ネットワーク 平成28年3月23日

北陸

直轄 関川 関川 新潟県立高田農業高等学校 平成26年3月27日

直轄 関川 関川 特定非営利活動法人　徳合ふ
るさとの会 平成26年3月27日

直轄 荒川 荒川 ”清流”荒川を考える流域ワー
クショップ 平成26年3月27日

直轄 荒川 荒川 財団法人関川村自然環境管理
公社 平成26年3月27日

直轄 信濃川 大河津分水路・信濃川 特定非営利活動法人　分水さ
くらを守る会 平成26年3月27日

直轄 信濃川 大河津分水路・信濃
川・魚野川 NPO法人水環境技術研究会 平成26年3月27日

直轄 常願寺川 常願寺川 常願寺川の清流と桜を愛する会 平成26年3月27日

直轄 阿賀野川 阿賀川・日橋川・湯川 特定非営利活動法人　会津阿
賀川流域ネットワーク 平成26年3月27日

直轄 阿賀野川 阿賀川・日橋川・湯川 阿賀川・川の達人の会 平成26年3月27日
直轄 信濃川 千曲川 上田水辺プラザ整備連絡協議会 平成26年3月27日

直轄 信濃川 千曲川 小森の千曲川に架かる石土手
を後世に継ぐ会 平成26年3月27日

直轄 信濃川 千曲川 信州上田千曲川少年団 平成26年3月27日

直轄 信濃川 大河津分水路・信濃川 NPO法人信濃川大河津資料館
友の会 平成27年2月19日

直轄 信濃川 信濃川 一般社団法人長岡市緑地協会 平成27年2月19日

直轄 信濃川 信濃川・関屋分水路 北陸建設振興会議NPO研究委
員会 平成27年2月19日

直轄 信濃川 信濃川 特定非営利活動法人　UNE 平成28年3月14日
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北陸

直轄 信濃川 千曲川 薔薇人の会 平成29年3月13日
直轄 信濃川 三国川 しゃくなげ湖畔を楽しむ会 平成29年3月13日
直轄 梯川 梯川 梯川協議会 平成30年3月12日
直轄 荒川 荒川 神林さくらの会 平成31年3月11日

中部

直轄 木曽川 長良川 特定非営利活動法人　長良川
環境レンジャー協会 平成26年3月14日

直轄 庄内川 庄内川 一般社団法人　庄内川災害対
策協力会 平成26年3月14日

直轄 庄内川 庄内川（土岐川）・
矢田川

河川自然環境保全復元団体　
リバーサイドヒーローズ 平成26年3月14日

直轄 庄内川 庄内川 清須・あま・大治かわまちづ
くり協議会 平成26年3月14日

直轄 庄内川 庄内川（土岐川）・
矢田川 公益財団法人　河川財団 平成26年3月14日

直轄 庄内川 庄内川（土岐川）・
矢田川 庄内川・川ナビ歩こう会 平成26年3月14日

直轄 庄内川 庄内川 土岐川・庄内川流域ネット
ワーク 平成26年3月14日

直轄 庄内川 庄内川（土岐川）
特定非営利活動法人　明るい
未来のある地域づくりを進め
る会

平成26年3月14日

直轄 庄内川 庄内川（土岐川）・
矢田川

特定非営利活動法人　土岐
川・庄内川サポートセンター 平成26年3月14日

直轄 庄内川 庄内川 藤前干潟クリーン大作戦実行
委員会 平成26年3月14日

直轄 庄内川 庄内川（土岐川）・
矢田川 矢田・庄内川をきれいにする会 平成26年3月14日

直轄 矢作川 矢作川 特定非営利活動法人　矢作川
森林塾 平成26年3月14日

直轄 天竜川 天竜川 一般財団法人　飯田市天竜川
環境整備公社 平成26年3月14日

直轄 天竜川 天竜川 天竜川総合学習館 平成26年3月14日

直轄 天竜川
天竜川・小渋川・太
田切川・三峰川・横
川川

特定非営利活動法人　天竜川
ゆめ会議 平成26年3月14日

直轄 天竜川 天竜川 西春近自治協議会 平成26年3月14日
直轄 天竜川 三峰川 三峰川みらい会議 平成26年3月14日

直轄 天竜川 天竜川 特定非営利活動法人　浜松ア
メニティクラブ 平成27年1月15日

直轄 矢作川 矢作川 家下川を美しくする会 平成27年1月15日
直轄 安倍川 安倍川 うしづま水辺の楽校　世話人会 平成28年1月15日

直轄 木曽川 木曽川・北派川 特定非営利活動法人　e-plus
生涯学習研究所 平成28年1月15日

地方整備局 直轄・補助 水系名 河川名 団体名 指定年月日

中部

直轄 鈴鹿川 鈴鹿川・鈴鹿川派・
内部川・安楽川

水辺づくりの会　鈴鹿川のう
お座 平成28年1月15日

直轄 天竜川 天竜川 特定非営利活動法人　水辺の
里まちづくりの会 平成29年3月2日

直轄 木曽川 木曽川・揖斐川・長
良川

特定非営利活動法人　木曽三
川ごみの会 平成29年3月2日

直轄 庄内川 小里川（小里川ダム
区間） 小里川ダム里山教室 平成32年2月20日

三重県 朝明川 朝明川 朝明川クリーンアップ会 平成28年8月31日

近畿

直轄 大和川 大和川 アクアフレンズ 平成26年3月28日

直轄 淀川 淀川・芥川 芥川・ひとと魚にやさしい川
づくりネットワーク 平成26年3月28日

直轄 淀川 淀川 ねや川水辺クラブ 平成26年3月28日
直轄 淀川 瀬田川 NPO法人瀬田川リバプレ隊 平成26年3月28日

直轄 淀川 名張川 特定非営利活動法人　地域と
自然 平成26年3月28日

直轄 淀川 猪名川・藻川 自然と文化の森協会 平成26年3月28日
直轄 淀川 猪名川・藻川 流域ネット猪名川 平成26年3月28日

直轄 揖保川 揖保川 揖保川三川分派地区環境を守
る会 平成26年3月28日

直轄 由良川 由良川 福知山環境会議 平成26年3月28日

直轄 九頭竜川 九頭竜川・真名川 特定非営利活動法人　ドラゴ
ンリバー交流会 平成26年3月28日

直轄 大和川 大和川 大和川市民ネットワーク 平成28年1月4日

直轄 淀川 木津川 特定非営利活動法人　やまし
ろ里山の会 平成28年1月4日

直轄 淀川
淀川・瀬田川・宇治
川・桂川・木津川・
猪名川

琵琶湖・淀川流域圏連携交流会 平成28年1月4日

直轄 淀川 瀬田川 洗堰レトロカフェ 平成28年1月4日
直轄 九頭竜川 九頭竜川・日野川 日野川流域交流会 平成28年1月4日
直轄 九頭竜川 九頭竜川 奥越漁業協同組合 平成28年1月4日
直轄 九頭竜川 真名川 大野市漁業協同組合 平成28年1月4日
直轄 大和川 大和川 大和川水辺の楽校協議会 平成29年1月5日

直轄 大和川 大和川 大阪市立大学大学院工学研究科
環境水域工学研究室 平成29年1月5日

直轄 紀の川 紀の川 特定非営利活動法人　きらめ
き紀の川 平成30年1月9日

直轄 淀川（宇
治川） 大和川 特定非営利活動法人　伏見観

光協会 平成30年1月9日

直轄 由良川 由良川 大江まちづくり住民協議会 平成30年1月9日
直轄 円山川 出石川 加陽地区づくり委員会 平成30年1月9日

中国 直轄 太田川 太田川 エコロジー研究会ひろしま 平成26年3月31日
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中国

直轄 太田川 太田川 特定非営利活動法人　上殿未
来会議 平成26年3月31日

直轄 斐伊川 斐伊川 特定非営利活動法人　未来守
りネットワーク	 平成26年3月31日

直轄 斐伊川 斐伊川 認定特定非営利活動法人　自
然再生センター	 平成26年3月31日

直轄 吉井川 吉井川 瀬戸アユモドキを守る会 平成27年3月9日

直轄 芦田川 芦田川（八田原ダム
区間）

伊尾小谷地区コミュニティづ
くり推進協議会 平成27年3月9日

直轄 佐波川 佐波川 佐波川に学ぶ会 平成27年3月9日
直轄 斐伊川 斐伊川 ウエスコ・エコクラブ 平成27年3月9日

直轄 斐伊川 斐伊川 夕日スポット・クリーンサポー
ター 平成27年3月9日

直轄 斐伊川 斐伊川 公益財団法人　ホシザキグ
リーン財団 平成27年3月9日

直轄 斐伊川 斐伊川 特定非営利活動法人　水の都
プロジェクト協議会 平成27年3月9日

直轄 斐伊川 斐伊川 特定非営利活動法人　中海再
生プロジェクト 平成27年3月9日

直轄 斐伊川

斐伊川・斐伊川（尾
原ダム区間）・神戸
川・神戸川（志津見
ダム区間）

NPO法人　しまね体験活動支
援センター 平成27年3月9日

直轄 斐伊川 斐伊川 特定非営利活動法人　自然と
人間環境研究機構 平成27年3月9日

直轄 江の川 江の川（土師ダム区間）土師ダム桜守プロジェクト 平成28年3月2日
直轄 斐伊川 斐伊川 境港清港会 平成29年3月14日

直轄 日野川

日野川・法勝寺川・
印賀川（菅沢ダム区
間）・中原川（菅沢
ダム区間）・秋原川
（菅沢ダム区間）

特定非営利活動法人　未来守
りネットワーク 平成30年3月8日

直轄 斐伊川 斐伊川・斐伊川（菅
沢ダム区間）

特定非営利活動法人　さくら
おろち 平成30年3月8日

直轄 吉井川 吉井川（苫田ダム区間）塚谷・馬場の明日を考える会 平成30年3月8日

直轄 吉井川 吉井川（苫田ダム区間）美作国「彩りの森づくり」実行委員会 平成30年3月8日

直轄 旭川 旭川 旭川みの広場を愛する会 平成30年3月8日
直轄 高津川 高津川 高橋建設株式会社 平成31年2月27日
直轄 高津川 高津川 Pegasusクラブ 平成31年2月27日
直轄 高梁川 高梁川 水江の渡し跡公園 平成31年2月27日
直轄 江の川 馬洗川 江の川流域里川エコネット 平成31年2月27日
直轄 高梁川 小田川 箭田地区まちづくり推進協議会 令和2年3月12日
直轄 太田川 古川 せせらぎ会 令和2年3月12日

地方整備局 直轄・補助 水系名 河川名 団体名 指定年月日

四国

直轄 太田川 旧太田川 山陽工業株式会社 令和3年3月12日
直轄 太田川 旧太田川 ひろしまSUPクラブ 令和3年3月12日
直轄 佐波川 佐波川 澤田建設株式会社 令和3年3月12日

鳥取県 千代川 八東川 特定非営利活動法人　八東川
清流クラブ　 平成30年5月11日

直轄 吉野川 吉野川 AMEMBO 平成26年4月24日
直轄 吉野川 吉野川 阿波バラス　株式会社 平成26年4月24日
直轄 那賀川 那賀川 社会福祉法人　悠林舎シーズ 平成26年4月24日
直轄 土器川 土器川 株式会社　協和土建 平成26年4月24日
直轄 土器川 土器川 株式会社　清田建設 平成26年4月24日
直轄 土器川 土器川 株式会社　岩崎建設 平成26年4月24日
直轄 土器川 土器川 横田建設　株式会社 平成26年4月24日
直轄 重信川 重信川・石手川 重信川の自然をはぐくむ会 平成26年4月24日

直轄 仁淀川 仁淀川 株式会社　西日本科学技術研
究所 平成26年4月24日

直轄 那賀川 桑野川 横見町をきれいにする会 平成27年4月10日

直轄 渡川 四万十川・後川・中
筋川 四万十川自然再生協議会 平成27年4月10日

直轄 渡川 四万十川 マイヅルテンナンショウの会 平成27年4月10日
直轄 吉野川 吉野川 NPO法人　江川エコフレンド 平成28年3月18日
直轄 吉野川 吉野川 特定非営利活動法人　川塾 平成28年3月18日
直轄 吉野川 吉野川 吉野川流域交流塾 平成28年3月18日

直轄 吉野川 吉野川 特定非営利活動法人　新町川
を守る会 平成31年2月19日

直轄 吉野川 吉野川 吉野川善入寺土地改良区 平成31年2月19日
直轄 那賀川 那賀川 那賀川工業用水利水者協議会 令和3年3月17日
直轄 土器川 土器川 株式会社　重成土建 令和3年3月17日

徳島県 吉野川 新町川・助任川・田
宮川

特定非営利活動法人　新町川
を守る会 平成26年1月24日

徳島県 吉野川 江川 特定非営利活動法人　江川エ
コフレンド 平成28年4月13日

九州

直轄 遠賀川

遠賀川・西川・黒
川・笹尾川・犬鳴
川・八木山川・彦山
川・中元寺川・金辺
川・穂波川

特定非営利活動法人　遠賀川
流域住民の会 平成26年3月31日

直轄 遠賀川 黒川・笹尾川 笹尾川水辺の樂校運営協議会 平成26年3月31日

直轄 遠賀川 遠賀川・彦山川 特定非営利活動法人　直方川
づくりの会 平成26年3月31日

直轄 大野川 乙津川 乙津川水辺の楽校運営協議会 平成26年3月31日

直轄 番匠川 番匠川・堅田川・井
崎川・久留須川 番匠川流域ネットワーク 平成26年3月31日
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九州

直轄 五ヶ瀬川 友内川・五ヶ瀬川・大
瀬川・北川・祝子川

特定非営利活動法人　五ヶ瀬
川流域ネットワーク 平成26年3月31日

直轄 大淀川

大淀川・八重川・本
庄川・綾北川・深年
川・大淀川・沖水
川・庄内川・高崎川

特定非営利活動法人　大淀川
流域ネットワーク 平成26年3月31日

直轄 大淀川 大淀川・沖水川・庄
内川・高崎川 都城大淀川サミット 平成26年3月31日

直轄 肝属川 姶良川 姶良川河川愛護会 平成26年3月31日

直轄 川内川

川内川・八間川・隈
之城川・樋渡川・羽
月川・綿打川・長江
川・平江川・冷水
川・馬渡川・西ノ山
川・宮人川

川内川流域連携ネットワーク 平成26年3月31日

直轄 川内川
川内川・平江川・冷
水川・馬渡川・西ノ
山川・宮人川

特定非営利活動法人　バイオ
マスワークあったらし会 平成26年3月31日

直轄 川内川
川内川・平江川・冷
水川・馬渡川・西ノ
山川・宮人川

特定非営利活動法人　ひっ翔
べ！奥さつま探検隊 平成26年3月31日

直轄 川内川 川内川・宮人川・馬
渡川 特定非営利活動法人　水と地球 平成26年3月31日

直轄 球磨川 球磨川・川辺川・前
川・南川 次世代のためにがんばろ会 平成26年3月31日

直轄 緑川 加勢川 加勢川開発研究会 平成26年3月31日

直轄 緑川 緑川・加勢川 特定非営利活動法人　天明水
の会 平成26年3月31日

直轄 緑川 加勢川 特定非営利活動法人　みずの
とらベル隊 平成26年3月31日

直轄 白川 白川・黒川 特定非営利活動法人　白川流
域リバーネットワーク 平成26年3月31日

直轄 矢部川 矢部川・楠田川・飯
江川 矢部川をつなぐ会 平成26年3月31日

直轄 筑後川

筑後川（諸富川を含
む）・早津江川・佐
賀江川・城原川・田
手川・広川

特定非営利活動法人　大川未
来塾 平成26年3月31日

直轄 筑後川 筑後川・高良川 筑後川まるごと博物館運営委
員会 平成26年3月31日

直轄 筑後川 筑後川・高良川 特定非営利活動法人　筑後川
流域連携倶楽部 平成26年3月31日

直轄 筑後川
筑後川（隈川を含
む）・花月川・庄手
川・玖珠川

特定非営利活動法人　ひた水
環境ネットワークセンター 平成26年3月31日

地方整備局 直轄・補助 水系名 河川名 団体名 指定年月日

九州

直轄 松浦川 松浦川 特定非営利活動法人　アザメ
の会 平成26年3月31日

直轄 松浦川 厳木川 自然と暮らしを考える研究会 平成26年3月31日

直轄 本明川 本明川・半造川・福
田川 特定非営利活動法人　拓生会 平成26年3月31日

直轄 肝属川 肝属川・串良川・高山
川・姶良川・下谷川

特定非営利活動法人　かのや
コミュニティ放送 平成27年3月31日

直轄 球磨川 球磨川・川辺川・前
川・南川 球磨川ツクシイバラの会 平成27年3月31日

直轄 菊池川

菊池川・繁根木川・
木葉川・岩野川・合
志川・上内田川・迫
間川・鳳来川

菊池川流域連携会議 平成27年3月31日

直轄 矢部川

矢部川（矢部川・楠
田川・飯江川・飯江
川）
筑後川（筑後川（諸
富川、千年分水路、
原鶴分水路、大石分
水路、隈川を含む）・
早津江川・佐賀江
川・城原川・西佐賀
導水路・田手川・広
川・坂口川・東佐賀
導水路・宝満川・安
良川・新宝満川・高
良川・巨瀬川・小石
原川・佐田川・隈上
川・花月川・庄手
川・玖珠川）
高瀬川（嘉瀬川・祇
園川）

一般社団法人　北部九州河川
利用協会 平成27年3月31日

直轄 筑後川
筑後川（杖立川）・
津江川・上野田川・
川原川

特定非営利活動法人　下筌ダ
ム湖と森の会 平成27年3月31日

直轄 遠賀川 彦山川・中元寺川・
金辺川 田川ふるさと川づくり交流会 平成28年2月8日

直轄 山国川 山国川・山移川・長
谷川

特定非営利活動法人　耶馬溪
の自然と景観を守る会 平成28年2月8日

直轄 山国川 山国川・中津川・山
移川・長谷川

特定非営利活動法人　レス
キュー・サポート九州 平成28年2月8日

直轄 菊池川 菊池川 菊池川育てねっと 平成28年2月8日

直轄 筑後川
筑後川（杖立川）・
津江川・上野田川・
川原川

松原ダム湖面環境推進委員会 平成28年2月8日
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九州

直轄 大分川 大分川 津留地区ふるさとづくり運動
推進協議会 平成29年2月22日

直轄 筑後川 筑後川・高良川 Good	News 平成29年2月22日

直轄 嘉瀬川 嘉瀬川・神水川・浦
川・大串川・栗並川

特定非営利活動法人　嘉瀬川
交流軸 平成29年2月22日

直轄 山国川 大分川・中津川・山
移川

特定非営利活動法人　水辺に
遊ぶ会 平成30年3月22日

直轄 緑川 緑川・浜戸川・加勢
川・御船川

緑川の清流をとりもどす流域
連絡会 平成30年3月22日

直轄 大分川 七瀬川 ななせ交流会 平成31年3月13日

直轄 五ヶ瀬川 五ヶ瀬川 特定非営利活動法人　コノハ
ナロード延岡市民応援隊 平成31年3月13日

直轄 球磨川 球磨川・川辺川・前
川・南川

特定非営利活動法人　球磨川
アドベンチャーズやつしろ 平成31年3月13日

16-1-2　水防協力団体の指定状況	 令和 2 年 4 月 1 日現在

水防協力団体の指定状況 30団体

水防協力団体の指定状況	 （令和2年 4月 1日現在　30団体）

水防協力団体名 指定水防管理団体 指定時期
特定非営利活動法人天竜川ゆめ会議 長野県駒ヶ根市 平成19年12月
一般社団法人栃木県建設業協会塩谷支部 栃木県矢板市 平成23年3月
一般社団法人栃木県建設業協会塩谷支部 栃木県さくら市 平成23年3月
一般社団法人栃木県建設業協会塩谷支部 栃木県塩谷町 平成23年3月
一般社団法人栃木県建設業協会塩谷支部 栃木県高根沢町 平成23年3月
一般社団法人栃木県建設業協会芳賀支部 栃木県真岡市 平成23年4月
一般社団法人栃木県建設業協会芳賀支部 栃木県益子町 平成23年4月
一般社団法人栃木県建設業協会芳賀支部 栃木県茂木町 平成23年4月
一般社団法人栃木県建設業協会芳賀支部 栃木県市貝町 平成23年4月
一般社団法人栃木県建設業協会芳賀支部 栃木県芳賀町 平成23年4月
一般社団法人栃木県建設業協会那須支部 栃木県大田原市 平成23年8月
一般社団法人栃木県建設業協会鹿沼支部 栃木県鹿沼市 平成24年2月
一般社団法人栃木県建設業協会烏山支部 栃木県那須烏山市 平成24年7月
一般社団法人栃木県建設業協会烏山支部 栃木県那珂川町 平成24年7月
一般社団法人栃木県建設業協会下都賀支部 栃木県栃木市 平成24年12月
一般社団法人栃木県建設業協会下都賀支部 栃木県壬生町 平成24年12月
一般社団法人栃木県建設業協会下都賀支部 栃木県小山市 平成24年12月
一般社団法人栃木県建設業協会下都賀支部 栃木県下野市 平成25年1月
一般社団法人栃木県建設業協会那須支部 栃木県那須町 平成25年6月
秦野市水防協力団体 神奈川県秦野市 平成26年5月
水曜会 淀川左岸水防事務組合 平成28年8月
イオンリテール株式会社イオン枚方店 淀川左岸水防事務組合 平成28年9月
株式会社樟葉パブリック・ゴルフ・コース 淀川左岸水防事務組合 平成28年9月
牧野パークゴルフ場 淀川左岸水防事務組合 平成28年9月
福知山堤防愛護会 京都府福知山市 平成29年7月
福知山市社会福祉協議会 京都府福知山市 平成29年7月
株式会社京阪ゴルフ倶楽部 淀川右岸水防事務組合 平成31年1月
株式会社高槻ゴルフ倶楽部 淀川右岸水防事務組合 平成31年1月
株式会社淀川ゴルフ倶楽部 淀川右岸水防事務組合 平成31年1月
株式会社シグナル 淀川左岸水防事務組合 令和元年9月




