
空知川に建設省のラブ・リバー（河川愛
護）制度の適用を受け、市民レベルの運動
推進母体として赤平ラブ・リバー推進協会
の設立。会員数１２０人。
赤平市の中心を流れる空知川、昔から私

達の生活と密接しています。潤いとやすら
ぎのある“川づくり”川を軸とした“まち
づくり”を目指す全市的な市民団体として
発足しました。
河川敷の清掃・草刈及び植花・植栽、河

畔利用のイベントの開催など市民の憩いの
場となる空知川を創造し河川愛護の啓蒙活
動を行い、自然に溢れた綺麗な川をみんな
で愛して護っていくことを設立の精神とし
ております。
【平成4年（1992）設立】

赤平ラブ・リバー推進協会

主な活動状況

河川協力団体

★
河川協力団体としての活動内容
（平成26年3月31日河川協力団体指定）

石狩川水系空知川
河川清掃（植花活動含む）、
河川美化啓蒙活動 主な活動箇所★

5月には清掃活動を行い、参加者延べ
100名、3袋（1袋/40L）を回収。
（令和4年5月30日）
7月には植花活動を行い、参加者50名、
植花数1,500株。
（令和4年7月7日）

河川清掃・植花活動

「川の日」のぼり旗掲揚

7月7日の「川の日」に合わせ、5月
30日の河川清掃と7月7日の植花作業時
に“ゴミのポイ捨て”を抑制すること
を目的にのぼり旗を設置。設置本数は
河川築堤・道路沿いで20本。
（令和4年5月30日、7月7日）

河川清掃 植花活動

のぼり旗設置 開花状況



★河川協力団体としての活動内容
（平成26年3月31日河川協力団体指定）

石狩川水系幾春別川
河川清掃（除草、樹木剪定等を含む）、

自然体験学習

平成3年10月、約110年ぶりに岩見沢市を

流れる幾春別川にサケが遡上し、このことを

きっかけに結成された「サケを蘇らせる会」

が前身となって発足しました。

幾春別川の清流に魚が泳ぐ、親しみと潤い

のある川にするとともに、「サケの遡る川づ

くり」・「ふるさと岩見沢の川づくり」を目

指して、快適で健全な生活環境をつくること

を目的としています。

【平成5年（1993）設立】

主な活動状況

幾春別川をよくする市民の会
河川協力団体

主な活動箇所★

ふれあいメンテナンス

草刈りや過年度に植栽したハマナスの剪定
を初夏と夏の2回行い、緑の回廊事業とし
て植樹した樹木の剪定を秋に行い、合わせ
て約260人が参加しました。
（令和4年6月15日、8月22日、10月3日）

幾春別川沿いに防護柵の役目となるようハ
マナスの苗木66本を、流域の町内会、会員
など合わせて約50人が参加し植樹を行いま
した。（令和4年11月12日）

サケの稚魚放流壮行会

前年の12月より、保育園・小学校・企業・個
人宅で飼育しているサケの稚魚を、約450名
の参加者で幾春別川へ放流しました。
（令和4年4月19日）

ハマナスの植樹会

初夏

夏

秋



河川協力団体としての活動内容
（平成26年3月31日河川協力団体指定）

石狩川水系石狩川及び砂川遊水地
河川清掃、川下り、子供水上体験学習

石狩川で昔のように川と親しみ、遊べる

川に戻るよう願いを込めて、流域市町が連

携し、川のあるべき姿を流域の人々が考え

る場として様々な活動やイベントを開催す

ることを目的とし、「砂川遊水地は砂川市

民の宝である」ということをスローガンに

砂川遊水地が完成した1996年に設立した

会です。

平成26年には、活動の功績が認められ、

河川功労者の表彰を受けました。

石 狩 川 下 覧 櫂
河川協力団体

砂川遊水地

砂川遊水地

活動範囲

主な活動箇所★

★

く だ ら ん か い

砂川遊水地をホームグラウンドに
しているため設立以来、河川管理
者・自治体・地元周辺の建設会社と
協働し、遊水地周辺の清掃を行って
います。今では総勢100人を超える
規模となり、地域住民の方も参加し
てくれるようになりました。

河 川 清 掃

石狩川中流域住民の交流と連携を
推進し、石狩川への親しみや愛情を
育むための川下りや、砂川遊水地を
利用し、子どもを対象としたヨッ
ト・カヌー・スーパーキッズボート
大会を行っています。また、短い北
海道の夏を楽しむ市民交流会も行っ
ています。
（R4年度は水上体験学習のみ実施）

川下り・水上体験学習

キッズボート石狩川川下り

市民交流会

主な活動状況

水上体験学習

河川清掃（砂川遊水地）



河川協力団体としての活動内容
（平成26年3月31日河川協力団体指定）

石狩川水系夕張川
鳥類・水生生物・植物調査、魚類調査
自然体験学習（川下り等）
夕張川の管理に関するシンポジウム・
指導講習会

栗山町ハサンベツ地区の里山づくりと自然環

境の復元を目的として活動しています。

ハサンベツ地区は、夕張川支川のハサンベツ

川流域に位置しており、里山づくりにとどまらず、

夕張川流域での自然体験学習や河川利用指

導者講習、環境調査、シンポジウム開催などを

行っています。

【平成13年（2001）設立】

主な活動状況

（サンプル）

夕
張
川

栗山町ハサンベツ里山計画実行委員会

河川協力団体

活動範囲

主な活動箇所★

★

川で活動する指導者の育成として、
川のしくみ、川の生き物、活動に
おける安全管理、救命救助、ボー
ト操船、子どもたちへの指導方法
などを学ぶ講習会を開催しました。
参加者約15人。
(令和4年6月18日、6月19日）

指導者講習

自然体験学習

夕張川流域で小中学生等を対象に鳥
類・水生生物・植物・魚類（稚魚放
流含）等の生物調査、また自然体験
学習（川下りなど）を実施しました。
ボート操船や川流れ、各種調査など
に毎年多くの小中学生が参加しに来
てくれています。参加者約70人。
（令和4年7月5日、7月15日）



かわたびほっかいどうかわたびほっかいどう令和４年度 安全に川の活動をするためのボランティア研修会令和４年度 安全に川の活動をするためのボランティア研修会

滝川地区地域防災施設（川の科学館）

河川協力団体としての活動内容
（平成26年3月31日河川協力団体指定）

・石狩川水系石狩川
河川清掃、自然体験活動、川下り

・滝川地区地域防災施設（川の科学館）
実験装置・展示物等の説明ガイド

滝川地区地域防災施設（川の科学館）の活用

石狩川流域の河川環境を大切にしながら、地域の資源

や可能性を発掘し，市民，企業，団体等と連携して，

川・自然・人の知恵や技術を活かした川の活動を創造し，

活力と魅力あふれる地域の実現を目的としている団体で

す。 【平成15年（2003）設立】

NPO法人 まち・川づくりサポートセンター

河川協力団体

主な活動状況

石狩川治水事業の説明

活動範囲

主な活動箇所★

★

浸水市街地歩行体験 魚すくい体験

自然体験活動・防災教育

【みんとち自然体験楽校 ※アイヌ語でカッパのこと】

小学生を対象に石狩川や周辺の自然環境を通して
自然体験活動の楽しさや環境保全に対する関心を深
めてもらうことをねらいに活動しています。
【防災教育：川流れ・浸水市街地歩行体験など】
川の直接体験を通して，安全で楽しい川の活動や

水災害時の基礎知識や避難時の心備えについて学ぶ
機会になればと考えて活動しています。
「親水月間」と位置づけ，7/５，7/７，７/15，
7/16，７/31 に５団体に実施しました。

館内の展示物や実験装置の説明ガイド，ゲー
ムやクイズ，排水機場の説明を通して防災知識
の啓蒙・啓発を行っています。
「石狩川１/1000模型（リバーウォーク）」

等，屋外施設を利用した活動も好評でした。
（期間：令和４年4月29日～令和４年11月3日)

水難救助フォローアップ講習
（9/14～21)

ラフト操船訓練
（4/27～28）

Ｅボート川下り 川流れ体験

石狩川下り（７/16）

水流実験の説明

SRT-1講習会
（４/24～4/26）



★

河川協力団体としての活動内容
（平成26年3月31日河川協力団体指定）

石狩川水系旧美唄川
河川清掃、自然体験学習、植樹活動、
河川管理者と連携した伐木処理

地域住民に対してまちづくりのため、旧

美唄川の「水辺の楽校」を拠点として、地

域の風土を学び、適正な河川利用と環境の

保全、地場産業の活性化などに広く住民の

声を反映させるなど、よりよい「まちづく

り・ひとづくり」の創造と国土の保全に寄

与することを目的とした会です。

【平成9年（1997）設立】

主な活動状況

NPO法人 山のない北村の輝き
河川協力団体

主な活動箇所★

河川愛護月間に合わせ「旧美唄川を愛し、
きれいにする集い」と題し河川清掃なら
びに旧美唄川「水辺の楽校」周辺に花を
植栽するなどの美化活動を行いました。
今年で25回を迎え約61名が参加しました。
（令和4年7月2日）

旧美唄川河川清掃

緑の回廊づくり植樹

「緑の回廊づくり植樹」は今年で25回を
迎え、水辺の並木・水と緑の空間づくり
と合わせ「北村温泉ツアー」を実施し、
バスで札幌市からの送迎を行いました。
NPO会員、北村応援団16名が参加し約60
本の苗木を植樹しました。
（令和4年10月29日）



①
⑥

★
河川協力団体としての活動内容

後志利別川水系後志利別川
河口･河川清掃、自然体験学習、植樹活動

河口・河川清掃

地元住民と協力して後志利別川
の清掃活動を行い、河口清掃、河
川清掃に合わせて97名が参加し
ました。

(令和4年7月15日：河口、8月6日：河
川)

過去に植樹した中里地区と奥沢
地区の下草刈り及び枝打ちに、会
員34名(延べ)が参加しました。

(令和4年10月8日、22日：下草刈り、
枝打ち)

植樹活動

後志利別川は、全国一級河川の水質
調査において幾度も水質が最も良好な
河川に選ばれている自然豊かな川です。
この会は、後志利別川において、清

流保護と河川環境に関する事業を行い、
環境保全に寄与することを目的として
います。
平成１４年から活動を行っており、

今年で２１年目を迎えました。

後志利別川清流保護の会
河川協力団体

（サンプル）

主な活動状況



⑧

⑦

④

⑤
⑨

①

③

⑥

河川協力団体としての活動内容

石狩川水系美瑛川
河川清掃

河川敷の清掃

橋梁の下の河川敷にゴミが投棄されて
いることが多いため重点的に清掃を行
いました。

（令和4年5月10日・令和4年10月3日）

我社に隣接する美瑛川と忠別川の
河川敷地は、子供から大人まで多く
の地域住民の憩いの場として利用さ
れています。
しかし、融雪後にはゴミが目立っ

たり、人目につかない場所では粗大
ゴミの不法投棄が見受けられます。

我社では、平成21年度より、美瑛
川右岸の築堤や河川敷を中心に清掃
活動を毎年5月と10月に実施するこ
とで健全な川づくりを目指します。

主な活動状況

株式会社 協和コンサルタント
河川協力団体

（サンプル）

橋梁周辺の清掃

河
川
清
掃
実
施
箇
所

美
瑛
川

（株）協和コンサルタント

両神橋

忠別橋

★

★
旭川市街地

両神橋より忠別川合流付近までの河川
敷の清掃を行いました。



★

旭川市街地

①
⑥

河川協力団体としての活動内容

石狩川水系美瑛川・辺別川
環境調査、環境整備・啓蒙活動
河川清掃…etc.

西神楽地域の開拓の歴史の中で育
まれた豊かな土地と景観を財産とし
て、子供達に誇れる未来ある「ふる
さと」を作り上げることを目的とし
たNPO法人です。
「偉大な田舎（ふるさと）を創ろ

う」を合言葉に平成８年度から活動
を行っており、今年で２７年目を迎
えました。

主な活動状況

NPO法人グラウンドワーク西神楽
河川協力団体

（サンプル）

美
瑛
川
新開橋★

NPO法人グラウンドワーク
西神楽

水質・水生生物調査箇所

植物・昆虫調査

西神楽中学生20名と美瑛川周辺で
植物・昆虫の野外観察を行いました。

（令和4年7月7日）

水質・水生生物・流速の調査

西神楽中学生22名と美瑛川の
水質・水生生物・流速の調査を
行いました。

（令和4年7月15日）



河川協力団体としての活動内容
（平成26年3月31日河川協力団体指定）

沙流川水系沙流川 河川清掃

平取親水公園周囲（平取町）と富川せせらぎ公園周囲（日高町富川）で河川清掃
を行いました。（令和4年6月11日、11月6日）

主な活動状況

特定非営利活動法人沙流川愛クラブ
河川協力団体

沙流川

★

日高・魚道施設点検・清掃 日高源流域国有林枝打ち

河川清掃

沙流川との共生をテーマとして、完全な住民活動により、河川清掃などの河川愛
護活動を中心として、流域内の植樹や枝打ちなどの森林保全活動などを続けていま
す。【平成13年（2001）設立】

ゴミ収集範囲

さるがわ

沙流川
日高町富川
市街地 せせらぎ公園

こんな活動もしています！

沙流川

平取町かわまちづくり
（水辺空間）

平取親水公園

ゴミ収集範囲
さるがわ

平取町
市街地

植樹活動
（ひだまりの里）

沙流川河畔林植樹

ホタル観賞会

（オコタン川）

エゾヤマザクラ植樹

（日高・沙流川オートキャンプ場）

富川地区の河川清掃

平取地区の河川清掃



新釧路川 河川清掃

参加者39名により、新釧路川の
河口から5.5㎞上流までの左右岸を

清掃しました。

本活動は、平成4年より継続し
ています。

（実施日：令和４年9月２７日）

平成21年から毎年行っており、
弟子屈市街地の釧路川において、令

和4年度は摩周丘幼稚園児18名及び

会員28名でヤマメの稚魚を放流し
ています。

（実施日：令和４年7月１９日）

ヤマメの稚魚放流

河川協力団体としての活動状況
活動場所：釧路川水系釧路川、新釧路川
活動内容：河川清掃、ヤマベ稚魚放流 ほか

本会は、河川愛護、美化思想の普及啓発及び災害
時の水防活動等に協力し、併せて会員相互の親睦を
図ることを目的に、平成2年から活動を行っており
ます。
平成14年には河川功労者表彰、平成18年には治

水功労者表彰をいただいております。

主な活動状況

釧路・リバー・プロテクション・21の会

河川協力団体

釧路川水系流域図

ヤマベ稚魚放流箇所
（弟子屈町）

新釧路川
河川清掃
（釧路市）

新釧路川河口（釧路市） ヤマベ稚魚放流箇所（弟子屈町）



十勝川

①

③

⑥

河川協力団体としての活動内容

（十勝川水系 十勝川・札内川）
①河川清掃・観察会
②小河川を活用した環境教育
③身近な水環境の全国一斉調査
④河川管理に関する知識の普及・啓発

河川を利用した環境教育

あじさい保育園児を含む約100
名の園児を対象に札内川光南地
区水辺の楽校において、自然観
察（魚類捕獲、魚類観察等）を
行いました。

帯広農業高校の農業クラブ約20
名の生徒が実施した十勝川相生
中島地区の湿地における魚類調
査・物理環境調査の補助を行い
ました。

河川管理等の知識の普及・啓発

主な活動状況

NPO法人 十勝多自然ネット
河川協力団体

（サンプル）

十勝川右岸KP53.6付近
（相生中島地区の湿地）

活動区間；十勝川 KP45.0-59.0
札内川 KP0.0-10.0

札内川左岸KP5.6付近
（光南地区水辺の楽校）

帯広市
幕別町

十勝川流域の人と自然の調和につ
いての調査研究、環境教育ならびに
河川管理の啓発に関する取り組みを
とおして、社会全体の利益の増進に
寄与することを目的として、平成１
２年から活動しています。

R4年度

札内川KP5.6付近 （光南地区水辺の楽校）

十勝川KP53.6付近 （相生中島地区の湿地）

R4年度





ちびっこ釣り大会 簡易魚道設置

ルルモッペ河川愛護の会
河川協力団体

河川清掃

（平成26年3月31日河川協力団体指定）

主な活動状況

やまべの稚魚放流

平成2年より32回目、3年ぶりに潮静小学校の生徒１７
名と放流5000匹を放流して累計51万4千匹放流。

3年ぶりに留萌川の沿線住民（３６名）を含め、
総勢１１６名で清掃しました。

清掃前の集合

平成元年（1989）６月に留萌市内の建設業者
及びコンサルタント会社１４社により設立し、現
在１０社の会員で34年継続しております。
【やまべが生息する豊かな川づくり】
を目指しております。

留萌市１市を流れる幹線延長４４ｋｍの

北海道内で1番小さい一級河川

R４年 7月26日設置
R４年10月28日撤去

平成12年より22回目、留萌川支流5箇所に
｢ふ化盆｣｢かご｣により10，000粒を埋設放流し
て累計107万9千5百粒達成。

やまべの発眼卵の埋設放流

留萌川安全利用点検

発眼卵
4000粒埋設

３年ぶりのるもい川まつりちびっこ釣り大会
子供たち７７名参加

春、夏２回施設管理者に同行して
河川協力団体の目線で点検

かご放流 ふ化盆放流

留萌市の地形は
ハ-トマ-ク♥です。



★
河川協力団体としての活動内容
（平成27年3月5日河川協力団体指定）

尻別川水系尻別川
河川清掃、自然体験学習、地域防災力向上支援

地元小学校の児童を対象に、川での安全な行動
や尻別川に生息する生物について学ぶ「子ども
の水辺安全講座」を開催しています。実際に尻
別川へ行き、安全な歩き方や流れ方を体験した
り、魚採りを楽しんでいます。
（令和4年7月30日開催）

「尻別川を大切に」という声のもと、流

域の自然環境を保全し創造するため、様々

な立場の人々が手を結び合い尻別川をテー

マに活動を行うことを目的とする会です。

流域に住んでいる人だけでなく、札幌を

始め全国の市町村の「尻別川の清き美しい

流れを愛するすべての人たち｣と、手をつな

ぎ交流を深めています。【平成8年(1996)創立】

主な活動状況

NPO法人 しりべつリバーネット
河川協力団体

尻別川クリーン作戦

地域住民を対象とした「防災講演会」を開催
し、災害に備える取り組みや心構え、災害時
の安全な行動を学習することにより、地域防
災力の向上を図っています。
（令和4年10月11日開催)

毎年6月に「尻別川クリーン作戦」を行っていま
す。第28回目となるこの取組には新型コロナウ
イルス感染症対策に配慮の上、約350人の方々
が参加し、河口から約25km区間のゴミを回収し、
水環境の保全に努めました。
(令和4年6月18日開催)

子どもの水辺安全講座 防災意識向上講演会

防災勉強会

尻別川

尻別川流域の河川関連団体から委員を選出し
結成した尻別川防災検討委員会で「防災勉強
会」を開催し、災害への備えや避難所運営等、
自助及び共助について学習することにより、
防災意識の向上を図っています。
（令和4年8月26日、令和4年11月9日開催)



★

★

河川協力団体としての活動内容
（平成27年3月5日河川協力団体指定）

石狩川水系千歳川
植樹活動

石狩川水系夕張川
自然体験学習（子供水防団の訓練）

長沼町を中心に千歳川や、夕張川にお

いて、「小・中学生の自然体験学習」

「河川環境の調査、研究」などを通じて、

良好な水辺環境づくりや文化活動を行っ

ています。

【平成14年（2002）設立】

河川愛護団体リバーネット２１ながぬま
河川協力団体

主な活動箇所★
主な活動状況

子ども水防団の訓練

夕張川で小・中学生を対象に水防訓
練と河川清掃を毎年実施しています。
子供の指導による水中歩行訓練と土の
う積み、さらに、ロープワークなど本
格的な水防訓練です。
（令和4年7月24日）

石狩川流域３００万本植樹活動の一
環として、長沼町内の山から採取した
種を苗木に育て、千歳川河川事務所の
協力の下で河川敷地に植樹を実施しま
した。
（令和4年10月2日）

小鳥のさえずりが聞こえる河畔林植樹



河川協力団体としての活動内容
（平成27年3月5日河川協力団体指定）

石狩川水系夕張川
河川清掃（除草含む）、植物調査

石狩川水系石狩川、夕張川、千歳川、
旧夕張川
自然体験学習

「ふらっと南幌」は地域社会の活性化を目的に、
地域の歴史や自然などの魅力を発掘、発信する
活動を行っています。
フットパスイベント等を通じて、幌向駅逓・幌向
運河・耕地防風林・夕張川新水路などの歴史・
産業遺産について紹介しています。
また、幌向湿原という貴重な環境の保護、再生
にも取り組んでいます。
【平成21年（2009）設立】

主な活動状況

NPO法人ふらっと南幌
河川協力団体

活動範囲

幌向原野

自然体験学習(フットパスほか）

自然体験学習として、11月にフットパ
スや湿原をテーマとしたイベントを兼
ねて、幌向地区自然再生地での取り組
みの勉強会や湿生植物の移植体験及び
帰化植物（ユウゼンギク）の駆除作業
を行っています。参加者30名。
（令和4年7月10日）

全国的にも貴重な高層湿原である幌向
原野の湿生植物を保護・再生するため
に、有識者や行政と連携して現地調査
や勉強会、イベント活動を行っていま
す。湿原環境の大切さを説いていただ
いた故辻井達一先生の遺志を引き継ぎ
活動しています。11月には、幌向地
区自然再生地の維持のためミズゴケ導
入活動を行っています。
（令和4年10月23日）

植物調査

湿原フットパス
（残存湿地の観察）

帰化植物の駆除湿生植物の移植体験

湿原をテーマにした
イベント

ミズゴケ導入活動幌向再生地の取組説明



河川協力団体としての活動内容
（平成28年3月11日河川協力団体指定）

鵡川水系鵡川
①河口干潟の除草 ②外来種の防除

主な活動状況

ネイチャー研究会inむかわ
河川協力団体

★

「子供達に遊びを通じ自然体験をさせていくこと」さらに「むかわ町の宝物
（自然財産）を後世に伝えていくこと」等を大きなテーマとして、鵡川河口干潟
の保全・再生に関する様々な活動を実施しています。
【平成8年（1996）設立】

鵡川

人工干潟

むかわ

鵡川

むかわ町
市街地

干潟環境を有する鵡川河口

伝えて守ろう むかわの干潟

キアシシギ

調査活動

啓発看板

渡り鳥が少しでも干潟で休めるように

H22から毎年除草

①河口干潟の除草（H22～）
オハンゴンソウ防除

②外来種の防除（H23～）

河口干潟の勉強会
むかわの実話の絵本を発行

干潟へ楽しいピクニック

（ R4.7.16撮影）

（R4.7.12撮影）（R4.9.17撮影）

むかわの自然環境

むかわ学巡検 ゴカイの観察

（R4.8.6撮影）

河口域の自然環境を守ろう

（R4.3.28撮影）

発行者/ ネイチャー研究会inむかわ
（むかわタンチョウ見守り隊）

監修/ 正富 宏之（理学博士）

タンチョウ見守り活動

道央圏タンチョウ越冬地調査
（R5.1.18撮影）



十勝川

河川協力団体としての活動内容

（十勝川水系 十勝川）
①河川環境保全
（清掃、外来種駆除、魚類調査、等）
②河川環境に関する啓発
（見学会・報告会の開催）
③環境・防災学習

河川環境に関する啓発

十勝川中流部で実施している環
境保全に関する活動（河川清掃、
外来種駆除、魚類調査、高校生
への環境教育）について、一般
住民への報告や今後の活動に対
して呼びかけを行いました。

帯広工業高校の授業カリキュラ
ムの一環で、洪水時の事象を踏
まえて、防災に関する必要な知
識・避難時にとるべき行動など
について講義を行いました。

地元高校生への防災学習支援

主な活動状況

十勝川中流部市民協働会議
河川協力団体

活動区間；十勝川 KP42.0-58.0

帯広市

音更町

地域住民や市民団体が連携し、十
勝川中流部の自然環境の保全・復
元・利活用の推進を図り、十勝川の
河川環境を次世代へ継承していくこ
とを目的として、平成１７年から活
動しています。

R4年度

十勝川中流部川づくり報告会

防災学習

R4年度



十勝川

河川協力団体としての活動内容

（十勝川水系 札内川・帯広川）
①自然体験学習（川探検、Eボート）
②河川清掃（５３０活動）
③河川環境学習（水生生物調査など）

自然体験学習（川探検）

十勝川流域の小中学生を対象に
札内川親水公園付近において、
川流れなどの自然体験を通じて
水難事故防止の啓発や自然保護、
川と接し方の学習を行いました。

釣りや野鳥観察など地域住民が
多数訪れる憩いの場において、
「ゴミをゼロにする(５３０)」を
目標に夏季の毎週末、継続的な
河川清掃を行いました。

（令和2～4年度はコロナ禍により中止）

河川清掃（５３０活動）

主な活動状況

特定非営利活動法人

帯広NPO28サポートセンター

河川協力団体

活動区間；札内川 KP2.8-4.0
帯広川 KP0.0-2.5

札内川左岸KP2.8付近
（札内川親水公園）

帯広市
幕別町

非営利の市民活動団体相互の情報
交換や連携、体験型の活動や環境保
護、地域に根ざした新しい価値を創
造する等を目的として、平成１１年
から活動を行っています。

札内川KP2.8付近 （札内川親水公園）

札内川KP2.8付近 （札内川親水公園）

R1年度

札内川KP2.8付近 （札内川親水公園）

R4年度



河川協力団体としての活動内容
（平成29年3月17日河川協力団体指定）

石狩川水系石狩川
（当別地区自然再生地付近）
昆虫調査・研究

石狩川水系茨戸川
（あいの里・ビトエ地区付近）
環境教育、自然観察会（植物、魚類等）、

ビオトープ維持保全活動

当別地区自然再生モニタリング

•当別地区自然再生地に生息するトンボ
相に関わる調査を実施し、自然再生に
よる生物への効果を整理しています。
•調査結果を基に、地域団体や学識経験
者等で構成される「当別地区自然再生
ワークショップ」への報告資料を作成
しました。令和4年度実施日：7月29～30日

カラカネイトトンボをはじめとする湿地の生き
物のすみかを守るため、石狩川下流の泥炭性湿
地の調査、研究、保全活動を行っている団体で
す。子供達を中心に身近な自然と触れあう体験
活動など、啓蒙活動にも力を入れています。
【平成9年（1997年）設立】

カラカネイトトンボを守る
認定NPO法人 あいあい自然ネットワーク

河川協力団体

主な活動状況

活動範囲

主な活動箇所★

★

とんぼの学校整備

•茨戸川河畔の人工湿地（ビオトープ）
に「とんぼの学校」と愛称をつけて維
持保全活動・環境教育を行っています。
•コロナの感染対策を図りながら、計画
通りの活動を実施しました。4月にはカ
ワセミの営巣場所を整備し、6月、8月
には池沼・河畔植生の維持管理活動
（草刈り・湿生植物の植栽）ならびに
河川環境の重要性に関する啓発活動
（生物観察、カヌー体験）を開催しま
した。令和4年度開催日（参加者数）：
4月31日(8名)、6月26日(33名)、8月21日(54名)

★

石
狩
川

当別地区
自然再生地

トンボ相の多様度指数の経年変化

（Simpsonの多様度指数）



河川協力団体としての活動内容
（平成31年3月26日河川協力団体指定）

石狩川水系幾春別川
河川清掃、植樹活動

「三笠森水遊学舎」は、三笠市の森や川を
拠点とした学習・体験活動を行い、社会教
育の推進や子どもの健全育成を図るほか、
適正な河川利用と森林環境の保全、地場産
業の活性化などに地域住民の声を反映させ
ることにより、よりよいまちづくりの創造
と国土の保全等に寄与することを目的とし
て活動を行っています。

幾春別川では、「幾春別川クリーン作
戦」として三笠市内で毎年河川清掃活動を
行っています。

【平成18年（2006）設立】

主な活動状況

NPO法人 三笠森水遊学舎
河川協力団体

活動範囲

幾春別川

幾春別川ラフティング体験

三笠市西桂沢にて、三笠市ジオパーク
ツアー事業の一環として、幾春別川水
面から地質の観察や自然体験をするイ
ベントを開催し11名が参加しました。
（令和4年7月23日）

幾春別川にヤマベの一年魚の放流を行
いました。
会員14人が参加し、約2,000匹の稚魚
を放流しました。
（令和4年11月3日）

ヤマベ稚魚の放流会

み かさ もり みず ゆう がく しゃ河川協力団体



タンチョウ生息状況調査

釧路川のタンチョウの生息状況
を調査するため、タンチョウの捜

索、ヒナへの標識用足環の装着を

行いました。また、足環を装着し
た個体の追跡観察も行いました。

1月28日、7月3日、7月10日、7

月14日に実施。

適宜、河川での調査・工事について
タンチョウ影響のアドバイスを実施。

調査・工事でのアドバイス

河川協力団体としての活動
活動場所：釧路川全域
活動内容：タンチョウ生息状況調査・研修

工事・調査へのアドバイス ほか

本グループは、タンチョウの生息数や生息環境等
の生態調査を行うとともに，タンチョウの現状を広
く伝え，問題提起を行なうなどの社会活動を積極的
に行っております。それとともに，タンチョウを一
つの旗艦種として，広く湿原や自然の保全を進めて
いく団体です。

主な活動状況

タンチョウ保護研究グループ

河川協力団体

釧路川水系流域図

タンチョウ 釧路湿原

活動範囲は
釧路川全域

開建職員への研修

釧路開建職員とのタンチョウの
標識調査の現地研修を行っており

ます。7月14日に実施。

開建職員の現地研修

タンチョウのヒナへの標識作業



⑧

⑦

④

⑤
⑨

③

河川協力団体としての活動内容

石狩川水系 美瑛川、忠別川
河川清掃、築堤天端除雪

築堤天端の除雪

両神橋から平成大橋までの左岸
築堤天端及び取り付け階段等の
除雪を行いました。

（令和4年3月8～10日）

両神橋から平成大橋（左右岸）
までの河川敷及び忠別橋周辺、
クリスタル橋周辺の河川清掃を
30名の職員で行いました。

（令和4年7月2日）

当社では、平成２３年度より近接する美
瑛川の河川敷地や、旭川駅裏の忠別橋及び
クリスタル橋周辺の河川清掃活動を、毎年
７月初旬に実施しております。

また春先には、早い時期からの築堤天端
使用を周辺住民の方が望んでいることから
美瑛川左岸、両神橋～平成大橋区間の築堤
天端及び取り付け階段等の除雪を行ってお
ります。

これからも活動を継続することで、河川
空間を利用する周辺住民の方々へ、公共意
識の高揚と景観の維持を目指します。

主な活動状況

株式会社 日興ジオテック
河川協力団体

河川敷の清掃

河
川
清
掃

実
施
箇
所

美
瑛
川

（株）日興ジオテック
平成大橋

両神橋

★

★

旭川市街地



イトウ、サケ・マス産卵調査

釧路川のイトウやサケ・サクラマ
スの産卵床分布調査等をおこなっ

ています。

イトウ生息状況 ：4～5月
サケ・サクラマス産卵床：9～12月

魚類生息環境再生事業 ：4～12月

適宜、河川での調査・工事につ
いて魚類や自然環境への影響につ

いてアドバイスを実施。

調査・工事でのアドバイス

河川協力団体としての活動
活動場所：釧路川全域
活動内容：イトウ、サケ・マス生息状況調

査等。工事・調査へのアドバイ
ス ほか

当会は、釧路川流域において絶滅危惧種イトウ、
や水産重要種のサケ・マスなどの生態調査を行い、
魚道づくりなどの保全活動や関係機関への情報提供
等を行っております。これらの活動を通じ河川環境
の啓発活動も積極的に行っております。

釧路自然保護協会

河川協力団体

釧路川水系流域図

魚道づくり

活動範囲は
釧路川全域

産卵後のサクラマス

自動撮影カメラに写ったヒグマ

イトウ

主な活動状況



河川協力団体としての活動内容
（令和5年3月8日河川協力団体指定）

活動場所：天塩川下流、問寒別川
活動内容：鳥類の生息・繁殖調査、

環境学習会の開催、工事等へ
の希少種アドバイス ほか

サロベツ・エコ・ネットワークは、
自然環境の保全活動、調査研究活動及
び環境教育活動を通して、自然と人間
との共存の大切さを広く発信し、併せ
て地域の発展、まちの活性化に寄与し、
サロベツ及び天塩川下流等周辺の豊か
で美しい自然を次世代に引き継ぐこと
を目的として、地域に根ざした活動を
続けています。【平成15年12月設立】

NPO法人 サロベツ・エコ・ネットワーク
河川協力団体

鳥類の生息・繁殖状況調査

天塩川及びその周辺地域で、ガン・カ
モ類（マガン、ヒシクイ）、チュウヒ、
タンチョウなどの希少種の渡りや繁殖等
の調査を行っています。

（4月～11月に実施）

適宜、河川での工事・調査において、
希少種の生息・繁殖への配慮が必要な
場合に、アドバイスを行っています。

工事・調査へのアドバイス

野鳥報告会及び環境学習会の開催

野鳥の生態に関する報告会や、環境学
習会を開催しています。

ガン・カモ類調査（振老旧川）

野鳥観察会の様子

主な活動状況

サロベツ湿原

問寒別川

天塩川下流

活動範囲



河川協力団体としての活動内容
（令和5年3月8日河川協力団体指定）

活動箇所：砂川遊水地
①４月上旬より砂川遊水地外周天端の
除雪開始。②ワカサギ釣りのシーズン
に合わせ管理棟前に雪の滑り台を造成。
③滝川河川事務所との協議・了解の上、
石狩川下覧櫂と協働し、砂川遊水地の
河川清掃を実施。

株式会社 櫻井千田
河川協力団体

主な活動状況

①外周道路天端除雪（４月） ②滑り台の造成（ワカサギ釣りシーズン）

河川清掃（砂川遊水地）

③河川清掃活動等への積極的参加

株式会社櫻井千田では、「砂川遊水地は
砂川市民の宝です」を合い言葉に、河川
管理者である滝川河川事務所をはじめ、
市民団体、石狩川下覧櫂と協働・連携し
ながら「砂川遊水地」の保守やイベント
開催の支援を行い、地域の宝の持続的な
保全・利活用に貢献していきたいと考え
ています。
【平成21年（2009）設立】

主な活動箇所 ★

★

石狩川

砂川遊水地

令和４年 令和元年


