
■河川協力団体指定の状況

上流端 下流端

国（北海道開発局）第１号 平成26年3月31日 赤平ラブ・リバー推進協会
北海道赤平市東文京町１丁目１
番地

石狩川 空知川 虹かけ橋付近（18.2k） 豊橋付近（16.3k）

狩野橋付近（10.2k） 西新橋付近（8.7k）

雨竜川合流点付近（105.0k） 美浦大橋付近（71.0k）

国（北海道開発局）第５号 平成26年3月31日 栗山町ハサンベツ里山計画実行委員会
北海道夕張郡栗山町松風4丁目
10-10

石狩川 夕張川 川端橋付近（44.6k） 幌向川合流点付近（2.5k）

平成橋付近（97.5k） ラウネ川合流点付近（96.2k）

妹背牛橋付近（113.6k） 徳富川合流点付近（92.5k）

空知川 赤平水辺の楽校付近（26.5k） 豊橋下流付近（15.5k）

徳富川 新十津川橋付近（1.9k） 石狩川合流点付近（0.0k）

桜づつみ公園付近（6.5k） 開基橋付近（4.1k）

国（北海道開発局）第８号 平成26年3月31日
特定非営利活動法人　後志利別川清流保
護の会

北海道瀬棚郡今金町字今金280-
10

後志利別川 後志利別川 美利河ダム付近（51.0k） 河口付近（0.0k）

国（北海道開発局）第９号 平成26年3月31日 株式会社　協和コンサルタント
北海道旭川市神楽6条1丁目4番12
号

石狩川 美瑛川 両神橋付近（1.0k） 忠別川合流点付近（0.0k）

美瑛川 寿橋付近（14.0k） 新開橋付近（12.0k）

辺別川 旭橋付近（2.0k） 美瑛川合流点付近（0.0k）

せせらぎ公園付近（4.4k） 河口付近（0.0k）

親水公園付近（16.0～17.2k）

新釧路川 釧路湿原大橋付近（5.5k） 河口付近（0.0k）

新釧路川

釧路川

十勝川

札内川

札内川

国（北海道開発局）第１５号 平成26年3月31日
特定非営利活動法人　天塩川を清流にす
る会

住所：北海道天塩町山手裏通り1
丁目
事務所の所在地：北海道天塩町
海岸通り3丁目

天塩川 天塩川 天塩町字下サロベツ地先付近（17.4k） 河口付近（0.0k付近）

特定非営利活動法人　十勝多自然ネット
北海道帯広市東6条南7丁目20番
地

十勝川

釧路・リバー・プロテクション・21の会 北海道釧路市富士見1丁目3番2号 釧路川

国（北海道開発局）第１０号 石狩川

沙流川

岩保木付近（11.0k）

札内川親水広場付近（2.8～4.0k）

光南水辺の楽校付近（6.0k）

沙流川

相生中島地区上流付近（53.2k）

弟子屈町市街地付近（74.5k）

国（北海道開発局）第１３号 平成26年3月31日

指定番号 指定年月日 法人等の名称 住所、事務所の所在地

国（北海道開発局）第３号 平成26年3月31日 石狩川下覧櫂
北海道空知郡奈井江町奈井江569
番地1

国（北海道開発局）第２号 平成26年3月31日 幾春別川をよくする市民の会
北海道岩見沢市鳩が丘１丁目１
番１号

水系名

砂川遊水地付近

国（北海道開発局）第１１号 平成26年3月31日 特定非営利活動法人　沙流川愛クラブ 北海道沙流郡平取町本町92番地3

国（北海道開発局）第１２号 平成26年3月31日

業務を行う河川の区間

幾春別川

若松町328番地先付近（7.0～7.4k）

川向頭首工付近（17.0～17.2k）

河川名

石狩川

石狩川 石狩川

北村地区河川防災ステーション周辺

石狩川

石狩川 旧美唄川

国（北海道開発局）第６号 平成26年3月31日
特定非営利活動法人　まち・川づくりサ
ポートセンター

住所：北海道滝川市緑町7丁目7
番47号
事務所の所在地：北海道滝川市
西滝川1番地　滝川地区地域防災
施設内

平成26年3月31日
特定非営利活動法人　グラウンドワーク
西神楽

北海道旭川市西神楽南2条2丁目
666番地

国（北海道開発局）第７号 平成26年3月31日
特定非営利活動法人　山のない北村の輝
き

北海道岩見沢市北村中央265番地

滝川地区地域防災施設

石狩川



■河川協力団体指定の状況

上流端 下流端
指定番号 指定年月日 法人等の名称 住所、事務所の所在地 水系名

業務を行う河川の区間
河川名

東橋付近（4.4k） 第九留萌川橋梁付近（2.0k）

国（北海道開発局）第１７号 平成27年3月5日
特定非営利活動法人　しりべつリバー
ネット

北海道虻田郡ニセコ町字曽我138
番地

尻別川 尻別川 豊国橋付近（24.2k） 河口付近（0.0k）

夕張川

嶮淵川

夕張川右岸 清幌橋下流付近（10.0k） 栗幌橋付近（5.3k）

夕張川 清幌橋上流付近（11.4k） 石狩川合流点付近（0.0k）

旧夕張川 馬追運河合流点付近（3.5k） 千歳川合流点付近（0.0k）

千歳川 旧夕張川合流点（16.4k） 石狩川合流点付近（0.0k）

石狩川 夕張川合流点付近（30.4k） 千歳川合流点付近（28.0k）

国（北海道開発局）第２０号 平成28年3月11日 ネイチャー研究会ｉｎむかわ
北海道勇払郡むかわ町福住３丁
目１４４

鵡川 鵡川 鵡川鉄道橋付近（2.0k） 河口付近（0.0k）

国（北海道開発局）第２１号 平成28年3月11日 十勝川中流部市民協働会議
北海道帯広市稲田町西２線１１
番地
帯広畜産大学内

十勝川 十勝川 すずらん大橋付近（58.0k） 千代田新水路付近（42.0k）

札内川 札内橋付近（4.0k） 帯広川合流点付近（2.8k）

帯広川 鎮橋付近（2.5k） 札内川合流点付近（0.0k）

石狩川

当別川

茨戸川

国（北海道開発局）第２４号 平成31年3月26日 特定非営利活動法人　三笠森水遊学舎
北海道三笠市幾春別栗丘町１３
番地

石狩川 幾春別川 桂泉橋付近（36.0k） 萱野橋付近（17.0k）

新釧路川 岩保木水門付近（11.0k） 河口付近（0.0k）

釧路川 摩周大橋上流付近（75.6k） 岩保木水門付近（11.0k）

オソベツ川 喜水橋上流付近（14.0k） 釧路川合流点付近（0.0k）

美瑛川 平成大橋（3.0k） 両神橋付近（1.0k）

忠別川 クリスタル橋付近(3.5k) 忠別橋付近（3.0k）

新釧路川 岩保木水門付近（11.0k） 河口付近（0.0k）

釧路川 摩周大橋上流付近（75.6k） 岩保木水門付近（11.0k）

オソベツ川 喜水橋上流付近（14.0k） 釧路川合流点付近（0.0k）

天塩川 河口付近（-0.2k） 新問寒別橋付近（46.8k）

問寒別川 天塩川合流点付近（0.0k） 上豊神橋付近（18.6k）

国（北海道開発局）第２９号 令和5年3月8日 株式会社　　櫻井千田
北海道空知郡奈井江町字奈井江
５６９番地１

石狩川 石狩川 砂川遊水地付近

※国（北海道開発局）第４号で指定した公益財団法人　河川財団については、河川協力団体指定準則第13第2項に基づき、平成28年6月30日付けで指定を取り消しました。

※国（北海道開発局）第１４号で指定した特定非営利活動法人　常呂川自然学校については、河川協力団体指定準則第13第2項に基づき、令和3年3月19日付けで指定を取り消しました。

当別地区自然再生地付近（15.0～18.0k）

国（北海道開発局）第１６号 平成26年3月31日 ルルモッペ河川愛護の会
北海道留萌市寿町2丁目　留萌建
設協会内

留萌川

国（北海道開発局）第２３号 平成29年3月17日
認定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

北海道札幌市北区あいの里３－
４－１５－１０

長栗大橋付近（14.8k）

舞鶴遊水地

峠下水位観測所付近（24.8k）
留萌川

国（北海道開発局）第１８号 平成27年3月5日
河川愛護団体　リバーネット２１ながぬ
ま

北海道夕張郡長沼町錦町南1丁目
1番地17号（有）山本内

石狩川

国（北海道開発局）第２２号 平成28年3月11日
特定非営利活動法人帯広ＮＰＯ２８サ
ポートセンター

北海道帯広市西１条南２８丁目
４番地

十勝川

石狩川

あいの里・ビトエ地区付近（19.0～20.0k）

当別地区自然再生地付近（0.0～2.0k）石狩川

国（北海道開発局）第２５号 平成31年3月26日
特定非営利活動法人　タンチョウ保護研
究グループ

北海道釧路市若竹町９－２ 釧路川

国（北海道開発局）第１９号 平成27年3月5日 特定非営利活動法人　ふらっと南幌
北海道空知郡南幌町栄町4丁目4-
19

国（北海道開発局）第２８号 令和5年3月8日
特定非営利活動法人　サロベツ・エコ・
ネットワーク

北海道天塩郡豊富町字豊富西６
条６丁目

天塩川

国（北海道開発局）第２６号 令和2年3月23日 株式会社　　日興ジオテック
北海道旭川市神居２条１８丁目
２番１２号

石狩川

国（北海道開発局）第２７号 令和2年3月23日 釧路自然保護協会
北海道釧路市住吉２丁目７－３
５

釧路川


