
～個性と魅力ある「川の空間」の創造～

「ともに考え、ともにつくる川づくり」

令和４年３月

福島県土木部河川整備課

二級河川夏井川水系 右支夏井川 小野町「夏井川友の会」
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１ うつくしまの川・サポート制度とは、

◆ 福島県は、地域の方々が「川」をもっときれいにしたいという気持ちから行われる河

川美化清掃等のボランティア活動を河川管理者が支援する「うつくしまの川・サポー

ト制度」の取り組みを平成1３年度より行っています。

◆ この制度は、近年のボランティア活動の活性化や行政への参加意欲の高まりなどを背

景として、地域の方々・市町村・県の三者が協働して、河川の清掃、美化活動を行う

ものであり、川を慈しむ心を育て地域にふさわしい川づくりを進めるものです。

◆ 令和４年３月１日現在、県内各地域で６９団体が参加しており、

地域の皆様とともに、個性と魅力ある「川の空間」の創造を図っています。

２ 取 組 状 況

鯉川 根崎鯉川を守る会(二本松市)

堀川 源流の里堀川河川愛護会(白河市)

湯本川 湯本川を愛する市民ネットワーク（いわき市）

石田川 石田小学校(伊達市)

野尻川 昭和小学校（昭和村）

除草機械の貸し出し
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効果と可能性

目 標

３ うつくしまの川・サポート制度の仕組み

◆ 「地域住民、ＮＰＯ等の実施団体」は、「河川管理者(県)」「地元自治体(市町村)」

と合意書を交わして、川の清掃活動や美化活動を行います。

◆ 河川管理者は、ＰＲ看板の設置、清掃用具＜除草機械等＞の貸与、保険の加入、地元

自治体は収集ゴミの回収・処理、清掃活動等への支援を行います。

４ 効果と可能性

◆ 地域の方々やＮＰＯなどの実施団体、河川管理者と地元自治体とのパートナー

シップの形成を図ることにより以下の効果が期待されます。

◆ 個性と魅力ある「川の空間」の創造

「ともに考え、ともにつくる川づくり」

ボランティア活動の活性化

良好な河川環境の創出

地域の方々や河川利用者の満足度の向上

河川への愛着心と美化意欲の向上

河川利用者のマナーの向上

・河川の清掃活動

・河川公園等の維持管理活動

・その他河川美化活動

実施団体

地域住民、ＮＰＯ

企業社員グループなど

・収集ゴミの回収・処理

・実施団体と河川管理者の連絡調整

・その他清掃活動等への支援

・活動をＰＲする看板の設置

・清掃用具等の貸与

・保険の加入

・その他清掃活動等への支援

サポート

地元自治体

市町村

河川管理者

福島県

協 力

合 意
サポート

谷津田川

ＰＲ看板の設置（白河市）

阿武隈川 調印式

（中島村）

只見川 調印式

（柳津町）



●除草機械貸付
パンフレット
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5 合意書締結団体一覧

６ 新たな取り組み

１）除草機械の貸付

県では、除草作業の効率化・省力化を推進するため、県内の建設事務所及び

土木事務所に除草機械を配備して、うつくしまの川・サポート制度登録団体へ

の貸付を行っております。。

詳しくは、ＱＲコードからパンフレットをダウンロード頂くか、最寄りの建

設事務所土木事務所へお問い合わせをお願いいたします。

問い合わせ先

※最寄りの

建設事務所へ

お問い合わせ

下さい

令和４年３月１日現在

◆ 喜多方建設事務所管理課 電話 0241-24-5718

◆ 南会津建設事務所管理課 電話 0241-62-5318

◆ 相双建設事務所管理課 電話 0244-26-1220

◆ いわき建設事務所管理課 電話 0246-24-6120

◆ 土木部河川整備課 電話 024-521-7483

◆ 県北建設事務所管理課 電話 024-521-2528

◆ 県中建設事務所管理課 電話 024-935-1459

◆ 県南建設事務所管理課 電話 0248-23-1633

No. 団　　体　　名 河川名 延長(m) 締結年月日
1 白河市環境美化運動連絡協議会（白河市） 谷津田川 6,000 平成１４年　３月２８日
2 夏井川友の会（小野町） 右支夏井川 2,600 平成１５年　３月１９日
3 夏井川河川愛護会（小野町） 夏井川 3,400 平成１５年　３月１９日
4 岩瀬村農産品と自然環境を考える会（須賀川市） 岩根川 4,700 平成１５年　６月２９日
5 遊水会（須賀川市） 江花川 760 平成１５年　７月　６日
6 野尻川の魚を育てる会（金山町） 野尻川 800 平成１６年　３月１２日
7 源流の里堀川河川愛護会（白河市） 堀川 1,210 平成１６年　３月２６日
8 羽石川管理組合（二本松市） 羽石川 2,700 平成１６年１２月　８日
9 根崎鯉川をまもる会（二本松市） 鯉川 500 平成１６年１２月　８日
10 梅川愛護会（相馬市） 梅川 550 平成１７年　３月　３日
11 小島自治会（川俣町） 広瀬川 200 平成１７年　３月１６日
12 鉄炮町・日和田地区自治会（川俣町） 広瀬川 150 平成１７年　３月１６日
13 川俣南自治会（川俣町） 広瀬川、高根川 1,100 平成１７年　３月１６日
14 自治組織すみよし町内会（川俣町） 広瀬川 350 平成１７年　３月１６日
15 宮赤・中丁自治会（川俣町） 広瀬川、田代川 600 平成１７年　３月１６日
16 本町地区自治会（川俣町） 広瀬川 1,000 平成１７年　３月１６日
17 福沢自治会（川俣町） 田代川 1,500 平成１７年　３月１６日
18 福田自治会（川俣町） 女神川 400 平成１７年　３月１６日
19 大綱木自治会（川俣町） 広瀬川 2,800 平成１７年　３月１６日
20 山木屋地区自治会（川俣町） 口太川 700 平成１７年　３月１６日
21 布沢地区河川愛護会（只見町） 布沢川 200 平成１７年　７月１２日
22 鮫川村役場庁員クラブ（鮫川村） 鮫川 1,000 平成１７年　７月２１日
23 下船尾Netsさくら倶楽部（いわき市） 藤原川 100 平成１８年　３月１６日
24 とうわ奥入瀬守る会（二本松市） 口太川、安達太良川 5,000 平成１８年　３月２２日
25 相馬東高等学校（相馬市） 宇多川 900 平成１８年　５月２５日
26 田町草刈匠の会（白河市） 阿武隈川 1,000 平成１８年　９月２８日
27 石田小学校（伊達市） 石田川 160 平成１８年１０月２６日
28 東舘久慈川少年団（矢祭町） 久慈川 1,000 平成１９年　３月　１日
29 馬場町遊歩道管理委員会（石川町） 今出川 720 平成１９年　３月２６日
30 表郷環境ネットワーク（白河市） 社川、藤野川、黄金川 23,000 平成１９年　５月２４日
31 昭和小学校（昭和村） 野尻川 190 平成２０年　２月１５日
32 向寺自治会草刈りボランティア隊（白河市） 阿武隈川 720 平成２０年　３月２８日
33 NPO法人湯本川を愛する市民ネットワーク（いわき市） 湯本川 580 平成２１年　２月　３日
34 萱根自治会（白河市） 高橋川 3,350 平成２１年　３月　３日
35 祝部内・小爪水利組合（棚倉町） 大竹川 2,300 平成２１年　３月１８日
36 下手沢区（棚倉町） 滑川 1,500 平成２１年　４月３０日
37 小田川自治会（白河市） 泉川 2,110 平成２１年　７月１７日
38 芳賀須内自治会（白河市） 泉川 970 平成２１年　７月１７日
39 いがっぺ矢祭（矢祭町） 久慈川 1,100 平成２１年１１月１１日
40 山野井・金沢区（矢祭町） 久慈川 900 平成２１年１１月１１日
41 渡瀬地区地域づくりの会（鮫川村） 渡瀬川 1,600 平成２２年　２月１０日
42 遠野町地域づくり振興協議会（いわき市） 鮫川 390 平成２２年　３月２９日
43 塙町河川を守る会（塙町） 久慈川、川上川、渡瀬川、 21,900 平成２２年　６月２１日

赤坂川、西川、矢祭川、
稲沢川

44 NPO法人うつくしまライフネット（塙町） 久慈川、川上川 550 平成２２年　６月２１日
45 久田野自治会（白河市） 高橋川 1,900 平成２２年１１月２４日
46 久慈川を守る会（棚倉町） 久慈川 4,900 平成２３年　２月　７日
47 磐崎小学校（いわき市） 藤原川 200 平成２３年　３月　８日
48 天戸川の清流を守る会（福島市） 天戸川 240 平成２３年　７月　１日
49 横町町内会（白河市） 阿武隈川 360 平成２３年　９月２６日
50 下川を考える会（いわき市） 釜戸川 1,400 平成２４年　７月　９日
51 豊地自治会（白河市） 高橋川 620 平成２４年　８月　３日
52 昭和村及び下中津川行政区（昭和村） 野尻川 400 平成２５年　１月１０日
53 舟田自治会（白河市） 阿武隈川 1,400 平成２５年　２月２７日
54 旗宿自治区（白河市） 社川 15,000 平成２７年　４月２４日
55 郡山台杉田川を守る会（二本松市） 杉田川 280 平成２７年　８月１１日
56 飯沢金勝寺草刈りボランティア隊（白河市） 阿武隈川 700 平成２８年　３月２２日
57 こうすっぺ西側イメージアップ作戦（矢吹町） 隈戸川 3,300 平成３０年　２月２２日
58 久慈川第一漁業協同組合（矢祭町） 久慈川 15,000 平成３０年　２月２３日
59 柳津町環境美化運動連絡協議会、
東北電力株式会社会津若松支社

只見川 700 平成３０年　３月１４日

60 杉田６区（二本松市） 杉田川 1,100 平成３０年　５月２９日
61 大久川をともに考える会（いわき市） 大久川 4,450 平成３０年１０月　１日
62 只見区（只見町） 只見川 3,000 令和　２年　６月２５日
63 叶津区（只見町） 叶津川 3,200 令和　２年　６月２５日
64 上福井区（只見町） 伊南川、初瀬川 2,000 令和　２年　６月２５日
65 塩ノ岐区（只見町） 塩ノ岐川 1,500 令和　２年　６月２５日
66 草友会（矢吹町） 隈戸川（左岸） 800 令和　３年　３月１０日
67 川原田地区阿武隈川をきれいにする会（中島村） 阿武隈川 1,300 令和　３年　５月１９日
68 堂山・桜二十一・つながる心の会（白河市） 隈戸川 1,600 令和　３年　９月１６日
69 水と緑を守る舟津川愛護会(郡山市) 舟津川 700 令和　４年　１月　６日

合計 ４８河川６９団体 169,310


