
[1／3]　　　
東青地域県民局地域整備部管内

団体名 河川・海岸名 区間・延長 延　長 市町村 認定日

三内を美しく元気にする会 沖館川 三内大橋から三内橋まで 1,600m 青森市 平成17年9月5日

新城川をきれいにする会 新城川 新城大橋から平福橋まで 500m 青森市 平成18年3月23日

根井川をきれいにする会 根井川 河口から新根井川まで 450m 青森市 平成22年2月17日

みちのく計画ボランティア委員会
①赤川
②駒込川
③東田沢海岸

①小柳橋から小柳歩道橋まで
②桜川橋から（桜川団地）
③東田沢から稲生まで

①300m
②260m

　③3,800m

①②青森市
③平内町

平成22年6月24日

沖館川をきれいにする会 沖館川 柳川橋から相野橋まで 1,300m 青森市 平成22年9月15日

天田内川をきれいにする会 天田内川 浜の橋から新船岡橋まで 1,000m 青森市 平成22年9月15日

新城川を愛する会 新城川 岡田橋から河口まで 1,100m 青森市 平成23年1月12日

赤川のアジサイを守る会 赤川 小柳歩道橋160m上流からハマナス公園まで 362m 青森市 平成23年1月12日

西滝川クリーンサポート隊 西滝川 下稲森から西滝川橋まで 500m 青森市 平成23年1月12日

今別川を元気にする会
(相内建設株式会社)

今別川 大川平橋から清川橋まで 700m 今別町 平成23年9月20日

志田クリーングリーン会 野内川 青い森鉄道橋梁下から上流約300ｍ地点(左岸側） 300m 青森市 平成23年11月11日

荒川の水辺をきれいにする会 堤川 荒川橋の上流約100m地点から下流約200m地点 300m 青森市 平成23年11月11日

堤川Ｊ-ＣＬＥＡＮサークル 堤川 堤橋から甲田橋まで(右岸側) 550m 青森市 平成23年11月22日

　横内地区水辺サポーター
①横内川
②合子沢川
③牛館川

①野尻橋から四ツ石橋まで
②神田橋上下流250m区間
③赤川橋から牛館橋まで

①400m
②500m
③450m

青森市 平成24年3月22日

県測協東青地区河川クリーンサポート
　①合子沢川
　②赤川

①横内川合流点から北野尻橋上流頭首工まで
②からはし橋から大萢橋まで

①350m
②190m

青森市 平成24年9月10日

堤川水辺サポーター 堤川 石森橋から堤橋まで 500m 青森市 平成24年9月10日



[2／3]　　　
東青地域県民局地域整備部管内

団体名 河川・海岸名 区間・延長 延　長 市町村 認定日

株式会社ピーエス三菱 西滝川 滝内橋から滝川橋まで 500m 青森市 平成24年9月10日

日測野内川水辺サポーター 野内川 河口から青い森鉄道橋まで 480m 青森市 平成25年2月8日

新城川の環境整備を促進する会 新城川 平岡新橋から新城下橋まで 500m 青森市 平成25年10月21日

西千刈町　和加寿会 西滝川 富永橋(右岸)からもとゆ橋(右岸)まで 670m 青森市 平成25年10月21日

協和電気　株式会社 久慈ノ浜海岸 夏泊崎から久慈ノ浜海岸まで 400m 平内町 平成26年11月12日

奥内川をきれいにする会 奥内川 JR津軽線路下から国道280号バイパスまで 840m 青森市 平成27年6月25日

野内川漁業協同組合 野内川 馬屋尻橋下流左岸約500m 500m 青森市 平成27年6月25日

大矢建設工業　株式会社 堤川 金高橋から上流両岸100m 100m 青森市 平成27年10月19日

積水ハウス水辺サポーター 堤川 堤橋から甲田橋まで　(左岸側) 465m 青森市 平成28年5月12日

大研工業株式会社 赤川 戸山橋から赤川橋まで 270m 青森市 平成28年7月12日

北日本管工業株式会社 堤川 問屋橋から下流550mまで 550m 青森市 平成28年7月12日

八興電気株式会社 赤川 造道橋からはまなす公園まで 409m 青森市 平成28年7月12日

青森市緑と花のまちづくり推進市民
協議会

①赤川
②堤川

①沢田橋から磯野橋まで
②堤橋から松園橋まで

①300m
② 21m

青森市 平成28年7月12日

東和管工株式会社 沼川
右岸河口から上流163mまで
左岸河口から原別橋まで

238m 青森市 平成28年10月12日

赤平設備工業 堤川 金高橋から下流250m 250m 青森市 平成28年10月12日

SK蟹田川を愛する会 蟹田川 蟹田橋から上流900ｍまで（両岸） 1,800m 外ヶ浜町 平成29年3月14日



[3／3]　　　
東青地域県民局地域整備部管内

団体名 河川・海岸名 区間・延長 延　長 市町村 認定日

　大青工業株式会社 堤川 金高橋から下流250ｍ 250ｍ 青森市 平成29年8月9日

　モスバーガー青森ブロック店長会 赤川
河口から磯野橋まで（左岸）
河口から沢田橋まで（右岸）

左岸：500ｍ
右岸：180ｍ

青森市 平成29年8月9日

　浪岡川クリーンの会 浪岡川 奥羽本線鉄橋から浪岡城跡まで 2,000ｍ 青森市 平成29年8月9日

　株式会社電路施設社 堤川 明見橋から新明見橋まで（左岸） 200ｍ 青森市 平成29年8月9日

株式会社アオケン 駒込川 松桜橋から上流約370m（左岸） 370ｍ 青森市 平成30年4月24日

株式会社桜井工務店 牛館川 牛館橋から上流約500m（両岸） 1,000ｍ 青森市 平成31年3月5日

株式会社佐藤建業 合子沢川 下神田橋から下流約500m（右岸） 500m 青森市 平成31年3月5日

株式会社シーケンスサービス 堤川 桜川橋から駒込川合流点まで230m（右岸） 230m 青森市 令和元年6月10日

株式会社測地コンサルシステム 駒込川 晴雄橋から松桜橋まで470m（左岸） 470m 青森市 令和元年7月8日

有限会社朋友計画 駒込川 八甲橋から福田橋まで300m（左岸） 300m 青森市 令和元年10月1日

東北水道設備工業株式会社 横内川 上四ツ石橋から四ツ石橋まで130m、150m（右岸、左岸） 280m 青森市 令和元年10月1日

日本工営（株）青森事務所 沖館川 西滝橋から第二西滝橋まで220m（左岸） 220m 青森市 令和2年7月31日

平内町土木協同組合 小湊川 青い森鉄道上流から国道４号下流まで500m（両岸） 1,000m 平内町 令和2年8月12日

南造道あおぞら会 赤川 磯野橋から鴨泊人道橋まで800m（左岸） 800m 青森市 令和2年9月17日

アクセスジョブ青森 横内川 横内川多目的遊水地「埋没林広場」 2,200m 青森市 令和2年9月17日
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