
[1／4]　　　
中南地域県民局地域整備部管内

団体名 河川・海岸名 区　間 延　長 市町村 認定日

北地区コミュニティ会議 加藤川 加藤川防災調整池から城門橋下流まで 800m 弘前市 平成17年7月1日

株式会社 桜庭建設
①浅瀬石川
②中野川

①紫明橋からしょう月橋まで
②合流点から中野神社まで

①900m
②600m

黒石市 平成18年2月16日

株式会社 青林建設コンサルタント 土淵川 大久保橋から青南商事付近まで 280m 弘前市 平成18年2月16日

鎌田設備工業株式会社 土淵川 大字北川端町から百石町地内 500m 弘前市 平成18年6月22日

株式会社 弘新建設 土淵川 朝陽橋から長安橋まで 400m 弘前市 平成22年11月9日

弘前地区測量設計業地域奉仕の会 土淵川 新堅田橋から野田橋まで 1,500m 弘前市 平成23年5月12日

セントラル技研　株式会社 腰巻川 境関川合流点から城東高田橋まで 900m 弘前市 平成24年9月11日

張山電氣　株式会社 土淵川 下宮川橋から下堅田まで 500m 弘前市 平成24年10月10日

株式会社　日善電気 加藤川 岩賀橋から1号農道橋上流100m地点まで 300m 弘前市 平成25年2月5日

株式会社　東管サービス 大和沢川 上千年橋から上流300m地点まで 300m 弘前市 平成25年2月19日

株式会社　東邦設備工業所 土淵川 西田橋から上西田橋までの左岸側 600m 弘前市 平成25年4月23日

興産設備工業　株式会社 土淵川 野田橋から長安橋まで 350m 弘前市 平成25年5月1日

共立設備興業　株式会社 万助川 万助1号農道橋から勘太夫橋まで 230m 弘前市 平成25年7月26日

株式会社 弘前水道 寺沢川 下寺沢橋から寺沢橋上流800m地点まで 280m 弘前市 平成25年12月24日

株式会社 大伸管工業所 加藤川 1号農道橋上流100m地点から2号農道橋まで 280m 弘前市 平成26年4月17日

株式会社　永澤興業 土淵川 大久保橋から旧腰巻川合流点まで 1000m 弘前市 平成26年6月20日

株式会社　弘都電気 腰巻川 城東高田橋から未来橋上流150m地点まで 1,400ｍ 弘前市 平成27年2月19日



[2／4]　　　
中南地域県民局地域整備部管内

団体名 河川・海岸名 区　間 延　長 市町村 認定日

丸勘建設　株式会社 万助川 腰巻川合流点から学園橋まで 540ｍ 弘前市 平成27年6月17日

川合町会とアサヒ建設株式会社地
域協同隊

大和沢川 平川合流点から堀越橋まで 650m 弘前市 平成27年7月2日

十川一級河川保全会 十川 新十川橋下流100m地点から稲穂橋上流100m地点まで 340m 黒石市 平成27年7月25日

株式会社セーフティテック 土淵川 中西田橋から旧腰巻川合流点まで 350m 弘前市 平成27年9月17日

猪股建設　株式会社 大和沢川 堀越橋から千年橋まで 620m 弘前市 平成27年10月14日

富士建設　株式会社 大蜂川 高杉橋下流300mから多沢川合流点まで 500m 弘前市 平成27年12月16日

株式会社　前山組 岩木川 目屋渓大橋から目屋橋上流 450m 西目屋村 平成28年2月17日

嶽開発　株式会社 後長根川 宮地橋から葛原橋まで 300m 弘前市 平成28年3月22日

株式会社　兼建興業 後長根川 田ノ尻橋から宮地橋まで 760m 弘前市 平成28年3月22日

土淵川の自然豊かな水辺を考える
市民会議と（株）南建設

土淵川 朝陽橋から徒橋まで 300m 弘前市 平成28年5月9日

株式会社　長谷川建設 寺沢川
寺沢橋上流８０ｍ地点から
茂寺橋上流７０ｍ地点まで

300m 弘前市 平成28年5月9日

株式会社セーフティロード事業本
部

土淵川
左岸：上西田橋から新堅田橋まで
右岸：旧腰巻川合流点から新堅田橋まで

200m 弘前市 平成28年7月4日

吉川建設株式会社 大和沢川 上千年橋下流400mから上千年橋まで 400m 弘前市 平成28年7月4日

株式会社　佐藤惣建設 境関川 腰巻川合流点から１号農道橋まで 650m 弘前市 平成28年7月4日

千葉電気設備　株式会社 浅瀬石川 浅瀬石橋下流240m～浅瀬石橋上流110m 350m 黒石市 平成28年7月15日

岩木川環境公共ネットワーク協議
会

岩木川 八郎岩下流30m～千命の滝までL=260m（右岸） 260m 西目屋村 平成29年1月23日

弘鉄電気工事　株式会社 高崎川 腰巻川合流点から新豊橋まで 300m 弘前市 平成30年2月1日
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中南地域県民局地域整備部管内

団体名 河川・海岸名 区　間 延　長 市町村 認定日

株式会社　村上組 蔵助沢川 蔵助沢橋下流200m～蔵助沢橋 200m 弘前市 平成30年2月1日

株式会社　乗田建設 平川
新大豊橋～新大豊橋上流200mまでの右岸堤防及び河
川公園周辺

200m 平川市 平成30年2月1日

株式会社　小山内組 平川
新大豊橋下流200m～新大豊橋までの右岸堤防及び河
川公園周辺

200m 平川市 平成30年2月1日

株式会社　西谷建設 引座川 杉館橋下流200m～杉館橋 200m 平川市 平成30年2月1日

株式会社　福原組 浅瀬石川 東橋下流180m～東橋上流120mまで(右岸) 300m 田舎館村 平成30年2月23日

株式会社　北奥水道 浅瀬石川 新千歳橋下流300m～新千歳橋(左岸) 300m 黒石市 平成30年4月18日

株式会社　丸純桜庭組 浅瀬石川 千歳橋下流1.3Km～千歳橋下流1.1Km(左岸) 200m 黒石市 平成30年10月17日

株式会社　大和コンサルタント 浅瀬石川 新千歳橋～新千歳橋上流260m(左岸) 260m 黒石市 令和元年5月7日

株式会社　大成コンサル 大和沢川 千歳橋～中千歳橋まで 900m 弘前市 令和元年8月27日

日本工営株式会社　青森事務所 腰巻川 新境橋下流60m～境関川合流点まで 240m 弘前市 令和元年10月21日

東北建設コンサルタント　株式会
社

万助川 学園橋～万助農道1号橋 200m 弘前市 令和元年12月18日

株式会社　リープス産業 土淵川 大久保橋～西田橋まで（左岸） 200m 弘前市 令和2年4月30日

浅瀬石川クリーンの会 長坂川 長坂から派立子まで 1,300m 黒石市 令和2年5月14日

同上 浅瀬石川 落合大橋から紫明橋まで 600m 同上 同上

同上 浅瀬石川 落合大橋から千歳橋まで 9,000m 同上 同上

同上 十川
(ア)赤坂橋上流300ｍ地点から赤坂橋下流300ｍ地点まで
(イ)極楽橋から飛内北水門まで

1,150m 同上 同上

同上 高館川 法峠寺(別院)周辺から十川合流点手前まで 1,700m 同上 同上
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団体名 河川・海岸名 区　間 延　長 市町村 認定日

同上 十川(長坂川) 東北縦貫自動車道下から分舘橋まで 2,400m 同上 同上

同上 浅瀬石川 浅瀬石橋から浅瀬石橋上流1,000ｍ地点まで 1,000m 同上 同上

株式会社　共同設備 後長根川 幸仙橋の上下流100ｍ　L=200m 200m 弘前市 令和2年8月11日

株式会社　復建技術コンサルタン
ト

十川 久井名舘橋から下流300ｍまでの区間（右岸） 300m 藤崎町 令和3年10月20日


