
 

Ｎｅｘｔ川の再生「水辺 deベンチャーチャレンジ」実施要綱 

 

第１ 目的 

埼玉県では、平成 20年度から地域と県とが連携・協働して川の再生の取組を展開した結果、

地域で川を守る活動が広がるなど、再生した水辺が地域の共有資産として利活用されてきて

いる。 

この要綱は、これまでの地域と県との連携・協働に加え、民間事業者等とも連携・協働し

て取り組む「水辺 de ベンチャー計画」の作成及び「水辺 de ベンチャーチャレンジ」実施候

補箇所への登録等に係る事項を規定し、「水辺 de ベンチャーチャレンジ」を実施することで、

県民誰もが川に愛着を持ち、ふるさとを実感できる「川の国埼玉」を実現することを目的と

する。 

 

第２ 定義 

（１）この要綱において「水辺 deベンチャーチャレンジ」とは、河川敷地や調節池等にお

いて、市町村や民間事業者等と連携し、河川空間に新たな魅力を創出することで、利

活用を促進させる取組みをいう。 

（２）この要綱において「民間事業者等」とは、民間企業、一般社団法人、ＮＰＯ法人、商

工会、青年会議所、観光協会等をいう。 

（３）この要綱において「水辺 deベンチャーチャレンジ」として取り組む内容は、次のい

ずれかに該当し、河川空間の持続的な利活用に資するものとする。 

ア 調節池の底面や水面をピクニック、スポーツ、アクティビティ、カルチャースクール

等の場として利用するもの。 

イ 河川敷地を飲食、物販、サービス施設の運営の場として利用するもの。 

ウ 河川管理用通路を散策や花見、ライトアップイベント等の場として利用するもの。 

エ アからウのほか、河川空間の持続的な利活用が見込めると県が判断するもの。 

 

第３ 対象河川 

一級河川（埼玉県管理区間）とする。 

 

第４ 推進主体 

県と連携・協働して「水辺 deベンチャーチャレンジ」に取り組む推進主体は、民間事業者

等による河川空間の利活用を推進する次のいずれかに該当するものとする。 

（１）県内の市町村 

（２）県内の市町村及び県内外の民間事業者等 

ただし、民間事業者等は、次の業種又は業者については対象外とする。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

の規定に該当する営業に関わるもの又はこれに類するもの。 

（２）消費者金融・高利貸しに関わるもの。 



 

（３）民事再生法又は会社更生法による再生又は県の指名停止措置要領に該当する行為を

行ったもの又は不利益処分（違法又は不適当な行為によるものである場合に限る）を

受けているもの。 

（４）その他、県が適当でないと認める業種や業者。 

 

第５ 登録要件 

実施候補箇所としての要件は事業の内容が以下のアからオのすべてに該当するものとする。 

なお、河川空間を利活用して地域振興等につなげる取組が地方創生に係る総合戦略や観光

振興計画等に位置付けられている又は位置付けられる予定があることが望ましい。 

また、連携する民間事業者等が具体的に決まっていない場合でも、登録は可能とする。 

ア 民間事業者等による水辺空間の利活用を前提とした計画であること。 

イ 単に民間事業者等の利益のためではなく、河川を中心とした地域の賑わい創出等を目

的としていること。 

ウ 水辺空間の利活用にあたり、治水上又は利水上の支障等とならないこと。 

エ 民間事業者等による水辺空間の利活用に必要な河川敷地を市町村が占用すること。 

オ 水辺空間の利活用に必要な施設整備の完了が、登録から概ね５年以内で見込めること。 

 

第６ 「水辺 deベンチャー計画」の作成及び登録の申請等 

当事業を実施しようとする推進主体は、次に示す提出書類を作成し、対象河川を管轄する

各県土整備事務所又は総合治水事務所に事前相談を行ったうえで、河川環境課に「水辺 deベ

ンチャーチャレンジ」実施候補箇所の登録を申請するものとする。 

（１）提出書類 

ア 様式－１（申請書） 

イ 様式－２～６（計画書） 

ウ 民間事業者等との連携に関する構想等を記したものの写し 

エ 申請内容が位置付けされた地方創生に係る総合戦略、観光振興計画等の表紙及び

該当箇所の写し 

オ その他必要に応じて利活用のイメージがわかる参考資料（パンフレット等） 

（２）事前相談 

計画書の作成に際しては、事前に、対象河川を管轄する各県土整備事務所又は総合治

水事務所及び河川環境課に計画内容の相談を行うこととする。 

（３）申請時期等 

    申請時期等については、原則として会計年度ごとに定めるものとし、河川環境課の

ホームページ等にて周知する。 

 

第７ 実施候補箇所の登録 

県土整備部長は、「水辺 de ベンチャー計画」の内容について、第５に掲げる登録要件を満

たした箇所のうち、実施の効果、市町村や民間事業者及び地域住民等の川の再生の実現に向



 

けた活動意欲や熱意の高さ、関係者の役割分担と実施体制の確保等の観点から、実現可能性

が高いと判断した場合は実施候補箇所として登録し、申請した推進主体へ通知する。 

 

第８ 協議会等の設置及び事業計画書の作成 

実施候補箇所の登録を受けた場合、市町村は速やかに協議会等を設置し、「水辺 de ベンチ

ャー計画」の実現に向けて利活用内容や役割分担、資金計画等の検討を進め、事業計画書（様

式Ａ）を作成することとする。 

なお、事業計画書の提出は実施候補箇所の登録を受けてから概ね２年以内とする。 

 

第９ 「水辺 deベンチャー計画」の変更 

推進主体は、実施候補箇所への登録を受けた後に、内容について重要な変更の必要が生じ

た場合は、変更計画書を作成し、第６（１）に準じて登録することとする。 

 

第１０ 実施候補箇所の登録の取り消し 

県土整備部長は、推進主体及び事業計画の内容が以下に該当する場合は、実施候補箇所の

登録を取り消すことができる。 

（１）推進主体から実施候補箇所の登録の取り消しに係る申請があった場合 

（２）当事業の目的や登録要件に該当しなくなったと県土整備部長が認める場合 

 

第１１ 「水辺 deベンチャー計画」による河川整備の実施 

推進主体が第８の規定による事業計画書を作成した場合、河川管理者は必要な河川整備を

実施する。 

 

第１２ 実施候補箇所の登録申請にあたっての留意事項 

（１）実施候補箇所の登録を受けた場合であっても、「水辺 de ベンチャー計画」に記載さ

れた河川区域内の整備が全て実施されることを確約するものではない。 

（２）事業推進のための役割は以下のとおりとする。 

ア 市町村の役割 

ａ 河川空間の利活用計画の策定や整備内容、整備後の維持管理、危機管理対応等に

係る検討を行う協議会等（行政機関、民間事業者、地域住民、関係団体等）を設置し、

運営する。なお、整備後においても施設運営に係る事業計画や実績報告の場、また、

運営上の課題への対応を検討する場として協議会を年１回以上開催するものとする。 

ｂ 民間事業者等による河川敷地の商業利用にあたっては、水辺空間とことん活用プ

ロジェクト事務マニュアルに基づいた都市・地域再生等利用区域の指定等に係る調

整等を行う。 

ｃ 都市・地域再生等利用区域内の商業利用に必要な敷地を占用し、施設営業者に使

用させる。 

イ 市町村または民間事業者の役割 



 

ａ 河川空間を利活用するまちづくりや観光地づくり等に必要な施設整備（県が実施

するもの以外）及び施設運営を行う。 

ｂ 河川空間の持続的な利活用に必要なイベントや広報を行う。 

ｃ 県が整備した護岸等について、利活用ために必要な維持管理を行う。 

ｄ 事業箇所周辺において、地域住民や団体等が実施する美化清掃等の活動に対し、

必要な支援を行う。 

ウ 県の役割 

ａ 市町村が設置する協議会等へ参画する。 

ｂ 利活用に資する施設のうち、河川区域内において、県が治水安全度の確保及び維

持管理の観点から整備の必要があると認めた施設に対し、測量設計、工事を行う。 

なお、治水安全度の確保及び維持管理の観点から整備の必要があると認められる

施設とは、河川敷地の整地、親水護岸、スロープ、階段、遊歩道（河川管理用通路）、

その他桟橋やデッキなど河川の管理のために必要な施設とする。 

ｃ 県が整備した護岸等について、洪水による災害を防除するための機能確保に必要

な維持管理及び復旧を行う。 

（３）その他 

ア 「水辺 deベンチャー計画」を実施したい箇所が河川の改修計画等に支障がないこと

を各県土整備事務所又は総合治水事務所に確認すること。 

イ 原則として県による用地買収の必要がないものとする。 

 

附則 

この要綱は、令和３年２月２２日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和３年８月１６日から施行する。 

 



 

 

様式－１ 

○○○ 第○○○号 

令和３年○月○日 

（あて先） 

 埼玉県知事 

 

 

                      ○○市町村長 ○○○○ 

 

 

 

「水辺 de ベンチャーチャレンジ」に関する実施候補箇所への登録申請について 

 

 このことについて、下記のとおり別添資料を添えて申請します。 

 

 

記 

 

１ 申請箇所（川の名称／地名） 

  ○○○川／○○市○○地内（または○○周辺） 

 

２ 河川空間の利活用のテーマ 

  ○○○ 

 

３ 添付資料 

・様式－２～６（計画書） 

・その他参考資料 

 

４ 連絡先 

所 属 ○○部○○課○○担当 

担当者 （役職）○○○○ 

電 話 ○○○（○○○）○○○○ 

ＦＡＸ ○○○（○○○）○○○○ 

e-mail ○○＠○○.○○.jp 

 



様式－２

○○川／○○市○○地区
水辺 de ベンチャー計画

～ ○○○○○○○○○○○○○○○ ～

テーマ

○○市、（□□株式会社）



計画の概要 様式－３

※ 以下の項目などを踏まえて河川空間の利活用の概要を記載してください。

・ 登録申請箇所の概要
（歴史、地域とのかかわり、地域振興計画等への位置付け、過去の川の再生など）

・ 利活用の目的、目指す将来像
・ 想定している河川空間の利活用

※ 河川空間の利活用が市町村の各種計画に
位置付けされている場合に記載してください。

■○○計画←計画の名称を記載
・（河川空間の利活用に関する部分を記載）

■ex. ○○市まち･ひと･しごと創生総合戦略
・ １０のリーディングプロジェクトの１つとして
「中心市街地活性化事業」を位置付けてお
り、・・・することとしている。

計画等への位置付け

※ 以下の図面などを使用して整備イメージ、利活用イメージを記載してください。

・ 簡単なポンチ絵
・ イメージ図
・ イメージ写真（県外事例など）

河川空間の利活用イメージ

※ 申請箇所の利活用が地域の活性化や観光振興
などに与える効果について記載してください。

■○○○○←効果をキーワードで示してください
・（効果が得られる理由を記載）

■ex. 地元雇用の創出
・ 地元大学の学生などをアルバイトに採用することで、
雇用の機会を創出される。

河川空間の利活用効果

目的・目指す将来像等



川と周辺の状況 様式－４

※ 川と周辺施設（公共施設、集客施設、交通機関等）の位置関係が分かるように
記載してください。

・

※ 利活用に関する申請箇所のポテンシャルについ
て以下の項目などを記載してください。

■周辺の土地利用状況

■交通アクセス

■集客施設等

川周辺の状況

位置図

※ 現在の川の改修状況を記載してください。

■ 改修済み、または未改修

・ 未改修の場合は、整備計画の有無、整備
予定時期などを記載してください。

※ 現在の川の利用状況について以下の項目など
を記載してください。

■ どのような利用か
（広場、お祭り会場、イベント広場など）

・ 利用の趣旨
・ 利用主体（イベント主催者など）
・ 利用の時期、頻度
・ 集客数、参加人数
・ その他

川の状況



想定される利活用に必要な整備の概要 様式－５

※ 前ページの位置図よりも詳細な平面図などを使用して記載してください。

※ 想定される河川整備の内容を簡単なポンチ絵やイメージ写真等で記載してください。

※ 民間事業者、県、市町村による整備範囲が分かるように記載してください。

※ 河川区域の位置を示してください。

※ 利活用に必要な整備内容に応じて民間事業者、県、市町村による整備を分けて記載してください。

想定される整備概要

工程表・想定事業費

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 想定事業費

計画策定 －

【県】○○整備 ○○百万円

【民間】○○整備 ○○百万円

【市町村】○○整備 ○○百万円

整備箇所図

【県】
■○○○○の整備
・堤防上の舗装
・スロープ
・○○がしやすい○○○○の整備

【民間事業者】
■○○○○の整備
・コンテナハウスの設置
・テラス用テーブル、椅子の設置

【市町村】
■駐車スペースの整備
・隣接公有地の舗装
・フェンス、車止め設置

令
和
６
年
春
開
業



事業の推進体制 様式－６

■構成員（予定）
・○○市

○○課、○○課、○○○○、○○課
・県関係

河川環境課、県土整備事務所、地域振興センター
・民間事業者等

（株）□ □ □ □
・関係団体

○○市観光協会
○○川を守る会（既存の川の国応援団）等、６団体
○○大学（市と連携協定を締結）

・地域住民等
沿川の自治会長のほか、市民数名を公募予定

■事務局
○○市 ○○○○課 ○○○○係

■ ○○川を守る会は川の国応援団として●●付近で美化活動を行っている。（年○○回程度）

■ 商工会議所が○○川の●●付近の河川敷で定期的にイベントを行っている。（年○○回程度）

■ ○○から○○川の●●付近の河川敷でイベントを企画したいとの相談がある。

■担当課（役割）
○○市
・商工観光課

（事務局、企画、広報等）
・建設課

（施設整備、維持管理等）
・上下水道課

（合併浄化槽への転換促進等）
・市民課

（住民活動への補助制度）

※ 申請時点で連携する民間事業等が決まっている場合は、事業者名、業務内容、申請箇
所での連携内容、当該事業者と連携することとした経緯などを記載してください。

※ 連携する民間事業者等が決まっていない場合は、事業者と利活用の中でどのように連携
するか、事業者に求めること、事業者の選定方法、選定時期など（申請時点での想定）
を記載してください。
また、想定している事業者等があれば調整状況などを記載してください。

河川に関する地域の活動

庁内推進体制協議会の体制

民間事業者等との連携



第８関係 

●●川（●●市）水辺 de ベンチャーチャレンジ 事業計画書 

 

対象河川名：●●水系●●川 

市町村名：●●市 

民間事業者等：㈱●●会社 

 

１ 概要 

 ●●市では、●●市観光振興計画において市内を流れる河川を生かし、水辺と周辺

の公共施設が一体となった良好な空間を創出して観光振興を図ることとしている。ま

た、●●市中心市街地活性化計画では・・・・ 

 本計画では、●●市が進める観光振興の取組と連携を図り、活気あふれるまちづく

りを推進するため、県は●●や●●の整備、市は●●の整備及び●●の作成、㈱●●

会社は●●の整備を行う。 

 ㈱●●会社が整備した河川空間で●●を開業し、にぎわいを創出する。 

 

２ 整備内容 

（県） ●●● Ｌ＝●●ｍ、●●● ●箇所 

（市） ●●● ●箇所、●●●作成 

（民） ●●● ●棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置図 

現況写真 

整備イメージ 

現況写真 整備イメージ 

●●●（整備施設名） 

●●●（整備施設名） 



３ 事業スケジュール 

（ハード） 

 整備施設 数量 Ｒ● Ｒ● Ｒ● Ｒ● Ｒ● 

県 
●●● ●●ｍ 測量設計 整備 整備 整備 整備 

●●● ●箇所 測量設計 整備 整備 整備 整備 

市 ●●● ●箇所  測量設計 整備 整備 整備 

民 間 

事業者等 
●●● ●棟   測量設計 整備 整備 

 

（ソフト） 

 実施内容 Ｒ● Ｒ● Ｒ● Ｒ● Ｒ● 

 

市 

●●作成   計画 計画 
印刷・配

布 

とことんＰＪ    
区域指定

要望等 

使用者の

公募・契

約締結 

民 間 

事業者等 
●●     開業 

 

４ 成果指標 

 ●●の利用者数 現在●人→事業完了後（Ｒ●年度）●●人 

 

５ 維持管理の役割分担 

 （１）市の役割 

  県が整備した施設（●●● L＝●●ｍ、●●● ●箇所）の利用促進と利用者の

安全確保に必要となる維持管理（清掃、雑草刈払い（年３回程度）） 

 （２）県の役割 

  県が整備した施設（●●● L＝●●ｍ、●●● ●箇所）の洪水による災害の防

除に関する機能の維持管理 

 

６ その他 

 ・ （地域の熱意）・・・・・・・・・・・・（●●まつり実行委員会） 

 ・ （民間事業者の思い）・・・・・・・・・（㈱●●会社） 

 

７ 問合せ先 

 ●●市●●部●●課 

 TEL ●●●－●●●－●●●● 
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