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埼玉県環境部水環境課 田村 和大

自己紹介
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日本水環境学会

生活排水対策のブース出展

県内河川で環境学習

啓発品制作・普及

SAITAMAリバーサポーターズ
の営業活動

SAITAMAリバーサポーターズ
の広報活動

流れ

2

１ SAITAMAリバーサポーターズプロジェクトとは

２ 取り組み内容

○SNS公式アカウントの運用

○マッチング支援

○ポータルサイト運営

３ 水辺空間活用の可能性

４ お知らせ
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SAITAMAリバーサポーターズプロジェクトとは

埼玉の豊かな川を育む自発的な活動が、県民・団体・企業の連携のもとで

持続して行われるように、県が支援していく新規プロジェクトです。

川との共生や川の魅力創出に向けた活動を活性化し、

SDGsの実現を目指すのが、本プロジェクトの役割です。

１ SAITAMAリバーサポーターズとは（全体像）
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企業サポーター

【埼玉県内外の企業】

ビジネス利活用、CSR

川との共生や川の魅力創出

に向けて連携・活動

個人サポーター

【県民を中心とした個人】

生活、学習、レジャー

川の国応援団

【川の国応援団】

保全活動、環境学習

埼玉県

情報発信、利活用促進、事業化・広報支援等

１ SAITAMAリバーサポーターズとは
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① 個人サポーター

埼玉県は、「川の国」であり、自然豊かで整備された水辺空間は多くのポテンシャルを備えています。

●川になじみがある、川に興味がある人々

② 川の国応援団

川の保全や環境学習を行う団体が県内各地で活動しており、豊富な経験とノウハウを有しています。

●川の国応援団 約7３３団体（R4.2.2現在）

川の再生交流会 約450人参加（R元年度）

川ガキイベント 30会場、1,267人（保護者含め3,799人）（R元年度）

活動資材の提供・貸出等 171件（R元年度）

③ 企業サポーター

埼玉県内外で活躍し、川に興味がある企業がたくさんあります。

●現在、100を超える企業の方が企業サポーター

一覧は、県のホームページにあります。

生活やレジャーの場として

※川幅は2.5kmで日本一（鴻巣市と吉見町の境を流れる荒川）
県土に占める水辺空間の割合は約5％（全国２位）



CM
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２ 取り組み

7

ポータルサイトの運営SNS公式アカウントの運営

主に個人サポーターの方々に向けた

情報発信・意見収集の場として活用

し、コミュニティを形成します。

リバーサポーターズの活動をはじめ

とした、埼玉県内の河川に関する情

報を集約・発信しています。

マッチングの支援

多様な活動における水辺の新たな利

活用を提案・支援し、参加を促進し

ます。

ご確認・ご登録はこちらから

どなたでもご登録いただけます。

ポータルサイトはこちら

https://saitama-

riversupporters.pref.saitama.lg.jp/

２ 取り組み
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個人サポーター 4497人（令和４年１月現在）○SNS公式アカウントの運営

２ 取り組み
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○SNS公式アカウントの運営

リバ散歩

県内のリバサポいちおし
スポットを紹介！

イベント情報

近日中に行われる
川に関するイベントを

紹介！

各種紹介

川の国応援団さんや県内の
団体さんの活動を紹介！

他にも
・プレゼント企画
・川情報
など、川にまつわるお得な情
報を発信！

２ 取り組み
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○SNS公式アカウントの運営（川の国応援団）

【リバサポ・サポーター紹介 vol.2】
埼玉県内で活動しているサポーター

を紹介する新コーナー。

／
今回ご紹介するのは…
「荒川夢クラブ」
＼

●主な活動場所
・荒川（京浜東北線鉄橋上流左岸）
竪川（芝南公民館前周辺両岸）
旧芝川領家水門周辺左岸

●活動内容
・芝川や堅川の清掃活動、川の水質検
査などを通じ、水、川、自然や環境分
野で学校、子どもたちや地域に社会還
元したい！と活動中。
・「夏休み川口水辺の学校」や地域の
河川清掃も行っています。

●活動日時
随時 ※定例会 月1回 土曜日

★会員及びイベント参加者は随時募集
しています。
興味がある方はぜひ参加してみてく

ださいね！

（連絡先） 代表 林美恵子氏
TEL：090-4610-

9337

【リバサポ・サポーター紹介 vol.1】
埼玉県内で活動しているサポーター

を紹介する新コーナー。

／
今回ご紹介するのは…
「草加パドラーズ カヌーを愛する
会」
＼

●主な活動場所
綾瀬川・草加松原周辺

☆所在地：埼玉県草加市松江２丁目４
番地先

●活動内容
カヌーに乗って川を流れているプラご
み、ペットボトルなどを回収し、
気持ちよくカヌーを漕げるきれいな綾
瀬川を目指して活動中！
大人から子供まで、楽しみながら河川
美化活動を行っています。
綾瀬川だけでなく、希望があれば他の
川へも出張活動を行う
川とカヌーを愛する行動派サポータ
ー！

●活動日時
毎週、水、土、日、祝日 8時30分～
12時

★興味を持った方は活動に参加してみ
てくださいね！
草加パドラーズHPは以下からチェッ
ク↓

「草加パドラーズ カヌーを愛する会」 「荒川夢クラブ」

２ 取り組み
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○SNS公式アカウントの運営
それぞれに

特色があるよ！

「SAITAMAリバーサポーターズ」
で検索してください！

Facebook
Twitter
Instagram

https://saitama-riversupporters.pref.saitama.lg.jp/


２ 取り組み
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埼玉県は豊かな川をもつ「川の国」です。

この「川の国埼玉」には、埼玉の川を守り、育む「川の国応援団」の取り組みがあってこそです。

平成24年に誕生した「川の国応援団」は、現在733団体です。（令和４年2月2日現在）

川の再生や地域貢献等で

水辺空間の利用を推進し、地域住民（社会）や学生の教育現場に影響を与え、

「川の魅力」と「賑わい」を創出しています。

埼玉の川の守り人「川の国応援団」

清掃活動 水質調査 カヤック体験イベント 自然体験教室

川の国応援団とともに取り組む川との共生・川の魅力創出

○マッチング支援

２ 取り組み
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元荒川クリーンアップ大作戦

越谷市の元荒川にて、中央グリーン開発株式会社・南荻島まちづくりサポーター・草加パドラーズ・文教大学の協働で、

「元荒川クリーンアップ」と題した、カヌーでの河川清掃活動が実施されました。

南荻島まちづくりサポーター
＆

草加パドラーズ
中央グリーン開発（株） × ×

○マッチング支援

２ 取り組み

14

荒川の上流と下流が、今つながる！
長瀞カヌーヴィレッジ（秩父郡長瀞町）〜戸田公園（戸田市）の実に80kmをSUP（スタンドアップパドルボート）で下

るリバーレース「ULTRA A80」とWITH RIVERによる荒川をボートでくだりながらゴミ拾い清掃イベント「リバークリ

ーン@荒川」が共同開催されました。

ゴール地点には戸田公園を拠点に事業を展開し、リバサポに積極的に参加されているナックプランニングのスタッフと、

マスコットキャラクター「とめきち」も駆け付けてくれました。

× ×

○マッチング支援

２ 取り組み
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PC画面

リバーサポーターズの活動をはじめとした、埼玉県内の河川に関する情報を集約・発信しています。

○ポータルサイトの運営

２ 取り組み
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マガジン記事・ニュース・川図鑑など、川に興味がなくてもつい見てしまう！

スマートフォン

インフルエンサーによ
るカッコいい写真の

撮り方

綾瀬川を愛する会
にインタビュー

綾瀬川の水質にま
つわることや、活動

を取材！

○ポータルサイトの運営

３ 水辺空間活用の可能性
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「豊かな川の保全」と水辺空間活用の可能性
企業サポーターとともに取り組む川との共生・川の魅力創出

「川に関わる取組をしたい」「水辺をフィールドに何か始めたい」などの想いを持った

企業サポーターと、一緒に川で活動してみませんか？

埼玉県の豊かな川に興味をもつ、

県内外の企業が１年間で100社ほど、企業サポーターに登録してくれました。

飲料・住宅メーカーや金融機関、温泉施設運営会社など、多種多様な企業が参加しています。

そのような企業が、河川での清掃活動・社会貢献を実施しながら、水辺空間の商業利用を推進し、

「新たな魅力」と「賑わい」を創出する取り組みを始めています。

https://www.nagatoro.gr.jp/


４ お知らせ
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個人サポーターへの登録はこちら

・SAITAMAリバーサポーターズとして、活動のインタビューに伺うことがございます。
ご協力いただけたら幸いです。

・SAITAMAリバーサポーターズのロゴ や、スライド中にいたピクトグラム
は県のHPやリバサポポータルサイトでダウンロードできます。

・水環境課では、環境ＤＮＡの調査を実施しており、県内の公共用水域の生物調査を実施して
おります。詳細については、県ＨＰ記載する予定です。ご確認ください。

・最後に、SAITAMAリバーサポーターズプロジェクトは今年度からスタートした新規事業です。
皆様のご協力があってこそ成り立つ事業だと考えております。
温かい目と、時には厳しいご助言をいただけたら嬉しいです。

今後とも、「川の国埼玉」を目指し共に歩んでいきましょう。

ご清聴ありがとうございました。

19

皆様の様々な活動に感謝しております。


