
令和４年７月末現在
番号 河川名 区間 団体名 窓口氏名 電話番号 FAX番号 メールアドレス ホームページURL

1 笹目川 さいたま市南区白幡及び辻 笹目川の環境を守る会 渡部　郷 048-864-3630 048-864-3630 wata-go@w3.dion.ne.jp －

2 堅川
芝中田交番裏から緑川の合
流点

堅川をきれいにする会

3 竪川
川口市芝中田交番裏から緑
川合流地点

荒川夢クラブ

4 笹目川
さいたま市南区内谷６丁目
地内

株式会社ユーディケー
総務部総務課
佐藤　優作

048-829-2911 048-829-2143 satou-y@udk.co.jp http://www.udk.co.jp

5 鴨川 さいたま市大宮区三橋地内 毎日興業株式会社 仲宗根裕子 048-642-1238 048-645-6270
nakasone@mainichikogyo.co.
jp

http://www.mainichikogyo.co.jp

6 芝川
さいたま市見沼区鷲山橋～
坂下橋

さいたまかっぱ村 今井　勝 048-686-3017 048-686-3017 masaru101@jcom.home.ne.jp －

7 鴻沼川
さいたま市大宮区桜木町４
丁目地内

株式会社日立プラントサービス 北澤　亮介 048-642-6471 048-642-7150
kyousuke.kitazawa.zv@hitac
hi.com

http://www.hitachi-hps.co.jp/

8 鴻沼川 さいたま市桜区西堀地内 株式会社カタヤマ
営業推進室
秋山　孔明

048-852-5000 048-852-5029
akiyama@katayama5000.co.j
p

http://www.katayama5000.co.jp/

9 芝川
川口市安行領根岸・柳根町
地内

島田建設工業株式会社 髙島　寛 048-285-1891 048-281-8051 info@shimada-kk.com http://shimada-kk.com

10 鴨川 さいたま市北区奈良町地内 大宮管工株式会社 橘田　奈緒美 048-663-2154 048-652-7833
n-kitta@ohmiya-
kankou.co.jp

http://www.ohmiya-
kankou.co.jp

11 鴨川
さいたま市北区日進町２丁
目地内

(株)八洲電業社 指宿　高俊 048-663-3361 048-665-0905
soumu@ms2yashima-
dengyousya.co.jp

http://yashima-
dengyousha.co.jp

12 深作川
さいたま市見沼区春野深作
多目的遊水地内

東三番街自治会　環境専門委員
会

三好　正幸 090-6654-5648 048-684-3348 ez9m-mys@asahi-net.or.jp
http://higashi3bangai-
jichkai.org/

13 鴨川 さいたま市桜区道場地内 （株）フソウ埼玉営業所 桐生　大河 048-884-8100 048-884-8101 t.kiryu@fuso-inc.co.jp https://www.fuso-inc.co.jp

14 綾瀬川
さいたま市緑区美園４丁目
地内

（株）内田緑化興業 服部 048-875-1777 048-884-8101 office@uchica-ryokka.co.jp
http://www.uchida-
ryokka.co.jp

15 緑川 川口市前川一丁目 サイボー（株） 鵜飼　知哉 048-264-1271 048-264-1168 ugai@saibo.co.jp http://www.saiboco.jp/

16 白子川 和光市南１丁目地内
白子川と流域の水環境を良くする
会

荒井　大輔 080-3420-5144 phwht502@yahoo.co.jp wakokydo.net/shirakogawa/

17 新河岸川 和光市下新倉地内 紀和建設工業株式会社 植田　美樹 048-463-2011 048-463-2008 info@kiwaken.com http://t.kiwaken.com

18
白子川から
越戸川

和光市南１丁目地内 ＮＰＯ法人和光・緑と湧き水の会 高橋　絹代 048-462-9912 048-462-9912 ktakak@msd.biglobe.ne.jp http://wako-wakimizu.org/

19 新河岸川
志木市中宗岡１丁目外地内
（宗岡第４小学校）

あいがも会 土岐　隆一 090-2232-5586 0480471-1252 doki1102@krd.biglobe.ne.jp ‐

20 黒目川 朝霞市大字溝沼地内 くるみの会 村串　克己 048-463-8443 katsmi1949@gmail.com ‐

21
黒目川
新河岸川

朝霞市内
ボーイスカウト埼玉県連盟朝霞第
一団

鈴木　俊明 090-2655-9737 048-485-9880 suzuki.bgs@siren.ocn.ne.jp ‐

22 黒目川 朝霞市大字岡地内 朝霞市コミュニティ協議会
事務局
加川

048-463-2645 048-463-2294 tiiki_sien@city.asaka.lg.jp
http://www.city.asaka.lg.jp/sos
hiki/12/asakasikomyunithikyou
gikai.html

23 赤堀川 北本市朝日１丁目地内 (株)川村建設工業 大室　路佳 048-591-4101 048-591-7880
kk.kawamura@kawamura-
kk.co.jp

http://www.kawamura-
kk.co.jp/

24 綾瀬川 伊奈町境橋から綾瀬橋 ボーイスカウト伊奈第一団 土田　正人 090-5418-4120 tmtm3777@sky.plala.or.jp
https://sites.google.com/view
/bsinaone/

25 野通川 鴻巣市関新田地内 株式会社ベストグリーン 水野　健寛 048-568-1110 048-568-1109 t-suzuki@kk-bestgreen.jp http://kk-bestgren.jp

26 鴨川
上尾市川１丁目・富士見２
丁目

(株)早田工務店 平石　博幸 048-781-1298 048-725-9694 hiraishi@soda-koumuten.co..jp
http://www.soda-
koumuten.co.jp/

27 綾瀬川 (株)サイドー 持田　敏之 048-728-0179 048-728-0098 t.mochida@saido.co.jp http://www.saido.co.jp

28 元荒川 鴻巣市屈巣地内 (株)河野組 河野　　力哉 048-541-1425 048-543-1738 office@kounogumi.com http://kounogumi.com

29 元荒川
吹上元荒川遊歩道（三ツ木
堰～榎戸堰）

吹上清流の会 間　英洋 080-6651-3939 048-577-8189 sgsaidahidehiro@gmai.com ‐

30 鴨川 上尾市小泉地内 (株)ウエスト工業 西原　健太 048-787-4876 048-787-2239 westkougyo@joy.ocn.ne.jp http://west-kougyou.com

31 東川 所沢市内 所沢市立東中学校 岩田　健太郎 04-2992-3115 04-2992-3734 higasi-j@tokorozawa-stm.ed.jp
http://schit.net/tokorozawa/h
igasi-jh/

32 南小畔川 川越市笠幡地内 ＳUＮＪＯＹ南小畔川 安原　昭司 090-3096-1831 049-232-9905 sun-joy.m.k.g-tb-tb@jcom.zaq.ne.jp －

33 不老川 狭山市中新田宇野地内 (株)マツザキ緑化 富田　順子 049-243-4022 049-243-4042 junko@1887.co.jp －

34 入間川
狭山市内昭代橋下流
～上奥富堰

NPO法人ジョイライフさやま 久保田　愼三郎 04-2958-3338 04-2957-3319 kubtakk@trust.ocn.ne.jp http://joylife.or.jp

35 入間川 狭山市広瀬１丁目
日本電波工業株式会社狭山事務
所

－ － － － http://www.ndk.com/ｊｐ/

36 小畔川 川越市大字鯨井地内 (株)東興業 柴　広子 049-231-4680 049-231-4592 azuma@orion.ocn.ne.jp htttp://www.azuma-ce.co.jp

37 越辺川
越谷市成瀬、黒岩、、西和
田地内

NPO法人彩の国ウルトラプロジェ
クト

東條　一矢 070-9005-3192 ‐ sainokuni.u.p@gmail.com http://npo-sup.org/

38 市野川 滑川町大字羽尾地内 市野川水系の会㏌滑川町 木村　明久 0493-61-6479 －
kimura.akihisa@rainbow.plala
.or.jp

http://ichinokawasuikei.wix.co
m/suikeinokai-blog

39 都幾川 東松山市上唐子地内 いきがい松山２９ 青木　昭雄 048-472-7999 048-487-2297 Caa70790@pop06.odn.ne.jp ‐

40 滑川 東松山市大字松山地内 東京農業大学校第三高等学校 三島　弘道 0493-24-4611 04933--24-4695 nodai3@nodai.ed.jp https://www.nodai-3-h.ed.j

41 横瀬川 秩父市黒谷地内 秩父土建株式会社 山中　宜之 0494-24-3111 0494-24-3114 yamanaka@chichi-do.co.jp http://www.chichi-do.co.jp

42 女堀川 本庄市東富田地内 竹並建設株式会社 古川　佑太 0495-21-2001 0495-21-3969 furukawa@takenami.co.jp https://www.takenami.co.jp

43 男堀川 JR本庄早稲田駅付近
公益財団法人
本庄早稲田国際リサーチパーク

地域振興支援部
坂本

0495-24-7455 0495-24-7465 wrp-info@howarp.or.jp http://www.howarp.or.jp/

44 備前堀川 東橋付近 本庄第一中学校高等学校 相澤　俊江 0495-24-1332 0495-24-1333 t00007@honled.jp －

090-4610-9337 048-261-1531 mieko121@d8.dion.ne.jp －

川の国応援団美化活動団体　連絡先一覧
※埼玉県ホームページへの掲載を希望した団体のみです。

林　美恵子
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番号 河川名 区間 団体名 窓口氏名 電話番号 FAX番号 メールアドレス ホームページURL

45 市野川 寄居町大字牟礼地内 市野川清流会 吉田　正美 048-582-0974 048-582-0974 ー －

46 唐沢川 深谷市本住町地内外 古郡建設株式会社
営業部

青木　千春
048-573-3111 048-574-3093 eigyo104@furugori.co.jp http://www.furugori.co.jp/

47 荒川 荒川河川敷 日本単独野営協会埼玉支部 秋山　裕光 － － － tandokuyaei.com

48 忍川
行田市緑町・長野地内
行田市忍一丁目・中央地内

忍川の自然に親しむ会 田口　　修 048-554-7778 048-554-7708 osa-taguchi@outlook.jp http://oshi.html.xdomain.jp/

49 忍川 行田市栄町地内 株式会社イートラスト埼玉 五十幡　康弘 048-556-6101 048-555-2011 info@etrust-saitama.co.jp
http://www.etrust-
saitama.co.jp

50 中川 加須市町屋新田地内 サイレキクリーンクラブ 津久井　昭彦 0480-61-2358 0480-61-2384 tsukui@saireki.co.jp http://www.saireki.co.jp

51 古綾瀬川 草加市八幡町地内 ナガヤス工業株式会社 長島　利之 048-933-3711 048-933-3712 nagashima.toshi@nagayasu.co.jp http://www.nagayasu.co.jp

52 元荒川 神明橋～東武線陸橋 元荒川の自然を守る会 古窪　敏行 090-9100-3147 － huruhuru50@hotmail.com －

53 大落古利根川 大落古利根川左岸 松伏町古利根川桜並木保存会 伊東　昌泰 048-991-2240 048-991-2489 － －

54 大落古利根川 春日部市粕壁４丁目地内 古利根川わくわく隊（大砂） 西山　光昭 070-2287-2365 048-752-7822
mitsuaki2480@kke.biglobe.ne

.jp
facebook.com/mitsuaki,nishiya

ma

55 第二大場川 三郷市内 三郷の川をきれいにする会 中村　厚美 048-930-7715 048-953-7115 kankyou@city.misato.lg.jp －

56 元荒川 蓮田市内 よみがえれ元荒川の会 半田　光一 048-768-5636 048-768-5636 k.hanchan@kbf.biglobe.ne.jp －

57 野通川 久喜市菖蒲町小林地内 (株)小林建設 三ツ木　孝雄 0480-85-6635 0480-85-0729
mitsugi@kobayashikensetsu.
co.jp

http://kobayashikensetsu.co.jp

58 大島新田川 大島新田調節池
NPO法人杉戸町総合型スポーツ
クラブすぎスポ

野口　真紀 0480-48-5161 0480-48-5162 sugito@sugisupo.jo http://sugisupo.jp
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