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江川（真） ゆめ路江川・クリーンクラブ 真岡市境～東向橋までの両岸 900 24 平成18年5月12日

姿川 姿川環境保全会 根古屋橋上流～代官橋間の両岸 2,300 79 平成26年1月31日

一般社団法人　宇都宮建設業協会 幸橋～押切橋間の両岸、旭陵橋下流左岸 1,150 63 平成17年12月14日

おらがまち盛りあげ隊 大曽橋～大錦橋間の両岸 500 50 平成26年1月31日

新東化工株式会社 田川橋上流左岸 200 9 平成28年12月1日

大塚製薬　株式会社　ニュートラシューティ
カルズ事業部　宇都宮出張所

大錦橋～幸橋（左岸）、幸橋上流（右岸） 850 6 平成29年2月23日

株式会社　相互電設 川田大橋～新田川橋（右岸） 560 5 平成30年7月18日

上三川町 上三川町建設事業協同組合 石田公園脇・田川ふれあい公園脇の左右岸 620 21 平成18年5月23日

粟野川 鹿沼市口粟野日渡路自治会 口粟野四区日渡路(炭谷橋上下) 400 44 平成20年5月19日

思川 鹿沼市亀和田町自治会 鹿沼市亀和田町地内小倉橋上流左岸堤防 300 105 平成25年9月20日

美しい黒川をまもる城山ねっと 府中橋上流左岸 750 48 平成26年4月16日

見友会 鹿沼市見野地内　見野橋～東武線鉄橋左岸 400 12 平成26年9月1日

玉田の美しい環境を守る会 鹿沼市玉田町地内　東武線鉄橋～見野橋右岸 400 90 平成27年7月31日

武子川 愛リバーたけしの会 鹿沼市武子（希望橋）～深津（武子川橋） 8,000 5 平成24年7月25日

永野川 永野地区土木事業促進期成同盟会 山際（学校橋）～山口（山口橋） 5,300 24 平成16年7月30日

南摩川 西沢町二区自治会 西沢二区コミュニティーセンター西側堤防 200 160 平成21年6月7日

東大芦川 大芦川自然クラブ 大芦川合流点より上流 7,600 255 平成19年2月1日

大谷川 栃木県鬼怒川漁業協同組合日光支部 野口地先～馬返地先 15,700 30 平成27年3月31日

男鹿川 男鹿川じねんと倶楽部 五十里湖上流地藏岩堰堤からの
上流と芹沢、入山沢 18,000 10 平成19年6月14日

湯西川 ニコニコの会 日光市湯西川地内 500 26 平成19年6月14日

栃木県建設業協会芳賀支部 御橋～田町橋　 1,500 35 平成19年10月24日

はが野農業協同組合 真岡市大前神社東側御橋から国道294号鷲ノ宮橋の間 3,000 400 平成27年2月27日

京泉１区　五行川つつみ管理 五行川左岸（芳賀町境～田島堺水門まで） 19,525 100 令和1年8月28日

大和リース株式会社栃木二宮デポ・関東工場 真岡市大根田地内 40 19 令和3年5月10日

飯貝１区 真岡市飯貝地内 19,525 142 令和3年5月14日

竹石建設（株） 五行橋（宇都宮茂木線）～ロマン夢の吊橋 100 15 平成24年7月6日

芳賀町建設業協会 五行川右岸　延生五行橋～奈賀橋間 1,000 24 平成29年7月10日

赤津川 赤津川をきれいにする会 脇谷橋から本郷橋下流１５０ｍまで 1,800 157 平成18年9月7日

巴波川 特定非営利活動法人　蔵の街遊覧船 幸来橋～瀬戸河原堰 200 20 平成29年11月29日

思川 グリーンファイブ 栃木市大光寺橋右岸下流１，２００ｍ 250 11 平成26年9月1日

三杉川 小名路里山を守る会 小名路橋～新小名路橋下流１３０ｍ　左岸・右岸 300 42 平成26年10月1日

シルバー大学南校大平会 山下橋～永豊橋右岸 1,000 17 平成19年2月21日

蔵井２．４愛リバー 川谷橋～山下橋左岸 1,000 12 平成19年9月6日

栃木県立小山西高等学校 小山市大行寺（小山思川緑地周辺） 500 20 平成30年7月4日

鯉沼工業株式会社 小山市石ノ上橋左岸１，０００ｍ 1,000 17 平成22年11月12日

アクリーグ株式会社 間中橋上流８００ｍ　左岸 1,200 34 平成26年7月1日

田川 福良橋自治会 福良橋上下流　左岸 260 80 令和2年7月15日

巴波川 株式会社　荒井工業 新蛍橋～蛍橋　右岸 250 23 平成21年5月21日

与良川 杏の里創設実行委員会 与良川橋左岸旧堤防～直轄境まで 1,100 93 平成20年3月17日
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下野市 シルバー大学校・南校　下野市在校生の会 下野市内　長田橋～紫橋まで 田川橋～谷地賀橋まで 9,700 23 平成26年9月12日

（株）アーレスティ栃木
（株）アーレスティダイモールド栃木

壬生町御成橋右岸 上流150m、下流20m 170 500 平成28年6月17日

川の日を国民の祝日にしよう会 東雲橋～東雲さくら橋間約400ｍの河川区域 400 20 平成29年5月8日

黒川ハクチョウの里・羽生田の会（有志の集い）黒川橋下流部（左岸堤防と右岸河川敷空間） 1,300 10 平成31年2月26日

内川 株式会社岩見 八斗蒔橋～内川橋左岸 300 10 平成18年7月21日

宮川 宮川　水辺の楽校保全会 
矢板市木幡　本社堰～内川合流点 230 200 平成20年10月7日

船山建設工業株式会社 新連城橋～連城橋左岸 300 10 平成18年7月21日

ジョンソン・マッセイ・ジャパン合同会社 一級河川荒川　さくら市喜連川地内　左岸 500 15 令和4年2月4日

さくら市建設産業協議会 さくら市氏家及び桜野地内 810 50社 平成19年2月27日

なまず会 大谷地区五行川 2,000 60 平成18年6月29日

花岡東上五行愛護会 五行橋～JR烏山線 1,700 30 平成18年10月17日

塩谷町 上堂川 泉地区環境保全隊 高橋～学校橋 2,000 40 平成19年8月29日

上堂川 奥沢清流保全会 一級河川指定上流端から下流約800mまでの両岸 800 37 平成29年1月6日

全薬工業株式会社栃木工場 寒井観光余一やな～那珂川橋までの右岸 250 130 平成21年11月18日

那珂川をきれいにする会 黒羽田町地内左岸及び黒羽向町地内右岸 1,500 150 平成16年6月30日

那珂川そよかぜ会 黒羽橋下から黒羽観光簗下流２５０ｍまでの右岸 250 20 平成22年7月15日

水と桜と学びの道保存会 湯殿大橋から水遊園大橋までの右岸 2,500 20 平成28年7月7日

深川 深川河川愛護会
県道48号線深川橋より土地改良区記念碑までのライスライ
ン沿い

200 26 平成28年9月27日

不動川 不動川の環境を守る会 不動川起点～日本武神社までの両岸 3,089 272 平成21年4月23日

河原町河川愛護会 中田原地内左岸堤防 700 3 平成17年6月27日

めだかの会 旭橋上流８００ｍから下流２００ｍまでの左岸 1,000 20 平成17年11月14日

みそはぎ会 上深田橋（市道橋）から一里塚橋（市道橋）までの両岸 260 10 平成22年8月17日

巻川サイクリングロードを守る会 巻川中橋～友橋間の左右岸 272 7 平成30年11月30日

百村川 百村川せせらぎ守る会 美原橋から辻橋までの両岸 1,040 20 平成19年7月6日

クリーンベアー 旭橋の上・下流３６０ｍの両岸 360 10 平成20年3月3日

株式会社ブリヂストン栃木工場 学校橋から国道４号線までの両岸 400 980 平成25年2月21日

那珂川 クリーンリバー・ＩＫＧ 鳥野目河川公園下から那珂川河畔公園上
までの右岸 800 10 平成18年1月27日

TGGクリーン・グリーン友の会 八幡橋から追沢合流部までの両岸 1,000 20 平成16年6月9日

アクリーグ株式会社　空間情報技術センター 金沢高阿津橋から約1,000m下流までの両岸 1,000 50 平成26年6月10日

那珂川 那珂川万岩愛好クラブ 万岩周辺８００㎡ 800 11 平成20年2月25日

四ツ川 愛リバー四ツ川会 一級河川四ツ川　右岸（余笹川合流地点3km標識下流500m～5km標識上流500mまで） 3,000 40 令和3年6月11日

烏山土木 那珂川町 富山川 鈴木建設株式会社 富山川橋～那珂川合流点までの区間 200 10 平成17年12月1日

田島川 赤松台みどりの会 赤松台１丁目・２丁目地内 1,060 615 平成16年10月27日

長途路川 愛リバー長途路の会 寺橋から隅田橋までの両岸 1,580 385 平成18年8月3日

河川クリーンクラブ毛野 大月橋～袋川水管橋までの左岸 405 15 平成18年5月8日

久松町自治会松園翠会 足利市久松町１先～久松町４－３先 150 54 平成25年7月11日

松田川
彦谷川

足利西ロータリークラブ 足利市板倉町地内～葉鹿町地内 3,500 15 平成26年10月10日

蓮台寺川
矢場川

足利建美会
蓮台寺川・五十部町浄化施設、今福町河川公園、矢場川・
西新井町防災ステーション、袋川右岸大月橋下流

9,560 25社 平成17年11月8日

特定非営利活動法人
安佐グラウンドワーク

佐野市堀米町地内（堀米橋～朱雀大橋の間） 550 50 平成15年7月9日

熊川

箒川

袋川

秋山川

安足土木
（佐）

佐野市

安足土木
（足）

足利市

壬生町
黒川

栃木土木

矢板土木

矢板市

さくら市
荒川

那須町

大田原土木

五行川

高根沢町

那珂川

大田原市

那須塩原市

巻川

蛇尾川

2 



令和4(2022)年3月31日現在

所管
土木事務所

市町村名 実施河川 実施団体名 実施区間 延長(m)
会員
数

合意書締結日

「愛リバーとちぎ」事業　　実施団体一覧

ふるさとの川を守る会（共和建設株式会社） 田之入橋～斉盟橋 2,000 15 平成17年11月11日

社会福祉法人　ブローニュの森 佐野市堀米町地内 250 10 平成28年5月17日

シルバー大学校南校　佐野連絡会 佐野市会沢町1252-3 2,000 44 平成30年8月2日

彦間川 中木戸河川愛護会 佐野市飛駒町地内他（観月橋～中木戸橋の間） 850 10 平成21年10月13日

特定非営利活動法人 あそ地下足袋倶楽部 鐙塚橋～三杉川橋 1,650 50 平成20年6月4日

イオンリテール株式会社
イオンモール佐野新都市

鐙塚橋～三杉川橋 1,650 20 平成20年6月4日

株式会社　東日本土木 鶴舞橋～関川橋 700 12 平成20年6月23日

菊沢川 菊沢川の清流とコウホネを守る会
佐野市菊川西水源地地先から一級河川菊沢川放水路分派点
まで

1,200 31 平成27年5月14日

団体数 名 総会員数 31

86

164,591延長(m)

秋山川

三杉川

団体数

安足土木
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佐野市
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