
令和2年3月31日現在

対象河川 活動地域 支援する 延  長 参加者 活動開始

(海岸)名 (市町村･地区名) 河川愛護活動団体 (m) (延人数) 年    度

1 株式会社三共造園 荒町川 上山市二日町地区 荒町川を愛する会 500 20 17年度 草刈･天地返し

立谷川 天童市荒谷地区 八千代台環美協 200 8 17年度 支障木撤去･処分

立谷川 天童市荒谷地区 立谷川の花さかじいさん 110 7 26年度 支障木撤去･処分

立谷川 天童市高櫤地区 高櫤地区町内会 1,020 12 26年度 支障木撤去･処分

村山高瀬川 山形市高瀬地区 高瀬川の清流と環境を守る会 100 15 17年度 支障木伐採･伐根処理･整地

大門川 山形市下東山 大門川愛護会 100 15 17年度 河床の除草・伐根・処理、河床整正

4 志田建設株式会社 馬見ケ崎川 山形市双月町地区 鈴川公園「双月の丘」管理協力会 300 9 17年度 除草・清掃・集草・運搬

5 渋谷建設株式会社 馬見ヶ崎川 山形市明治地区 明治地区桜を親しむ会 17年度 抜開･除根･整地

6 株式会社武田組 小鶴沢川 山辺町大寺地区 大寺ふるさと守り隊 500 10 18年度 支障木伐採･運搬など

立谷川 山形市大森地区 希望ヒマワリ会 18年度 整地

村山高瀬川 山形市上東山地区 蔦の木川原に集う会 10 28年度
整地･伐採･除根･撤去委、
親水空間整備

8 株式会社上東建設 須川 上山市石堂地区 上山市石堂地区会 450 8 19年度 草刈・集草運搬・ゴミ拾い

村山高瀬川 山形市七浦地区 七浦親睦会 300 7 21年度 整地･伐採･除根･積込運搬

馬見ヶ崎川 山形市渋江地区 渋江白川を守りたい会 19年度 整地･伐採･除根･積込運搬

馬見ヶ崎川 山形市長町一丁目地区 千歳リフレッシュパーク 500 4 25年度 草刈・清掃その他

10 株式会社渋谷組 馬見ヶ崎川･竜山川･花川 山形市東沢･滝山･南沼原地区 各河川上流部から須川合流部まで 19年度 土砂運搬･整地･盛土･伐開･除根など

11 株式会社木川道路 馬見ヶ崎川 山形市泉町地区 泉町堤防美化クラブ 19年度 整地･伐採･除根･積込運搬など

12 有限会社石山建設 村山高瀬川 山形市大字上東山地区 蔦の木川原に集う会 600 25 19年度 抜根･整地･運搬・親水空間整備

13 ベストコンストラクション株式会社 馬見ヶ崎川 山形市泉町地区 泉町堤防美化クラブ 20年度 整地・伐採・運搬処理

14 羽陽建設株式会社 須川 上山市北町地区 北町須川河川敷をきれいにする会 200 12 20年度 草刈・除草・ゴミ拾い

15 株式会社丸吉奥山組 乱川 天童市川原子地区 ふるさとＳＲＰ建設整備促進委員会 20年度 除草・支障木伐採・ゴミ撤去

16 アイデンティ株式会社 正法寺川 天童市干布地区 上荻野戸部落会 1,500 10 21年度 清掃美化他

17 阿部建設株式会社 河原期川 上山市河崎地区 河原期川を愛する会 500 9 21年度 草刈り、花の植栽、ゴミ拾い

乱川                                                                                                                                               天童市乱川地区 乱川グランドゴルフ愛好会 22年度 除草、支障木伐採、ゴミ撤去

押切川                                                                                                                                           天童市道満地区 道満部落会

押切川                                                                                                                                 天童市山口地区 山口本郷部落会 2 26年度 河床整正、伐根・処分

19 株式会社市重郎建設 乱川 天童市川原子地区 すもがら桜会 23年度 整地、草刈、ゴミ拾い

20 有限会社大石建設 新田川 天童市藤内新田地区 藤内新田自治会 23年度 泥上げ、粗大ゴミ収集・処理

村山犬川 山形市南沼原地区 村山犬川と親しむ会 23年度 草刈、清掃

馬見ヶ崎川 山形市緑町地区 (社）山形県建設業協会山形支部青年部 730 6 23年度 草刈、清掃

22 双栄建設有限会社 馬見ヶ崎川 山形市双月地区 鈴川公園「双月の丘」管理協力会 450 4 24年度 除草、清掃、集草、運搬

23 有限会社　ムラタ企画 立谷川 山形市山寺～下東山地区 立谷川の花さかじいさん 100 18 27年度 支障木伐採、伐根、整地作業

24 羽黒建設有限会社 馬見ヶ崎川 山形市上宝沢地区 東沢ホタルの会 250 5 28年度 河床整正、支障木伐採、草刈等

25 佐藤工務店 菰石川 山形市楯山地区 風間第五町内会 28年度 河床掘削、運搬等

26 内外緑化株式会社 村山高瀬川 山形市青柳 村山高瀬川の鮭と環境を守る会 300 R1年度 支障木伐採・処分

計 村山総合支庁(本庁舎) 8,710 216

 対象河川  活動地域  支援する 延  長 参加者 活動開始

 (海岸)名  (市町村･地区名) 河川愛護活動団体 (m) (延人数) 年    度

1 佐藤建設工業株式会社 沼川 寒河江市越井坂地区 ＮＰＯ法人グラウンドワーク寒河江 450 1 18年度
除草・伐木及び集積、ゴミ拾い、アダプト
看板再設置

2 升川建設株式会社 寒河江川 河北町溝延地区 溝延桜堤愛護会 300 7 18年度 伐採、集積、積込、運搬、処分

3 白田建設株式会社 沼川 寒河江市越井坂地区 ＮＰＯ法人グラウンドワーク寒河江 18年度

4 高子建設株式会社 市の沢川 大江町左沢～本郷地区 市の沢川を守る会 18年度

5 株式会社黒田組 法師川 河北町岩根上地区 法師川の清流を守る会 18年度
河川内草木の刈払い、伐開、除草、川床
整地、草木運搬～処理

月布川 大江町本郷地区 林建設株式会社

月布川 大江町本郷地区 月布川の清流と環境を守る会

寒河江川 河北町溝延地区 國井建設株式会社寒河江川清流会

沼川 寒河江市本楯～日田地区 日田東地区企業等連絡協議会

8 村山建設株式会社 朝日川 朝日町太郎・立木 村山建設㈱朝日川を愛する会 20年度

9 楳津建設株式会社 寒河江川、熊野川 寒河江市宮内地区 宮内青年会 300 6 20年度 支障木伐木及び流木等の運搬、処分

10 遠藤建設株式会社 寒河江川 西川町入間～石田地区 LOVE RIVER ISHIDA 70 20年度

11 青山建設株式会社 沼川 寒河江市本町地区 青山建設㈱沼川を愛する会 21年度

12 軽部建設株式会社 沼川 寒河江市越井坂町地区 ＮＰＯ法人グラウンドワーク寒河江 500 1 22年度

13 犬飼建設株式会社 寒河江川
西川町大井沢地区・綱取地区・
海味地区

建設業協会西村山支部青年部 500 22年度

14 株式会社大泉組 寒河江川
西川町大井沢地区・綱取地区・
海味地区

建設業協会西村山支部青年部 500 22年度

15 株式会社芦野組 寒河江川
西川町大井沢地区・綱取地区・
海味地区

建設業協会西村山支部青年部 500 22年度

16 布施建設株式会社 寒河江川
西川町大井沢地区・綱取地区・
海味地区

建設業協会西村山支部青年部 500 22年度

17 千成興業株式会社 寒河江川
西川町大井沢地区・綱取地区・
海味地区

建設業協会西村山支部青年部 500 22年度

寒河江川
西川町大井沢地区・綱取地区・
海味地区

建設業協会西村山支部青年部 500

寒河江川 西川町入間地区 入間区 500 3 BH・DT等による河川清掃

19 森田建設株式会社 寒河江川
西川町大井沢地区・綱取地区・
海味地区

建設業協会西村山支部青年部 500 22年度

20 ミヤウチ建設株式会社 寒河江川
西川町大井沢地区・綱取地区・
海味地区

建設業協会西村山支部青年部 500 22年度

21 株式会社高梨工務店 寒河江川
西川町大井沢地区・綱取地区・
海味地区

建設業協会西村山支部青年部 500 22年度

22 株式会社マモル 寒河江川
西川町大井沢地区・綱取地区・
海味地区

建設業協会西村山支部青年部 500 22年度

23 株式会社まるしげ 寒河江川
西川町大井沢地区・綱取地区・
海味地区

建設業協会西村山支部青年部 500 22年度

24 株式会社富樫建設 寒河江川
西川町大井沢地区・綱取地区・
海味地区

建設業協会西村山支部青年部 500 22年度

25 株式会社渡辺工務店 寒河江川
西川町大井沢地区・綱取地区・
海味地区

建設業協会西村山支部青年部 500 22年度

26 株式会社清野組 寒河江川
西川町大井沢地区・綱取地区・
海味地区

建設業協会西村山支部青年部 500 22年度

27 後藤建設株式会社 寒河江川
西川町大井沢地区・綱取地区・
海味地区

建設業協会西村山支部青年部 500 22年度

28 東北村山建設株式会社 寒河江川
西川町大井沢地区・綱取地区・
海味地区

建設業協会西村山支部青年部 500 22年度

29 設楽建設興業株式会社 寒河江川、八木沢川
西川町大井沢地区・綱取地区・
海味地区、寒河江川合流地点
～熊野神社付近

西川町梅沢第一町内会 500 9 22年度 BH・DT等による河川清掃

30 株式会社石橋組 寒河江川
西川町大井沢地区・綱取地区・
海味地区

建設業協会西村山支部青年部 500 22年度

活動内容

2 東海林建設株式会社

3 齋藤建設株式会社

株式会社菊地建設

國井建設株式会社

6 林建設株式会社

■令和元年度河川愛護活動支援企業

株式会社山田組

伊豆田建設株式会社

21

活動内容

番号 西  村  山

18

番号 村  山  本

9

7

7

株式会社高子建設

18 株式会社佐藤建設

500 3

600 1

19年度 BH・DT等による河川清掃

19年度

22年度



31 菊池商事株式会社 寒河江川
西川町大井沢地区・綱取地区・
海味地区

建設業協会西村山支部青年部 500 22年度

計 村山総合支庁(西庁舎) 12,720 31

 対象河川  活動地域  支援する 延  長 参加者 活動開始

 (海岸)名  (市町村･地区名) 河川愛護活動団体 (m) (延人数) 年    度

次年子川 尾花沢市次年子 次年子川を愛する会 600

丹生川 尾花沢市和合 和合地区環境美化推進協議会 300

赤助川・蝉田川 村山市名取 浮沼アダプト事業部会 1,200

富並川 村山市富並 深沢山王会 200

3 河西建設株式会社 富並川 村山市富並 村山市富並川鮭鱒増殖組合 400 20年度 支障木伐採、機械草刈り、河床整正等

4 マサミ工業株式会社 樽石川 村山市大槙 樽石川の清流を守る会 2,300 20年度 支障木伐採、機械草刈り、河床浚渫

白水川 東根市六田 白水川の桜と堤防を愛する会 500

乱川 東根市高崎 体を動かす会 300

6 有限会社石澤重機建設 富並川 村山市富並 村山市富並川鮭鱒増殖組合 400 22年度 河道整備、支障木伐採等

白水川 東根市東根 最上川第二漁業協同組合東根支部 500

白水川 東根市六田 白水川の桜と堤防を愛する会 150 8

千座川 村山市大久保 高谷建設・村山生コン㈱ 220

村山野川 東根市一本木南 一本木南観桜会 300

村山野川 東根市神町 若葉町区親水クラブ 450

村山野川 東根市若木 山形県建設業協会村山支部青年部 200

村山野川 東根市大森 大森環境を考える会 450

樽石川 村山市大槙 樽石川の清流を守る会 2,300

村山野川 東根市一本木南 一本木南観桜会 300

村山野川 東根市神町 若葉町区親水クラブ 450

村山野川 東根市若木 山形県建設業協会村山支部青年会 200

村山野川 東根市大森 大森環境を考える会 450

村山野川 東根市大森 大森環境を考える会 450

野尻川 大石田町駒籠 駒籠地区野尻川をきれいにする会 750

村山野川 東根市一本木南 一本木南観桜会 300

村山野川 東根市神町 若葉町区親水クラブ 450

村山野川 東根市若木 山形県建設業協会村山支部青年会 200

白水川 東根市東根 最上川第二漁業協同組合東根支部 500

村山野川 東根市一本木南 一本木南観桜会 300

村山野川 東根市神町 若葉町区親水クラブ 450

村山野川 東根市若木 山形県建設業協会村山支部青年会 200

白水川 東根市東根 最上川第二漁業協同組合東根支部 500

丹生川 尾花沢市下柳渡戸 上柳スキースポーツ少年団 150 6

村山野川 東根市一本木南 一本木南観桜会 300

村山野川 東根市神町 若葉町区親水クラブ 450

村山野川 東根市若木 山形県建設業協会村山支部青年会 200

白水川 東根市東根 最上川第二漁業協同組合東根支部 500

村山野川 東根市大森 大森環境を考える会 450

村山野川 東根市大森 大森環境を考える会 450

村山野川 東根市若木 山形県建設業協会村山支部青年会 200

牛蒡野川 尾花沢市牛蒡野 牛蒡野川のホタルを守る会 3,000

村山野川 東根市一本木南 一本木南観桜会 300

村山野川 東根市神町 若葉町区親水クラブ 450

村山野川 東根市若木 山形県建設業協会村山支部青年会 200

白水川 東根市東根 最上川第二漁業協同組合東根支部 500

村山野川 東根市大森 大森環境を考える会 450

16 有限会社菅藤組 中沢川 尾花沢市中刈 尾花沢市宮沢地区振興連絡協議会 900 2 23年度 河床整正、支障木伐採

17 稔建設株式会社 沢の目川 村山市本飯田 カラマズほたるを守る会 450 24年度 支障木伐採，抜根、整地、草刈等

18 丹生工業協同株式会社 丹生川 尾花沢市正厳 丹生工業協同株式会社 100 25年度 敷砂利等

計 村山総合支庁(北庁舎) 25,320 16

 対象河川  活動地域  支援する 延  長 参加者 活動開始

 (海岸)名  (市町村･地区名) 河川愛護活動団体 (m) (延人数) 年    度

1 最上町経済活性化対策会議地域資源促進部会絹出川 最上町 向町八区会 350 18年度 伐木、伐根、整地

2 ひまわり物流株式会社 泉田川 新庄市 つるはしの会 200 20 18年度 草刈、清掃、運搬処分

中の川 新庄市 栄町中の川アダプト 19年度 伐木、伐根、整地、廃棄物処理等

中の川 新庄市 千門町蛍の会 19年度 伐木、伐根、整地、廃棄物処理等

中の川 新庄市 お堀端コスモスロードを創る会 19年度 伐木、伐根、整地、廃棄物処理等

升形川 新庄市 山形県建設業協会最上支部青年部 650 2 19年度

廃棄物の運搬処理等、
困難な作業への機械支援
河川ゴミの集積、土砂上げ整地
機械作業、運搬作業
掘削作業、運搬作業

指首野川 新庄市 川西町河川公園を愛する会 100 19年度 河川の整地

最上小国川 最上町 川の駅周辺の景観を守る会 19年度 河川ゴミの収集、流木の運搬処理

最上小国川 最上町 山形県建設業協会最上支部青年部 19年度 河川ゴミの収集、流木の運搬処理

6 矢口興業株式会社 指首野川 新庄市 川西町河川公園を愛する会等 700 20年度 土砂上げ、整地

7 東舗工業株式会社 中の川 新庄市 栄町中の川アダプト 200 20年度 河川ゴミの集積、伐木、整地

8 株式会社八鍬土建 銅山川 大蔵村 肘折地区環境整備委員会等 1,100 20年度 支障木伐採、運搬、河川整地

最上白川 最上町 野頭親桜会 20年度 河川の整地、運搬処理

升形川 新庄市 山形県建設業協会最上支部青年部 20年度 河川の整地、運搬処理

10 株式会社小川建設 升形川 新庄市 山形県建設業協会最上支部青年部 650 2 20年度 河川立木伐採処理

11 株式会社葛麓 最上白川 最上町 野頭親桜会 650 2 20年度 河川の整地、運搬処理

12 新庄土木株式会社 指首野川 新庄市 川西町河川公園を愛する会 550 8 21年度 河川清掃、運搬処理、植栽整備等

13 沼田建設株式会社 泉田川 新庄市 つるはしの会 200 21 21年度 河川清掃、運搬処理、植栽等

14 株式会社オオバ 泉田川 新庄市 西山河川公園を守る会 140 10 21年度 支障木伐採、河川浚渫、河川清掃

15 株式会社相馬組 泉田川 新庄市 つるはしの会 200 16 21年度 河川清掃、廃棄物処理、植栽整備等

16 株式会社柿﨑工務所 升形川 新庄市 建設業協会最上支部青年部 650 2 22年度
流木支障木伐採・撤去、
運搬、河川清掃、草刈

17 株式会社カキザキ 角川 戸沢村 古口乙夜塾下組 200 22年度 支障木伐採、運搬処理

18 株式会社大沼建設 升形川 新庄市 山形県建設業協会最上支部青年部 650 2 22年度 機械作業、運搬作業

19 株式会社柿崎建設工業 升形川 新庄市 山形県建設業協会最上支部青年部 650 2 22年度 機械作業、運搬作業

20 株式会社北山建設 升形川 新庄市 山形県建設業協会最上支部青年部 650 2 22年度 機械作業、運搬作業

21 澤内建設株式会社 升形川 新庄市 山形県建設業協会最上支部青年部 650 2 22年度 機械作業、運搬作業

22 白岩土木建築株式会社 升形川 新庄市 山形県建設業協会最上支部青年部 650 2 22年度 機械作業、運搬作業

升形川 新庄市 山形県建設業協会最上支部青年部

升形川 新庄市 千門町ホタルの会

22年度 支障木伐採、機械草刈り、整地

22年度 機械作業、運搬作業

22年度 支障木伐採、機械草刈り、整地

22年度 機械草刈り、整地

22年度 支障木伐採、機械草刈り、整地

22年度 支障木伐採、機械草刈り、整地

22年度 支障木伐採、機械草刈り、整地

22年度 支障木伐採、機械草刈り、整地

河川浚渫、支障木伐採

21年度 支障木伐採、機械草刈り、河床整正

22年度 支障木伐採、機械草刈り、河川浚渫

22年度 河床修正

650

ことぶき建設株式会社

丸伸建設株式会社

12 株式会社横尾機興

13 株式会社はながさ建設

14

15

10 大山建設株式会社

11

2

650 2

ツルケン株式会社

9 株式会社新庄砕石工業所

永井建設株式会社

最    上

株式会社新庄･鈴木･柴田組

3

23

番号

5 株式会社大場組

4

番号 北  村  山 活動内容

1 株式会社矢作組

活動内容

8

株式会社新庄工務所

高谷建設株式会社

9 株式会社建北社

650

2 株式会社矢萩土建

5 株式会社斎藤建設

7 株式会社ミノル建設

2

19年度

200

河床浚渫・支障木伐採・機械草刈等

19年度



24 星川建設株式会社 升形川 新庄市 山形県建設業協会最上支部青年部 650 22年度 機械作業、運搬作業

25 丸充建設株式会社 升形川 新庄市 山形県建設業協会最上支部青年部 650 2 22年度 機械作業、運搬作業

26 山田建設株式会社 升形川 新庄市 山形県建設業協会最上支部青年部 650 2 22年度 機械作業、運搬作業

27 株式会社ヒラタ住工設備 指首野川 新庄市 千門町蛍の会 270 22年度 河川清掃、運搬処理

28 川田建設株式会社 升形川 新庄市 山形県建設業協会最上支部青年部 650 2 25年度 河川清掃、草刈

29 株式会社最上振興 升形川 新庄市 山形県建設業協会最上支部青年部 650 2 25年度 河川清掃、草刈

30 有限会社丸産機興 平沢川 舟形町 平沢川に親しむ会 300 10 25年度 河川清掃、草刈、土砂上げ

計 最上総合支庁 15,760 117

 対象河川  活動地域  支援する 延  長 参加者 活動開始

 (海岸)名  (市町村･地区名) 河川愛護活動団体 (m) (延人数) 年    度

大樽川 米沢市小野川地区 米沢ホタル愛護会 21年度 高水敷き堤防草刈,立木処理

大樽川 米沢市小野川地区 小町の湯愛護会 200 16 28年度 支障木伐採、河床整正、草刈り

羽黒川 米沢市細原地区 細原地区羽黒川を愛する会 100 4 18年度 水路掘削

出茂川 米沢市御廟地区 出茂川愛護活動会 1,300 8 18年度 草刈後の撤去、処分

掘立川 米沢市城南4丁目 掘立川環境整備促進協議会 50 2 18年度 草刈後の撤去、処分

堀立川 米沢市城西二丁目地区 旧御守町町内会 500 4 18年度 河川整地

堀立川 米沢市笹野町地区 堀立川遊水地自然観察会 18年度 河川整地

蛭川 米沢市御廟二丁目地区 御廟二丁目町内会 18年度 草刈後の撤去、処分

蛭川 米沢市御廟二丁目地区 御廟二丁目南町内会 18年度 草刈後の撤去、処分

最上川 米沢市花沢地区
川をきれいにアザラシよぼう
「お～いタマちゃんクラブ」

28年度 立木伐採、支障木伐採

最上川 米沢市御廟二丁目地区 御廟二丁目町内会 28年度 草刈後の撤去、処分

最上川 米沢市御廟二丁目地区 御廟二丁目南町内会 28年度 草刈後の撤去、処分

最上川 米沢市城西二丁目地区 旧御守町町内会 28年度 河川整地

最上川 米沢市御廟地区 出茂川愛護活動会 28年度 草刈後の撤去、処分

4 株式会社仁科工務店 最上川 米沢市芳泉町地区 N・B・S 400 3 20年度 整地、伐木

5 株式会社大建工業 織機川 南陽漆山地区 おりはた川をきれいにする会 21年度
草刈、ゴミ拾い、土砂上げ
整地、支障木伐採

最上川 米沢市金池地区
ＮＰＯ法人おいたまサロン
かぼちゃＤＥラブ・リバー実行委員会

500 53 19年度
草刈、整地、耕うん、
ゴミ拾い、花植え

誕生川 米沢市広幡町上小菅地区 誕生川（小菅工区）河川愛護会 19年度 河床整正

蛭川 米沢市御廟二丁目地区 御廟二丁目町内会 19年度 河床整正

蛭川 米沢市御廟二丁目地区 御廟二丁目南町内会 19年度 河床整正

１株式会社置賜総合開発

２有限会社桐生建設

３有限会社今田土建

４有限会社佐藤土建

５株式会社島貫土建

６有限会社鈴木土建

７株式会社広工務店

８山建工業株式会社

９米木建設株式会社

１０金子建設工業株式会社

１１情野冷熱機工　株式会社

7 株式会社松田組 吉野川 南陽市俎柳地区 大橋棒川河川愛護会 23年度 草刈、片付け等

8 有限会社米野建設 犬川 川西町上小松地区 小松地区地域振興協議会 100 3 22年度 伐木後の集積,積込,運搬処理

9 有限会社ショウワ土木 最上川 米沢市大字赤崩地区 ボランテア，エビガサワ 26年度
立木伐採、除根、掘削・整地・運
搬、草刈

屋代川 高畠町内 ぬかのめ桜会 400 12 28年度 支障木、伐採、運搬、処分

屋代川 高畠町内 ヤマザキ建設株式会社 420 6 28年度 除草、支障木伐採、河床整正

計 置賜総合支庁(本庁舎) 4,520 117

 対象河川  活動地域  支援する 延  長 参加者 活動開始

 (海岸)名  (市町村･地区名) 河川愛護活動団体 (m) (延人数) 年    度

1 葉山建設株式会社
置賜野川(左岸)、森ケ沢川、
草岡川、大鮎貝川

長井市北部 白鷹町の一部  17年度 掘削、運搬

2 那須建設株式会社
萩生川、置賜野川(右岸)、逆
川、小白川、福田川、千陀羅
沢、萱刈沢

長井市南部 飯豊町全域 17年度 掘削、伐根、運搬、処分、その他

3 衣袋建設株式会社
貝生川、耳堂川、絹市川、八
幡川、常海沢川、萩野川、荒
砥川、草木沢川

白鷹町の一部 19年度 支障木伐採、流木処理

4 株式会社髙橋工務店
大石沢川、貝少川、田沢川、
横川、樺沢川、桜川、大沢
川、荒川

小国町全域 19年度 支障木伐採･運搬

5 華宝建設株式会社 萩野川、貝生川、荒砥川 白鷹町の東側 22年度 清掃活動、伐採、植栽、啓発活動、土木

6 株式会社三ツ柳道路
萩生川、小白川、福田川、
置賜白川

飯豊町全域 28年度 支障木伐採･運搬、浚渫、敷砂利等

計 置賜総合支庁(西庁舎) 0 0

 対象河川  活動地域  支援する 延  長 参加者 活動開始

 (海岸)名  (市町村･地区名) 河川愛護活動団体 (m) (延人数) 年    度

1 株式会社　佐藤組 内川 鶴岡市馬場町・泉町地区 株式会社　佐藤組 420 59 17年度 ゴミ拾い清掃、草刈り

2 株式会社　山本組 矢引川 鶴岡市中沢地区 矢引川改良促進協力会 1,200 4 17年度 河川浚渫・浚渫土砂の敷均し

3 上野土木建設株式会社 赤川 鶴岡市荒沢地区 上野土木建設　株式会社 50 6 18年度 ゴミ拾い　草刈り作業　流木撤去

飛島海岸(西) 酒田市飛島地区 飛島クリーンアップ作戦実行委員会 300

新井田川
酒田市富士見町1丁目地区
酒田市上安町1丁目地区

山形県建設業協会　酒田支部青年部 500

5 株式会社　丸高 新井田川　
酒田市富士見町1丁目地区
上安町1丁目地区

山形県建設業協会　酒田支部青年部 500 6 19年度 堤防除草、清掃美化活動

6 有限会社　大滝組 田沢川 鶴岡市黒川地区 有限会社　大滝組 200 19年度 草刈り、支障木伐採、運搬、整地

鶴岡市羽黒町地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部

鶴岡市羽黒町地区 株式会社丸元建設

8 大井建設株式会社 新井田川
酒田市富士見町1丁目地区
上安町1丁目地区

山形県建設業協会　酒田支部青年部 500 20 19年度 堤防除草、清掃美化活動

9 酒井鈴木工業株式会社 新井田川
酒田市富士見町1丁目地区
上安町1丁目地区

山形県建設業協会　酒田支部青年部 500 6 19年度 堤防除草、清掃美化活動

10 阿部建設株式会社 新井田川
酒田市富士見町1丁目地区
上安町1丁目地区

山形県建設業協会　酒田支部青年部 500 6 19年度 堤防除草、清掃美化活動

11 株式会社　菅原工務所 新井田川
酒田市富士見町1丁目地区
上安町1丁目地区

山形県建設業協会　酒田支部青年部 500 6 19年度 堤防除草、清掃美化活動

12 有限会社　齋藤組 新井田川
酒田市富士見町1丁目地区
上安町1丁目地区

山形県建設業協会　酒田支部青年部 500 6 19年度 堤防除草、清掃美化活動

13 林建設工業株式会社 新井田川
酒田市富士見町1丁目地区
上安町1丁目地区

山形県建設業協会　酒田支部青年部 500 6 19年度 堤防除草、清掃美化活動

1 株式会社菊地組

株式会社竹田組ほか11社

太田建設株式会社

番号

4 株式会社みなと

3 置賜建設株式会社

番号

置  賜  本

庄    内

6

10 ヤマザキ建設株式会社

2

550

番号 西  置  賜

36

6

竹田組協力企業11社

7 株式会社丸元建設 今野川、藤島川 1,700

活動内容

19年度
軽土木作業、危険防止設備補修・補強、
収集ゴミの収集運搬、草刈、ゴミ拾い

19年度 機械作業、運搬作業

活動内容

活動内容



14 荘内土木　株式会社 新井田川
酒田市富士見町
上安町地区

500 19年度 草刈除草、除草搬出

15 株式会社　長浜建設 新井田川
酒田市富士見町1丁目地区
上安町1丁目地区

山形県建設業協会　酒田支部青年部 500 6 19年度 堤防除草、清掃美化活動

16 株式会社　丸庄建設 新井田川
酒田市富士見町1丁目地区
上安町1丁目地区

山形県建設業協会　酒田支部青年部 500 6 19年度 堤防除草、清掃美化活動

17 菅原建設　株式会社 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 800 20年度 機械作業、運搬作業

18 株式会社　鈴木工務店 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 800 27 20年度 草刈り

19 株式会社　石庄建設 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 800 1 20年度 草刈

20 鶴岡建設株式会社 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 1,200 1 20年度 草刈、拾集

21 株式会社　山口工務店 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 800 1 20年度 草刈り

22 小野寺建設株式会社 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 800 1 20年度 河川敷清掃、草刈

23 株式会社　工藤建設 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 800 1 20年度 草刈り、集草

24 株式会社伊藤組 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 800 1 20年度 草刈、ごみ拾い

25 株式会社　山田工務店 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 800 1 20年度 草刈り、ゴミ拾い、清掃

26 株式会社三浦土建 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 800 1 20年度 草刈り

27 株式会社　王祇建設 丸岡分水路 鶴岡市下山添地区 株式会社　王祇建設 650 40 20年度 支障木伐採及び草刈

28 有賀建設株式会社 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 1,200 1 20年度 草刈り・集積

29 株式会社　佐藤工務 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 1,200 20年度 機械作業、運搬作業

30 北斗建設株式会社 楯下川 鶴岡市由良地区 鶴岡市由良自治会 500 2 20年度 草刈り作業

31 株式会社　マルゴ 鼠ヶ関川 鶴岡市鼠ヶ関地区 株式会社　マルゴ 300 9 20年度 草刈り

32 株式会社　金丸建設 東岩本川 鶴岡市東岩本地区 株式会社　金丸建設 300 20年度 重機による運搬

33 株式会社　小松組 新井田川
酒田市富士見町1丁目地区
上安町1丁目地区

山形県建設業協会　酒田支部青年部 500 6 20年度 堤防除草、清掃美化活動

34 今野建設株式会社 京田川 庄内町落合地区 今野建設株式会社 200 20 20年度 支障木処理・投棄物処理

35 Ｔ＆日本メンテ開発株式会社 新井田川
酒田市富士見町1丁目地区
上安町1丁目地区

山形県建設業協会　酒田支部青年部 500 6 20年度 堤防除草、清掃美化活動

36 株式会社　菅原工務店 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 1,200 21年度 機械作業、運搬作業

37 有限会社　金峰造園土木 谷定川(砂防) 鶴岡市谷定地区 谷定住民会 2,500 21年度 土砂浚渫運搬、処分作業

38 株式会社　アツケン 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 1,200 21年度 機械作業、運搬作業

39 株式会社平尾工務店 幸福川 酒田市東泉地区 泉里環境美化ボランティア集団 280 60 21年度 除草作業

40 十和建設株式会社 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 1,200 1 22年度 草刈・収集・ゴミ拾い

41 株式会社　誠朋建設 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 800 1 22年度 草刈り、集草、ゴミ拾い

42 株式会社　大栄 越中沢川 鶴岡市東岩本・越中山地区 株式会社　大栄 100 5 22年度 浚渫、土砂運搬作業

43 遠田建設株式会社 新井田川
酒田市富士見町1丁目地区
上安町1丁目地区

山形県建設業協会　酒田支部青年部 500 6 22年度 堤防除草、清掃美化活動

44 大平工業株式会社 新井田川
酒田市富士見町1丁目地区
上安町1丁目地区

山形県建設業協会　酒田支部青年部 500 20 22年度 堤防除草、清掃美化活動

45 株式会社　巴組 新井田川 酒田市浜田地区 心のふるさと新田川の会 130 3 23年度 草刈・除草・清掃

46 株式会社渡会電気土木 滝沢川 鶴岡市黄金地区 株式会社渡会電気土木 100 13 23年度 河川支障木の伐採、運搬、処理

47 鶴岡砂利企業　株式会社 滝沢川(砂防) 鶴岡市滝沢地区 滝沢住民会 1,500 23年度 浚渫、浚渫土砂の搬出

48 大場建設株式会社 新井田川
酒田市富士見町1丁目地区
上安町１丁目地区

山形県建設業協会　酒田支部青年部 500 6 24年度 堤防除草、清掃美化活動

49 出羽庄内森林組合 滝沢川（砂防） 鶴岡市滝沢地区 滝沢住民会 1,500 24年度 支障木伐採、運搬、除草作業

50 高平建設株式会社 京田川 酒田市板戸地区 高平建設株式会社 1,000 4 27年度
草刈除草、除草、支障木撤去搬出・
道路幅出し

51 佐藤建設株式会社 立谷沢川 庄内町瀬場地区 佐藤建設株式会社 300 3 26年度 堆積土砂の浚渫及び搬出運搬

大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 800 27年度 草刈り、ごみ拾い、清掃

三瀬川 鶴岡市三瀬地区 鶴岡市三瀬地区自治会 300 27年度 集草・運搬

53 五十嵐工業株式会社 新井田川
酒田市富士見町1丁目地区
上安町1丁目地区

山形県建設業協会　酒田支部青年部 500 6 27年度 堤防除草、清掃美化活動

54 株式会社　松本組 新井田川
酒田市富士見町1丁目地区
上安町1丁目地区

山形県建設業協会　酒田支部青年部 500 20 27年度 堤防除草、清掃美化活動

55 羽前建設株式会社 新井田川 酒田市旭新町地区 心のふるさと新田川の会 380 10 27年度 法面の草刈り作業、ごみ拾い作業

56 株式会社斉藤工業所 新井田川
酒田市富士見町1丁目地区
上安町1丁目地区

山形県建設業協会　酒田支部青年部 500 6 28年度 堤防除草、清掃美化活動

57 佐竹建設株式会社 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 800 1 28年度 草刈り、集草

58 佐藤建設株式会社 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 800 1 28年度 除草、清掃

59 株式会社　コトブキ 新井田川
酒田市富士見町1丁目地区
上安町1丁目地区

山形県建設業協会　酒田支部青年部 500 6 29年度 堤防除草、清掃美化活動

60 株式会社　和泉工務店 温海川 鶴岡市温海地区 温海自治会 150 15 29年度 堤防法面草刈

61 株式会社安藤建設 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 800 1 30年度 草刈り

62 笠原建設工業　株式会社 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 800 1 30年度 草刈、集草

63 地神建設株式会社 新井田川 酒田市東栄町地区 心のふるさと新田川の会 240 10 R1年度

64 株式会社　髙橋工業所 新井田川
酒田市富士見町1丁目地区
上安町1丁目地区

山形県建設業協会　酒田支部青年部 500 6 R1年度 堤防除草、清掃美化活動

65 株式会社　浅賀建設 大山川 鶴岡市大山地区 山形県建設業協会　鶴岡支部青年部 800 R1年度 草刈り、集草

計 庄内総合支庁 44,800 503

合計  186企業 111,830 1,000

52 株式会社　菅興業 6


