
高規格堤防の上面を活用した高台ま
ちづくり

SDGsパートナー

誰一人取り残さない防災減災
を目指して

パートナー一覧（50音順）

○流域企業、市民の皆さん

○行政

足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、青梅市、葛飾区、

川口市、北区、清瀬市、江東区、小金井市、小平市、

渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、台東区、立川市、

中央区、千代田区、東京都、豊島区、戸田市、中野区、

西東京市、練馬区、東久留米市、東村山市、東大和

市、文京区、瑞穂町、港区、三鷹市、武蔵野市、武蔵

村山市、蕨市

気象庁東京管区気象台、農林水産省関東農政局

○鉄道事業者

東日本旅客鉄道株式会社東京支社、

京成電鉄株式会社

○河川管理者

荒川下流河川事務所、荒川上流河川事務所、

荒川調節池工事事務所、二瀬ダム管理所

東京都建設局河川部

パートナー一覧（50音順）

○沿川企業、住民の皆さん

○行政

足立区、板橋区、江戸川区、葛飾区、北区、江東区、

墨田区、東京都

○施工会社

（株）熊谷組

○河川管理者

荒川下流河川事務所

パートナー一覧（50音順）

○企業

京成電鉄株式会社、株式会社建設技術研究所、

ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社、株式会社トー

ニチコンサルタント、パシフィックコンサルタンツ株式

会社

○行政

足立区、江戸川区、葛飾区、江東区、墨田区、東京

都

○京成沿線

住民、堀切地区まちづくり推進協議会

○河川管理者

荒川下流河川事務所

特定構造物改築事業
（京成本線荒川橋梁架替）

流域治水

わたしたちは、荒川下流域において
持続可能な川づくり、まちづくり、ひとづくりの取組をともに推進します 2022年12月1日現在



パートナー一覧（50音順）

○行政

足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、葛飾区、川口市、

北区、江東区、国土交通省関東運輸局、埼玉県、

墨田区、台東区、中央区、千代田区、東京都、戸田市、

内閣府、文京区、港区、蕨市

○鉄道事業者

京成電鉄株式会社、埼玉高速鉄道株式会社、首都

圏新都市鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社、

東武鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、 東日

本旅客鉄道株式会社、

○電力事業者

東京電力パワーグリッド株式会社

○通信事業者

東日本電信電話株式会社

○特別支援学校、福祉施設

板橋区立 高島平福祉園、特別養護老人ホームいず

みの苑

東京都立 高島特別支援学校、板橋特別支援学校

○道路管理者

東京国道事務所

○警察

警視庁、埼玉県警察本部

○消防

東京消防庁

○河川管理者

荒川下流河川事務所

パートナー一覧（50音順）

【河川敷利用ルール】

○行政

足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、葛飾区、川口市、

北区、江東区、墨田区、台東区、戸田市、練馬区

○警察署

警視庁：赤羽警察署、綾瀬警察署、葛西警察署、葛飾

警察署、小松川警察署、志村警察署、城東

警察署、千住警察署、高島平警察署、西新井

警察署、向島警察署

埼玉県警察本部：川口警察署、蕨警察署

○河川財団

○（一社）グッドチャリズム宣言プロジェクト

○河川利用者

○河川管理者

荒川下流河川事務所

【船着場利用ルール】

○行政

足立区、板橋区、江戸川区、葛飾区、川口市、北区、

江東区、埼玉県、墨田区、東京都、戸田市

○船着場利用者

○河川管理者

荒川上流河川事務所、荒川下流河川事務所

河川敷・船着場利用ルール荒川下流タイムライン
（事前防災行動計画）

SDGsパートナー わたしたちは、荒川下流域において
持続可能な川づくり、まちづくり、ひとづくりの取組をともに推進します 2022年12月1日現在



荒川クリーンエイド

パートナー一覧（50音順）

○行政

足立区、江戸川区

○企業、市民団体

あおみ建設株式会社 東京支店 / 足立区本木・水辺

の会 / NPO法人荒川クリーンエイド・フォーラム / 

SMCシビルテクノス株式会社 / 沖昌エンジニアリン

グ株式会社 / 環境戦隊ステレンジャー / 北区ジョブ

トレーニングセンター / キムラ工業株式会社 / 株式

会社ケイミックス / 株式会社建設環境研究所 / 坂

田建設株式会社 東京支店 / 里川小松川自然地協

議会 / 西武建設株式会社 東京支店 / 関口工業株

式会社 / 千住金属工業株式会社 / 大勝建設株式

会社 東京支店 / 株式会社地圏総合コンサルタント

東京支店 / 東亜建設工業株式会社 東京支店 / 巴

山建設株式会社 / 株式会社ドン・キホーテ 町屋店

/ 名倉建設株式 会社 / 日産緑化株式会社 / 株式

会社ノバック / ボーイスカウト 東京連盟さくら地区 / 

ホクト・エンジニアリング株式会社 / 株式会社ユー

ディケー / 若築建設株式会社 東京支店

○河川管理者

荒川下流河川事務所

荒川水辺サポーター

わたしたちは、荒川下流域において
持続可能な川づくり、まちづくり、ひとづくりの取組をともに推進しますSDGsパートナー

2022年12月1日現在

パートナー一覧（50音順）

○住民の皆さん

○市民団体・企業・教育機関（学校）

足立成和信用金庫、Assurant Inc.（賛助）、あだ

ちSOLV、一般財団法人 アールビーズスポーツ財

団、SMBC日興証券株式会社、株式会社エックス

ワン、NPO法人えどがわエコセンター、江戸川・生

活者ネットワーク、（株）新生銀行、クリフォードチャ

ンス法律事務所 外国法共同事業、グローリー株式

会社、豪田ヨシオ部（（株）クリエイティブPR）（賛

助）、江東エコリーダーの会、小松川信用金庫、

島村運輸倉庫株式会社、下平井水辺の楽校、

JAMBO International Center、住友生命保険

相互会社、株式会社セイコーファシリティズ、大日精

化工業株式会社、東京城北ライオンズクラブ、一般

社団法人 東京損害保険代理業協会城東支部、東

京都立桐ヶ丘高等学校、東京東江戸川ローターア

クトクラブ、東レ株式会社、中土手に自然を戻す市

民の会、日本工営株式会社、日本水産株式会社、

日本プラスチック工業連盟、バキュームモールド工

業株式会社、バリオセキュア株式会社、特定非営利

活動法人ハンズオン東京ヒロセホールディングス株

式会社、ふるさと清掃運動会実行委員会、BNPパ

リバグループ、Bloomberg L．P．、BLUE WALK、

株式会社ピリカ、Point72 Japan Limited(賛助)、

松尾建設株式会社、マネックスグループ（賛助）、松山

油脂株式会社、三井ボランティアネットワーク事業団、

株式会社ユーニック、代々木funラン実行委員会、

楽天銀行株式会社、リコージャパン株式会社、株式会

社ローソン、RockCorps supported by JT 実行委

員会

○行政

足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、葛飾区、川口市、

北区、江東区、埼玉県、墨田区、台東区、東京都、戸田

市

○河川管理者

荒川上流河川事務所、荒川下流河川事務所



パートナー一覧（50音順）

○来館者の皆さん

○小中学校生徒及び教員（実施延学校数）

Ｈ２３：22校、Ｈ２４：53校、Ｈ２５：47校、Ｈ２６：36校、

Ｈ２７：46校、Ｈ２８：55校、Ｈ２９：54校、Ｈ３０：56校、

Ｈ３１：54校、Ｒ２：43校（うちオンライン9校）

Ｒ3 ：80校（うちオンライン13校）

実施延学校数546校

○教育委員会

足立区教育委員会、荒川区教育委員会、板橋区教

育委員会、江戸川区教育委員会、葛飾区教育委員

会、川口市教育委員会、北区教育委員会、江東区教

育委員会、墨田区教育委員会、台東区教育委員会、

戸田市教育委員会、文京区教育委員会、蕨市教育

委員会

○連携教育機関

東洋大学

○行政

足立区、板橋区、江戸川区、葛飾区、川口市、北区、

江東区、墨田区、戸田市

○ボランティアスタッフ

○北区水辺の楽校

○建設や改修、展示物の製作に携われた企業

○公益財団法人日本生態系協会（運営補助受託者）

○施設管理者

北区、荒川下流河川事務所

アモア（荒川知水資料館）

わたしたちは、荒川下流域において
持続可能な川づくり、まちづくり、ひとづくりの取組をともに推進しますSDGsパートナー

（荒川下流河川事務所が登録している）
登録プラットフォーム

地方創生SDGs官民連携プラットフォーム

https://future-city.go.jp/platform/

グリーンインフラ官民連携プラットフォーム

https://gi-platform.com/about/#memberInfo

2022年12月1日現在

https://future-city.go.jp/platform/
https://gi-platform.com/about/#memberInfo


SDGsパートナー

パートナー一覧（50音順）

○施工会社

（株）熊谷組

「Ｒ３荒川右岸小台一丁目地区高規格堤防工事」

新明和工業(株)

「Ｒ3川口地区排水ポンプ設備新設工事」

大成建設(株)

「Ｒ４荒川中堤西小松川町地区護岸工事」

大日本土木（株）

「R3荒川左岸東小松川三丁目地区高水敷掘削

工事」

鉄建建設(株)

「東北線赤羽・川口間荒川橋梁部築堤盛土工事」

東洋建設(株)

「R3荒川中堤北葛西一丁目地区護岸改築工事」

（株）不動テトラ

「R3荒川中堤西小松川町地区護岸工事」

松尾建設（株）

「Ｒ３荒川左岸堀切地区護岸改築工事」

○受託企業

東日本旅客鉄道株式会社

「東北線赤羽・川口間荒川橋梁部築堤盛土工事」

○河川管理者

荒川下流河川事務所

パートナー一覧（50音順）

○河川管理者

荒川下流河川事務所

大規模地震から街を守る治水対策首都圏大規模水害から街を守る治水
対策

わたしたちは、荒川下流域において
持続可能な川づくり、まちづくり、ひとづくりの取組をともに推進します 2022年12月1日現在



SDGsパートナー

パートナー一覧（50音順）

○施工会社

大勝建設(株)

「R2荒川右岸千住桜木二丁目地区河岸再生工事」

○河川管理者

荒川下流河川事務所

良好な環境の保全

わたしたちは、荒川下流域において
持続可能な川づくり、まちづくり、ひとづくりの取組をともに推進します

安全性を持続的に確保するための維
持管理

パートナー一覧（50音順）

○施工会社

あおみ建設（株）

「R3荒川下流右岸新砂地区外浚渫工事」

エフコム(株)

「R3荒川下流小名木川出張所業務環境改善設備

設置工事

キムラ工業(株)

「R4小名木川管内右岸維持管理工事」

（株）ケイミックス

「R4岩淵管内左岸維持管理工事」

（株）ケーネス

「R4荒川下流電気通信施設保守業務」

関口工業(株)

「R4小名木川管内左岸維持管理工事」

多田建設（株）

「R3荒川左岸松島四丁目地区光ファイバ情報管路敷

設工事」

日産緑化（株）

「R4岩淵管内右岸維持管理工事」

（株）日立インダストリアルプロダクツ

「Ｒ３新芝川排水機場外ポンプ設備修繕工事」

扶桑電通（株）

「R4荒川下流ネットワーク設備改修工事」

○河川管理者

荒川下流河川事務所

2022年12月1日現在
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