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 河川協力団体として新たに５団体を指定しました。 
～中国地方での国指定の河川協力団体は計 23 団体となりました～ 

  
 河川協力団体制度は、自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する活動を行

う民間団体等を支援するものであり、平成25年6月の河川法の改正により創設されま

した。 

今年度も中国地方整備局管内事務所において河川協力団体を募集し、平成30年3

月8日に新たに5団体を河川協力団体として指定しました。 

  今回の指定により中国地方整備局管内の国指定の河川協力団体は計23団体となり

ました。 

 

◇平成29年度指定の河川協力団体  

＜日野川水系＞ 特定非営利活動法人未来守りネットワーク 

＜斐伊川水系＞ 特定非営利活動法人さくらおろち 

＜吉井川水系＞ 塚谷・馬場の明日を考える会  

＜吉井川水系＞ 美作国「彩りの森づくり」実行委員会 

＜旭川水系＞  旭川みの広場を愛する会 

 

◇指定証の伝達式について 

  後日、日野川河川事務所・出雲河川事務所・岡山河川事務所・苫田ダム管理所で

指定証の伝達式を予定しており、詳細は、事務所から別途お知らせします。 

 

◇中国地方整備局ホームページ 

 「河川協力団体制度の概要」「河川協力団体一覧」「河川協力団体の取組み状況」

http://www.cgr.mlit.go.jp/cginfo/syokai/busyo/kasen/kasenkyouryoku.htm 

 

【問い合わせ先】 

中国地方整備局  ０８２－２２１－９２３１（代表） 

河川部河川計画課長  千
ち
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 彦
ひこ

（内線３６１１） 

河川部 建設専門官  柏
かし
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はら
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よし

 彦
ひこ

（内線３６１８）  

【広報担当窓口】 

広報広聴対策官    坂
さか

 屋
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  政
まさ

 之
ゆき

（内線２１１７） 

企画部 環境調整官  足
あ

 立
だち

  司
つかさ

  （内線３１１４） 

資料提供先 

中国地方建設記者クラブ、合同庁舎記者クラブ、

鳥取県政記者会、島根県政記者会、 

岡山県政記者クラブ 

平成３０年３月１４日

さ き も  

つかだに ・ば ば  



■中国地方整備局　平成29年度　河川協力団体指定一覧表

上流端 下流端

左岸：鳥取県西伯郡伯耆町荘字土手ノ内29番の7地先 河口

右岸：鳥取県西伯郡伯耆町宮原字宮ノ上ミ226番の8地先 河口

左岸：鳥取県西伯郡南部町大字鴨部字下河原1611番の1地先 日野川への合流点

 右岸：鳥取県西伯郡南部町大字鴨部字下河原1617番の1地先 日野川への合流点

左岸：鳥取県日野郡日南町大字印賀字下鑢山208番の1地先 左岸：鳥取県日野郡日野町大字福長字御崎原1164番地先

右岸：鳥取県日野郡日南町大字印賀字下鑢山202番の1地先 右岸：鳥取県日野郡日野町大字福長字奥河原1183番の1地先

左岸：鳥取県日野郡日南町大字菅沢字河原田827番地先 印賀川への合流点

右岸：鳥取県日野郡日南町大字菅沢字作右衛門受殿蔵上
　　　　ミ853番の3地先

印賀川への合流点

左岸：鳥取県日野郡日南町大字菅沢宇寺田758番の2地先 中原川への合流点

右岸：鳥取県日野郡日南町大字菅沢字鑢元470番の1地先 中原川への合流点

左岸：島根県雲南市木次町下熊谷字自蔵１９１２番の２地先 左岸：島根県松江市末次本町34番の1地先(松江大橋)

右岸：島根県雲南市木次町東日登新市２０２５番地先 右岸：島根県松江市白潟本町10番地先(松江大橋)

左岸：島根県仁多郡奥出雲町三成１１３番の１１地先 左岸：島根県雲南市木次町平田４１３番２地先

右岸：島根県仁多郡奥出雲町三成７７１番の９地先 右岸：島根県雲南市木次町平田２８番２地先

左岸： 岡山県苫田郡鏡野町塚谷地先（苫田鞍部ダム） 左岸：岡山県苫田郡鏡野町土生地先（苫田ダム）

右岸： 岡山県苫田郡鏡野町土生地先（苫田ダム） 右岸：岡山県苫田郡鏡野町土生地先（久田下原橋）

左岸： 岡山県苫田郡鏡野町久田上原地先（苫田大橋） 左岸：岡山県苫田郡鏡野町久田下原地先（草谷橋）

右岸：－ 右岸：－

左岸：－ 左岸：－

右岸：：岡山県岡山市北区中井町二丁目地先（岡北大橋） 右岸：岡山県岡山市北区中井町二丁目地先（山陽本線旭川橋梁）

河川名
業務を行う河川の区間

指定番号 指定年月日 法人等の名称
住所、事務所の

所在地
水系名

平成30年3月8日 旭川みの広場を愛する会
岡山県岡山市北区
北方四丁目4番1号

吉井川
国（中国地方整備局）

第　２１　号
平成30年3月8日 塚谷・馬場の明日を考える会

岡山県苫田郡鏡野町
塚谷570番地

吉井川
国（中国地方整備局）

第　２２　号
平成30年3月8日 美作国「彩りの森づくり」実行委員会

岡山県苫田郡鏡野町
馬場733番地1

旭川

斐伊川

斐伊川

国（中国地方整備局）
第　１９　号

平成30年3月8日
特定非営利活動法人
未来守りネットワーク

鳥取県境港市大正町
38番地

斐伊川
（尾原ダム区間）

日野川

日野川

法勝寺川

特定非営利活動法人
さくらおろち

島根県雲南市木次町
平田36番地1

旭川

平成30年3月8日

国（中国地方整備局）
第　２３　号

印賀川
（菅沢ダム区間）

中原川
（菅沢ダム区間）

秋原川
（菅沢ダム区間）

国（中国地方整備局）
第　２０　号

吉井川
（苫田ダム区間）

吉井川
（苫田ダム区間）



特定非営利活動法人未来守りネットワークは、鳥取県・島根県に跨がる中海圏域の住民に対して、環
境浄化活動、まちづくり事業及び芸術文化、スポーツを愛する青少年育成に関する事業を行い、住民
主体の地域社会の活性化と発展に寄与することを目的としている団体です。
主な活動として、日野川流域で絶滅危惧種（ミナミアカヒレタビラ）の調査、海藻肥料による地域再生

や河川の水質浄化に関する講演会等を行っています。

「海藻肥料の現状と地域再生」に関する講演絶滅危惧種調査状況

絶滅危惧種（ミナミアカヒレタビラ）

平成29年度 河川協力団体指定（日野川水系 日野川河川事務所）

特定非営利活動法人 未来守りネットワーク 指定番号第19号
さ き も

主な活動内容

海藻肥料を利用した田植えイベント



旭川みの広場を愛する会

特定非営利活動法人さくらおろちは、尾原ダム周辺地域並びに斐伊川流域住民に対して、様々な事
業を実施し、上下流域の相互交流を図るとともに、積極的に地域の情報を発信し、地域の活性化と自
然環境の保全に寄与することを目的としている団体です。

主な活動として、地元企業等と連携し、さくらおろち湖（尾原ダム貯水池）の環境美化活動や小学生と
共同で水質調査等を行っています。

宍道湖周辺のヨシ刈り

「そば打ち交流会」の開催

平成29年度 河川協力団体指定（斐伊川水系 出雲河川事務所）
特定非営利活動法人さくらおろち 指定番号第20号

小学生と共同で水質調査

さくらおろち湖周辺の除草
尾原ダム放流イベントへの協力

主な活動内容



旭川みの広場を愛する会

塚谷・馬場の明日を考える会は、苫田ダムの下流に位置する塚谷・馬場の発展と快適な生活環境を
つくることを目的としている団体です。
主な活動として、国道 １７９号、塚谷公園、苫田鞍部ダム周辺の清掃等の環境美化活動を行うととも

に、「芋煮会」や「初日の出を迎える会」などの地域交流活動等を行っています。

苫田鞍部ダム周辺の清掃

平成29年度 河川協力団体指定（吉井川水系 苫田ダム管理所）

塚谷・馬場の明日を考える会 指定番号第21号

「芋煮会」の開催

「初日の出を迎える会」の開催

つかだに ば ば

苫田鞍部ダム

苫田ダム

塚谷・馬場地区

地理院地図利用

活動場所・主な活動内容



旭川みの広場を愛する会

美作国「彩りの森づくり」実行委員会は、美作国建国から先人達が残してくれた環境を次の１３００年

に伝承し、人と自然が織り成す「彩りの森づくり」を行うことを目的とすると共に、地域住民や来訪者の
憩いの場としての環境整備を目的としている団体です。

主な活動として、奥津湖（苫田ダム貯水池）に浮かぶ城峪城址である浮島で、四季の彩りが楽しめる
「さくら、もみじ、つつじ」の植樹、除草や清掃などの環境美化活動を行うとともに 、民間企業と協力した
「水源の森づくり」を行っています。

平成29年度 河川協力団体指定（吉井川水系 苫田ダム管理所）

美作国「彩りの森づくり」実行委員会 指定番号第22号

浮島の除草 浮島の植樹

しろさこじょうあと

みまさかのくに いろど

浮島

苫田鞍部ダム

苫田ダム

地理院地図利用 水源の森づくり

活動場所・主な活動内容



旭川みの広場を愛する会

旭川みの広場を愛する会は、旭川河川敷の環境保全と、維持管理に努めるとともに、地域住民の交
流・親睦、さらには健全な身体維持・健康増進を図る等、有効活用することを目的としている団体です。
主な活動として、河川空間を有効活用できるよう、河川敷の除草・清掃を実施するとともに、「こいの

ぼりを楽しむ会」「クリスマスキャンドルの夕べ」などの地域交流イベント等を開催しています。

河川敷の除草・清掃

「こいのぼりを楽しむ会」の開催

「クリスマスキャンドルの夕べ」の開催

平成29年度 河川協力団体指定（旭川水系 岡山河川事務所）
旭川みの広場を愛する会 指定番号第23号

活動場所

●岡山城
●岡山駅

地理院地図利用

活動場所・主な活動内容



「水防法及び河川法の一部を改正する法律」（平成２５年６月12日公布）に
より、河川協力団体制度が創設されました。

河川協力団体制度の概要

■河川協力団体制度とは、どんな制度か。

◆ 河川協力団体制度とは、自発的に河川の
維持、河川環境の保全等に関する活動を
行う民間団体等を支援するものです。

◆ 河川協力団体としての活動を適正かつ確
実に行うことができると認められる法人
等が対象となり、河川管理者に対して申
請を行います。
申請を受けた河川管理者は、適正な審査

のうえ、河川協力団体として指定します。

河川管理者

法人又は団体（ＮＰＯ等）

自発的な
河川維持等の活動

指定 申請

河川法 第５８条の８ （河川協力団体の指定）
第５８条の９ （河川協力団体の業務）

第５８条の１１ （監督等）

第５８条の１２ （情報の提供等）

第５８条の１０ （河川協力団体の河川管理者による援助への協力）

第５８条の１３ （河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例）

参考

第５８条の９河川法 河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川
について、次に掲げる業務を行うものとする。



■河川協力団体に指定されると、どんなことが変わるの

◆許認可等の簡素化
河川協力団体が活動するために必要となる河川法上の許可等について、河川管理者との協議の

成立をもって足りることとなります。

第５８条の１３

河川協力団体が第５８条の９各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第２０
条、第２４条、第２５条後段、第２６条第１項、第２７条第１項及び第３４条第１項（第２４条及び第２５条後段
の許可に係る部分に限る。）の規定の適用については、河川協力団体と河川管理者との協議が成立するこ
とをもって、これらの規定による許可又は承認があったものとみなす。

河川法 （河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例）

・工事等の実施の承認（法第２０条） ・土地の占用の許可（法第２４条）

・土石以外の河川産出物の許可（法第２５条後段）

・工作物の新築等の許可（法第２６条第１項） ・土地の掘削等の許可（法第２７条第１項）

・権利の譲渡の承認（法第３４条第１項（第２４条及び第２５条後段の許可に係る部分に限る。））

※ 河川管理者から河川管理施設の維持、除草等の委託を受けることも可能となります。
委託先については、公募等の適正な手続きを経て選択を行う予定です。

（地方公共団体等への委託）第９９条

河川管理者は、特に必要があると認めるときは、政令で定める河川管理施設の維持又は操作その他これに類する
河川の管理に属する事項を関係地方公共団体又は当該事項を適正かつ確実に実施することができると認められる者
として国土交通省令で定める要件に該当するもの（次項において「地方公共団体等」という。）に委託することができる。

河川法

【現行】 【法改正後】
拡大

地方公共団体にのみ
委託可能

国土交通省令で定める要件に該当するもの
に委託可能


	●H29　河川協力団体発表案(HPアドレス有り）VER4  - コピー
	●局記者発表（H29河川協力団体）z
	●局記者発表（H29河川協力団体）z
	●局記者発表（H29河川協力団体）
	●H29　河川協力団体発表案(HPアドレス有り）VER4  - コピー
	資料3　河川協力団体制度の概要k

	H29中国地整　河川協力団体指定　一覧 

	H29指定団体概要kkkk




