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■同時発表先：岡山県政記者クラブ 

令和４年度「岡山河川サポーター」として、 

４９名の方に活動していただくことになりました。 

任期は令和４年９月１日から令和５年８月３１日です。 

＜岡山河川サポーターとは＞ 

以下のことを目的に岡山河川事務所が募集している無償ボランティアです。 
◎岡山河川サポーター募集の目的

①河川整備など地域要望の把握     ②河川愛護の普及・啓発 

③河川の適正な維持管理           ④地域と河川管理者の連携の強化 

＜活動内容＞ 

日常生活の範囲で知り得た河川に関する情報を国（岡山河川事務所）に伝えていただきます。
定期的な巡視、ゴミの投棄等の不法行為者に対し直接注意、指示して是正を図る等、特別な責

務や権限は有しません。 

＜問い合わせ先＞  

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所 

ＴＥＬ ０８６－２２３－５１９３（占用調整課直通） 

【担当】 

副所長（事務）      次郎丸
じ ろ う ま る

 毅
つよし

   （内線２０２） 

占用調整課長      大谷
おおたに

 和之
かずゆき

    （内線３４１）



令和４年９月１日現在

河口～新田原井堰
0k000～32k600
左岸(L=32.6km)
右岸(L=32.6km)
合計L=65.2km

１名

西大寺出張所
TEL 086-942-2497
FAX 086-942-2958

・・・・・・・・・・
坂根出張所

TEL 0869-66-7631
FAX 0869-66-7633

弓削橋～新田原井堰
21k000～32k600
左岸(L=11.6km)
右岸(L=11.6km)
合計L=23.2km

１名

西大寺出張所
TEL 086-942-2497
FAX 086-942-2958

・・・・・・・・・・
坂根出張所

TEL 0869-66-7631
FAX 0869-66-7633

西大寺大橋～雄川橋
4k000～7k000
左岸(L=3.0km)
右岸(L=3.0km)
計L=6.0km

１６名

邑上橋～備前大橋
12k000～14k600
左岸(L=2.3km)
右岸(L=2.3km)
計L=4.6km

１名

河口～雄川橋
0k000～7k000
左岸(L=7.0km)
計L=7.0km

１名

河口～永安橋
0k000～5k200
左岸(L=5.2km)
右岸(L=5.2km)
計L=10.4km

１名

金剛川

全区間
0k000～3k800
左岸(L=3.8km)
右岸(L=3.8km)
合計L=7.6km

１名
坂根出張所

TEL 0869-66-7631
FAX 0869-66-7633

令和４年度岡山河川サポーター区間一覧表

西大寺出張所
TEL 086-942-2497
FAX 086-942-2958

吉井川水系

吉井川

水系名 河川名 活動区間 サポーター人数 備考



令和４年９月１日現在

令和４年度岡山河川サポーター区間一覧表

水系名 河川名 活動区間 サポーター人数 備考

旭川大橋～新鶴見橋
3k600～9k500
左岸(L=5.9km)
右岸(L=5.9km)
合計L=11.8km

１名

三野公園～旭川合同用水堰
12k100～17k500
右岸(L=5.4km)

１名

一の荒手（永忠堤）
　　　～段原用水樋門

12k200～15k500
左岸(L=3.3km)

１名

桜橋～新鶴見橋
6k700～9k500
左岸(L=2.8km)
右岸(L=2.8km)
合計L=5.6km

５名

桜橋～新鶴見橋
6k700～9k500
左岸(L=2.8km)

１名

相生橋～分流部
8k200～11k300
左岸（L=3.1km）

１名

二日市公園～京橋
6k000～7k600
右岸(L=1.6km)

１名

河口～旭川大橋
0k000～3k600

左岸（L=3.6km）
１名

新鶴見橋～一の荒手
　　　　　（永忠堤）

9k500～12k200
左岸(L=2.7km)

５名

新鶴見橋～三野公園
9k500～12k100
右岸(L=2.6km)

５名

全区間
0k000～17k500
左岸(L=17.5km)
右岸(L=17.5km)
合計L=35.0km

１名

旭川水系 旭川
旭川出張所

TEL 086-272-0125
FAX 086-272-9276



令和４年９月１日現在

令和４年度岡山河川サポーター区間一覧表

水系名 河川名 活動区間 サポーター人数 備考

海吉橋～百間川橋（県）
5k500～10k800
左岸(L＝5.3㎞）
右岸（L=5.3㎞）
合計L＝10.6㎞

１名

米田橋～沢田橋
7k600～10k100
左岸(L=2.5km)
右岸(L=2.5km)
合計L=5.0km

４名

沢田橋～中島竹田橋
10k100～12k800
左岸(L=2.7km)
右岸(L=2.7km)
合計L=5.4km

６名

百間川橋～中島竹田橋
10k800～12k800
左岸(L=2.0km)
右岸(L=2.0km)
合計L=4.0km

１名

中島竹田橋～一の荒手
　　　　　　　（永忠堤）

12k800～13k700
左岸(L=0.9km)
右岸(L=0.9km)
合計L=1.8km

１名

河口～中川橋
0k000～6k200
左岸(L=6.2km)
右岸(L=6.2km)
合計L=12.4km

１名

河口～堀替橋
0k000～3k900
左岸(L=3.9km)
右岸(L=3.9km)
合計L=7.8km

１名

旭川水系 百間川
百間川出張所

TEL 086-277-7469
FAX 086-274-3218



令和４年９月１日現在

令和４年度岡山河川サポーター区間一覧表

水系名 河川名 活動区間 サポーター人数 備考

川辺橋～総社大橋
15k400～18k200
左岸(L=2.8km)
右岸(L=2.8km)
合計L=5.6km

５名

倉敷大橋～総社大橋
9k000～18k200
左岸(L=9.2km)
右岸(L=9.2km)
合計L=18.4km

２名

倉敷大橋付近
8k800～9k400
左岸(L=0.6km)

２名

笠井堰～総社大橋
10k800～18k200
左岸(L=26.5km)
右岸(L=26.5km)
合計L=53.0km

１名

倉敷大橋～豪渓秦橋
9k000～23k200
左岸(L=14.2km)
右岸(L=14.2km)
合計L=28.4km

１名

全区間
0k000～17k500
左岸(L=17.5km)
右岸(L=17.5km)
合計L=35.0km

２名

高梁川派川
全区間

（柳井原貯水池）
L=2.0km

１名

南山橋～矢形橋
0K000～0K800
左岸(L=0.8km)
右岸(L=0.8km)
合計L=1.6km

１名

宮田橋～琴弾橋
4k500～7k200
左岸(L=2.7km)
右岸(L=2.7km)
合計L=5.4km

３名

＊複数の活動区間で活動される方を区間毎に計上しているため、合計人数は実人数とは異なります。

高梁川水系

高梁川

高梁川出張所
TEL 086-465-1763
FAX 086-466-5661

小田川


