
 お 知 ら せ  

河川協力団体を新たに３団体指定 
～河川管理の新たなパートナーとしてこの春より活動を開始します～ 

 今年度は8月から10月に中国地方整備局管内の事務所において河川協力団体を募

集し、令和3年3月12日に新たに3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合計30団体とな

りました。 

◇令和２年度指定した河川協力団体  

・山陽工業株式会社（広島県広島市、太田川水系旧太田川） 

・ひろしまSUPクラブ（広島県広島市、太田川水系旧太田川） 

 ・澤田建設株式会社（山口県防府市、佐波川水系佐波川） 

＜河川協力団体制度とは＞ 

河川の維持、河川環境の保全などの河川の管理につながる活動を自発的に行っている民間団体等を『河川協力

団体』として法律上位置付け、河川管理者と河川協力団体が充実したコミュニケーションを図り、互いの信頼関

係を構築することで、河川管理のパートナーとしての活動を促進し、地域の実情に応じた河川管理の充実を図る

ことを目的として制度化されました。

◇参考 

  河川協力団体制度の概要、主な活動事例については、国土交通省ホームページを

ご覧下さい。 

https://www.mlit.go.jp/river/kankyo/rcg/index.html
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山陽工業株式会社 指定番号３１号
河川協力団体活動状況（太田川水系 太田川河川事務所）

山陽工業株式会社は、土木建築工事の請負、設計・監督並びに建設コンサルタント業を営む会社です。平成２０年から太田川

水系の一斉清掃活動「クリーン太田川」に参加しているのを始め、令和元年からは会社に程近い旧太田川（本川）において、従

業員がボランティアで定期的に清掃活動を行い、河川環境の向上を図っています。

主な活動場所

広 島 市

主な活動範囲

堤防上に整備された河岸緑地の歩道、基町環境護岸の階段や遊歩道など、清掃・除草活動を定期的に実施している。
清掃活動は通勤・通学の時間帯に及ぶため、歩行者・自転車との接触を避ける目的で「河川清掃中」のベストを全員が着用し、
タバコの吸い殻や紙くず、落ち葉を回収するため、火ばさみや竹ぼうき、竹熊手を使用している

主な活動内容



ひろしまＳＵＰクラブ 指定番号３２号
河川協力団体活動状況（太田川水系 太田川河川事務所）

広島ＳＵＰクラブは、水の都ひろしまの太田川を活用し、ＳＵＰ（スタンドアップパドルボート）の普及発展に努めることを目的に、

平成２９年に設立された団体です。主な活動としては楠木大雁木や周辺河岸を清掃するほか、８月のとうろう流し時の回収作業

補助など河川美化活動に加え、水上安全講習会の開催や川辺の賑わいづくりに寄与するイベントも開催しています。

主な活動場所

広 島 市

主な活動範囲

主な活動内容

ひろしまリバーシティフェスティバル“ River Do！” 

横川商店街 ガワフェス

フラワーフェスティバルMIZBE project 

雁木清掃

水上安全講習会も実施

潮汐により利用者が滑りやすくなった
雁木（階段）や小段部の清掃活動を
定期的に実施



澤田建設株式会社 指定番号３３号
河川協力団体活動状況（佐波川水系 山口河川国道事務所）

主な活動内容主な活動場所

澤田建設株式会社は、「誰一人取り残さない」という理念のもと、「持続可能な世界を実現する」ことを目指し、団体の活動拠
点である佐波川において、河川環境保全活動を行っている。
主な活動としては、佐波川下流部の河川敷の清掃活動のほか、地域交流と清掃活動が一体となったイベント「佐波川流域大
平山ふれあいの森づくり」に参加し、防府市と協力し、河川愛護の意識向上を図り、河川流域の美化を行っている。

親水性が高い地点や

つつじ祭りなどのイベン
ト会場で重点的に活動

佐波川流域大平山ふれあいの森づくりへの参加

佐波川一斉清掃への参加ミズベリング参加の様子



■中国地方整備局　河川協力団体指定一覧表（令和２年度に指定した団体）

上流端 下流端
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 河川名
業務を行う河川の区間

左岸：広島市中区基町１４番地先（空鞘橋） 左岸：広島市中区基町１４番地先（相生橋）

右岸：広島市中区本川町３丁目５番地先（空鞘橋） 右岸：広島市中区本川町２丁目７番地先（相生橋）

左岸：広島市中区基町２２番地先（4k000：旧太田川） 左岸：広島市中区大手町１丁目１０番地先（2k400：元安川）

右岸：広島市中区楠木町１丁目１４番地先（4k000：旧太田川） 右岸：広島市中区中島町１番地先（2k400：元安川）

左岸：山口県防府市迫戸町地先（7k800：防府総合用水堰） 左岸：山口県防府市植松地先（3k900：大崎橋）

右岸：山口県防府市上右田地先（7k800：防府総合用水堰） 右岸：山口県防府市大崎地先（3k900：大崎橋）
国（中国地方整備局）第　３３　号 令和3年3月12日 澤田建設株式会社

さわたけんせつ　　　　　 山口県防府市開出西町23番1号 佐波川 佐波川

国（中国地方整備局）第　３２　号 令和3年3月12日 ひろしまSUPクラブ
広島市中区小網町6-8 401
広島市西区楠町1丁目15-4 101

太田川 旧太田川

国（中国地方整備局）第　３１　号 令和3年3月12日 山陽工業株式会社
さんようこうぎょう　　　　 広島市中区十日市町1-1-9 太田川 旧太田川



■中国地方整備局　河川協力団体指定一覧表（令和２年度以前に指定した団体）

上流端 下流端

左岸：広島県山県郡安芸太田町（70k800　明神橋） 左岸：河口

右岸：広島県山県郡安芸太田町（70k800　明神橋） 右岸：河口

左岸広島県広島市安佐北区狩留家町地先(9k400) 左岸：太田川の合流点

右岸：広島県広島市安佐北区狩留家町地先(9k400) 右岸：太田川の合流点

左岸：広島県山県郡安芸太田町（70k800　明神橋） 左岸：広島県山県郡安芸太田町（38k600　追崎橋）

右岸：広島県山県郡安芸太田町（70.k800　明神橋） 右岸：広島県山県郡安芸太田町（41k100）

左岸：島根県出雲市島村町字古反新田2227番の38地先 左岸：河口

右岸：島根県出雲市島村町字島崎373番の6地先 右岸：河口

左岸：島根県出雲市島村町字古反新田2227番の38地先 左岸：河口

右岸：島根県出雲市島村町字島崎373番の6地先 右岸：河口

左岸：－ 左岸：－

右岸：岡山県岡山市東区瀬戸町二日市地先（21k600） 右岸：岡山県岡山市東区瀬戸町南方地先（20k000）

左岸：－ 左岸－

右岸：広島県世羅郡世羅町大字小谷
　　　（小谷大橋）

右岸：広島県世羅郡世羅町大字小谷
　　　（小谷大橋より下流150m）

左岸：山口県防府市大字東佐波令（人丸橋　8k900） 左岸：山口県防府市新橋町（新橋　6k300）

右岸：山口県防府市大字上河原（人丸橋　8k900） 右岸：山口県防府市高井（新橋　6k300）

左岸：－ 左岸：－

右岸：島根県松江市袖師町地先（宍道湖1k430） 右岸：島根県松江市袖師町地先（宍道湖1k000）

左岸：ー 左岸：ー

右岸：島根県松江市袖師町地先（宍道湖1k430） 右岸：島根県松江市袖師町地先（宍道湖1k000）

左岸：島根県出雲市島村町字古反新田２２２７番の３８地先 左岸：島根県出雲市園町地先（宍道湖19k400）

右岸：ー 右岸：ー

左岸：島根県出雲市島村町字古反新田2227番の38地先 左岸：松江市末次本町34番の１地先の松江大橋

右岸：島根県出雲市島村町字島崎373番の6地先 右岸：松江市末次本町34番の１地先の松江大橋

左岸：島根県松江市福富町字岩潮灘399番の21地先 左岸：河口

右岸：島根県松江市富士見町７番地先 右岸：河口

国（中国地方整備局）第　１３　号 平成27年3月9日 特定非営利活動法人　中海
なかうみ
再生プロジェクト 鳥取県米子市河崎610番地 斐伊川 斐伊川

国（中国地方整備局）第　１２　号 平成27年3月9日 特定非営利活動法人　水の都プロジェクト協議会 島根県松江市米子町8番地29 斐伊川 斐伊川

国（中国地方整備局）第　１１　号 平成27年3月9日 公益財団法人　ホシザキグリーン財団 島根県出雲市園町1664番地2 斐伊川 斐伊川

国（中国地方整備局）第　１０　号 平成27年3月9日 夕日スポット・クリーンサポーター 島根県松江市東津田748番地1 斐伊川 斐伊川

国（中国地方整備局）第　９　号 平成27年3月9日 ウエスコ・エコクラブ 島根県松江市嫁島町16番1号 斐伊川 斐伊川

国（中国地方整備局）第　８　号 平成27年3月9日 佐波川に学ぶ会
さばがわ 山口県防府市高井614番地　右田

公民館内
佐波川 佐波川

国（中国地方整備局）第　６　号 平成27年3月9日 伊
い
尾
お
小谷
おたに
地区コミュニティづくり推進協議会

広島県世羅郡世羅町大字伊尾
1969番地1

芦田川
芦田川

（八田原ダム
区間）

国（中国地方整備局）第　５　号 平成27年3月9日 瀬戸
せと
アユモドキを守

まも
る会
かい 岡山県岡山市東区瀬戸町二日市

276-4
吉井川 吉井川

国（中国地方整備局）第　４　号 平成26年3月31日 認定特定非営利活動法人自然再生センター 島根県松江市天神町114番地 斐伊川 斐伊川

国（中国地方整備局）第　３　号 平成26年3月31日 特定非営利活動法人　未来
さ　き
守
も
りネットワーク 鳥取県境港市大正町38番地 斐伊川 斐伊川

国（中国地方整備局）第　２　号 平成26年3月31日 特定非営利活動法人上殿未来会議
かみとのみらいかいぎ 広島県山県郡安芸太田町大字上

殿204番地1
太田川 太田川

国（中国地方整備局）第　１　号 平成26年3月31日 エコロジー研究会ひろしま 広島市南区青崎一丁目18番6号 太田川

太田川

三篠川

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 河川名
業務を行う河川の区間



■中国地方整備局　河川協力団体指定一覧表（令和２年度以前に指定した団体）

上流端 下流端
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 河川名
業務を行う河川の区間

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：島根県出雲市島村町字古反新田2227番の38地先

右岸：島根県雲南市木次町東日登新市2025番地先 右岸：島根県出雲市島村町字島崎373番の6地先

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：島根県出雲市馬木町字苅山1341番2地先 左岸：河口

右岸：島根県出雲市所原町字姉山5551番1地先 右岸：河口

左岸：島根県飯石郡飯南町八神773番4地先 左岸：島根県飯石郡飯南町角井1891番20地先

右岸：島根県飯石郡飯南町八神6番2地先 右岸：島根県飯石郡飯南町角井1895番6地先

左岸：島根県出雲市島村町字古反新田2227番の38地先 左岸：河口

右岸：島根県出雲市島村町字島崎373番の6地先 右岸：河口

左岸：広島県安芸高田市八千代町土師地先
（土師ダム管理区間上流端）

左岸：広島県安芸高田市八千代町土師地先（土師ダム）

左岸：広島県安芸高田市八千代町土師地先
（土師ダム管理区間上流端）

左岸：広島県安芸高田市八千代町土師地先（土師ダム）

左岸：島根県松江市美保関町下宇部尾地先
（森山堤防）

左岸：河口

右岸：鳥取県境港市渡町地先
（江島大橋南側約３００ｍ　中海9k300）

右岸：河口

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）

左岸：益田市飯田町760番1地先 左岸：益田市飯田町6番1地先（飯田吊橋）

右岸：益田市須子町イ653番1地先（飯田吊橋） 右岸：益田市須子町イ157番3地先（高角橋）

左岸：益田市高津一丁目イ1079番5地先 左岸：益田市高津一丁目イ1175番1地先

右岸：－ 右岸：－
国（中国地方整備局）第　２５　号 平成31年2月27日 Pegasusクラブ 島根県益田市元町3番16号 高津川 高津川

国（中国地方整備局）第　２４　号 平成31年2月27日 高橋建設株式会社
島根県益田市遠田町
3815番地１

高津川 高津川

国（中国地方整備局）第　２３　号 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

旭川 旭川

国（中国地方整備局）第　２２　号 平成30年3月8日 美作国
みまさかこく

「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

吉井川
吉井川

（苫田ダム区間）

国（中国地方整備局）第　２１　号 平成30年3月8日 塚谷
つかだに
・馬場
　ばば
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
吉井川

（苫田ダム区間）

国（中国地方整備局）第　２０　号 平成30年3月8日 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

斐伊川

斐伊川

斐伊川
（尾原ダム区間）

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
さきも

りネットワーク 鳥取県境港市大正町38番地 日野川

日野川

法勝寺川

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　１８　号 平成29年3月14日 境港清港会
せいこうかい 鳥取県境港市大正町215番地

境港管理組合事務所内
斐伊川

斐伊川
（境水道）

斐伊川

国（中国地方整備局）第　１６　号 平成28年3月1日 土師
はじ
ダム桜守プロジェクト

広島県安芸高田市八千代町土師
709番地

江の川
江の川

（土師ダム区間）

斐伊川
神戸川

（志津見ダム
区間）

国（中国地方整備局）第　１５　号 平成27年3月9日 特定非営利活動法人　自然と人間環境研究機構 島根県松江市西持田町200番地 斐伊川

斐伊川
斐伊川

（尾原ダム区間）

斐伊川 神戸川

国（中国地方整備局）第　１４　号 平成27年3月9日 特定非営利活動法人　しまね体験活動支援センター
島根県出雲市佐田町八幡原109番
地

斐伊川 斐伊川



■中国地方整備局　河川協力団体指定一覧表（令和２年度以前に指定した団体）

上流端 下流端
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 河川名
業務を行う河川の区間

左岸：－ 左岸：－

右岸：岡山県倉敷市水江地先（9k250） 右岸：岡山県倉敷市水江地先（9k150）

左岸：広島県三次市南畑敷町616番1地先 左岸：広島県三次市南畑敷町121番5地先

右岸：広島県三次市四捨貫町91番2地先 右岸：広島県三次市畠敷町166番8地先

左岸：岡山県倉敷市真備町下二万1949-1 左岸：岡山県倉敷市真備町箭田井領4431-1

右岸：岡山県倉敷市真備町下二万1813-8 右岸：岡山県倉敷市真備町箭田井領5634

左岸：広島県広島市安佐南区八木1丁目1番地先 左岸：広島県広島市安佐南区東原1丁目23番地先

右岸：広島県広島市安佐南区八木2丁目8番地先 右岸：広島県広島市安佐南区西原7丁目18番地先

※注）第7.17.27号は解散等の理由による指定取消しに伴う欠番

国（中国地方整備局）第　３０　号 令和2年3月12日 せせらぎ会
広島県広島市安佐南区緑井6丁目
34-1

太田川 古川

国（中国地方整備局）第　２９　号 令和2年3月12日 箭田
やた
地区まちづくり推進協議会 岡山県倉敷市真備町箭田1684 高梁川 小田川

国（中国地方整備局）第　２８　号 平成31年2月27日 江の川流域里川
さとかわ
エコネット 広島県三次市畠敷町1193番地4 江の川 馬洗川

国（中国地方整備局）第　２６　号 平成31年2月27日 水江
みずえ
の渡し跡公園 岡山県倉敷市水江1370番地 高梁川 高梁川


