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平成２５年度「岡山河川サポーター」が決まりました。 
記者発表資料 

 岡山河川事務所の新たな取り組みとして平成２３年度より実施されて

いる岡山河川サポーターを公募したところ、６名の応募があり、応募者全

員に岡山河川サポーターとして活動して頂くことに決まりました。 

岡山河川サポーターには、日常生活の範囲内で知り得た情報を河川管理

者に伝えていただきます。 

任期は平成２５年９月２日から平成２６年８月３１日です。 

岡山河川事務所では、沿川住民の協力の下で、河川整備、河川利用また

は河川環境に関する地域の要望を把握し、地域との連携をさらに進め、併

せて河川愛護思想の普及・啓発及び河川の適正な維持管理に資するため、

岡山河川サポーター制度を実施していきます。 

 

 

 

＜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 ０８２－２２３－５１０１ 

【担当】 

   副所長（事務）    頼
らい

 秀彦
ひでひこ

 （内線２０２） 

占用調整課長     栗間
く り ま

 昇
のぼる

 （内線３４１） 

 

 

 



平成２５年９月２日現在

水系名 河川名 活動区間 サポーター名 備考

備前大橋～新田原井堰
14k700～32k600
左岸(L=17.9km)
右岸(L=17.9km)

ΣL=35.8km

１名

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

・・・・・・・・・・
吉井川上流出張所
TEL 0869-93-0138
FAX 0869-92-1192

第一緑地公園
5k900～6k500
左岸(L=0.6km)

ΣL=0.6km

１名
（新規）

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

ΣL=6.0km

１名

全区間
0k000～32k800
左岸(L=32.8km)
右岸(L=32.8km)

ΣL=65.6km

１名

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

・・・・・・・・・・
吉井川上流出張所
TEL 0869-93-0138
FAX 0869-92-1192

金剛川

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

ΣL=7.6km

１名
 吉井川上流出張所
TEL 0869-93-0138
FAX 0869-92-1192

大原橋～直轄管理区間上流端
16k300～17k500
左岸(L=1.2km)

ΣL=1.2km

１名
（新規）

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

ΣL=5.6km

３名

桜橋～新鶴見橋
6k700～9k500
左岸(L=2.8km)

１名

新鶴見橋～一の洗堰
　　　　　（一の荒手）

9k500～12k200
左岸(L=2.7km)
ΣL=2.7km

２名
（うち新規１名）

新鶴見橋～三野公園
9k500～12k100
右岸(L=2.6km)
ΣL=2.6km

１名
（新規）

新鶴見橋～岡北大橋
9k500～10k600
右岸(L=1.1km)

１名

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

ΣL=35.0km

１名

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

ΣL=5.0km

４名
（うち新規３名）

河口水門～沢田橋
0k000～10k100
左岸(L=10.1km)
右岸(L=10.1km)

ΣL=20.2km

１名

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

ΣL=5.4km

５名
（うち新規３名）

全区間
0k000～12k900
左岸(L=12.9km)
右岸(L=12.9km)

ΣL=25.8km

１名

平成２５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

旭川水系

旭川
旭川出張所

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

百間川

吉井川水系

吉井川

百間川出張所
TEL 086-277-7469
FAX 086-274-3218



平成２５年９月２日現在

水系名 河川名 活動区間 サポーター名 備考

平成２５年度岡山河川サポーター区間一覧表

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

ΣL=5.6km

１名

笠井堰～総社大橋
10k800～18k200
左岸(L=7.4km)
右岸(L=7.4km)
ΣL=14.8km

２名

霞橋～高梁川と
高梁川派川との

合流点
3k100～9k000
左岸(L=5.9km)
右岸(L=5.9km)
ΣL=11.8km

１名

クラレ排水樋門～潮止堰
-0k800～2k800
右岸(L=3.0km)

ΣL=3.0km

１名

全区間
0k000～26k500
左岸(L=26.5km)
右岸(L=26.5km)

ΣL=53.0km

１名

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

ΣL=5.4km

１名

全区間
0k000～7k900
左岸(L=7.9km)
右岸(L=7.9km)
ΣL=15.8km

１名

＊複数の活動区間を選択された方がいらっしゃいます

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
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平成２５年度 岡山河川サポーター募集要領

吉井川・金剛川・旭川・百間川・高梁川・小田川

国土交通省岡山河川事務所では、沿川住民の協力の下で、河川整備、河川利用または河

川環境に関する地域の要望を把握し、地域との連携を進め、あわせて河川愛護思想の普及

啓発および河川の適正な維持管理に資するために、河川サポーターを募集いたします。

１ 活動内容

サポーターはボランティアとして、日常生活の範囲内で知り得た河川に関する情報を河

川管理者に伝えていただきます。

サポーターの活動は全て任意の活動であり、定期的に巡視し、あるいはゴミの投棄等の

不法行為者等に対し直接注意、指示して是正を図る等の特別な責務や権限を有するもので

はありません。

サポーターは、以下の事柄について河川管理者に連絡してください。

① 河川環境が損なわれ、あるいは河川利用上の障害となるような事象を認めた場合

② 河川の流水や施設等について異常を発見した場合

③ 特に河川管理者に連絡することが必要と認められる場合

④ 地域の方等から河川管理、河川利用等に関する意見や要望があった場合

２ 対象の河川及び範囲（参考） 別添図参照

①吉井川・金剛川・旭川・百間川・高梁川・小田川の岡山河川事務所管理区間で活動を

希望される範囲（河川・エリア・延長等が選択出来ます）

②吉井川 西大寺エリア 西大寺大橋から雄川橋 （左・右岸各３ｋｍ）L=6km

③金剛川 金剛川水辺の 吉井川合流点から日笠川 （３ ８ｋｍ）L=5km .

（ ）楽校エリア 金剛川合流点から和気橋 左・右岸各０ ６ｋｍ．

（ ）④旭 川 後楽園エリア 桜橋から新鶴見橋 左・右岸各２ ７ｋｍL=5.4km ．

⑤旭 川 新鶴見橋上流 新鶴見橋から一の洗堰 （左岸２ ７ｋｍ）L=5.2km ．

エリア 新鶴見橋から三野公園 （右岸２ ５ｋｍ）．

（ ）⑥百間川 中流 沢田・ 米田橋から沢田橋 左・右岸各２ ５ｋｍL=5km ．

米田エリア

（ ）⑦百間川 上流 原尾島 沢田橋から中島竹田橋 左・右岸各２ ７ｋｍL=5.4km ．

エリア

（ ）⑧高梁川 総社水辺の 川辺橋から総社大橋 左・右岸各２ ８ｋｍL=5.6km ．

楽校エリア

（ ）⑨小田川 まきびさくら 宮田橋から琴弾橋 左・右岸各２ ７ｋｍL=5.4km ．

公園エリア
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３ 応募資格

次の（１）に該当する方 （できれば（２）にも該当）。

（１）河川に接する機会が多く、河川愛護に関心を持っておられる方。

ただし、未成年者の場合は保護者の同意が必要です。

（２）パソコンでメールのやりとりのできる方。

なお、事務所内の規定により応募者が暴力団や暴力団員と密接な関係にある者は応募

することができません。また、登録後に判明したときには登録を取り消す場合がありま

す。

４ 活動期間

（１）平成２５年９月２日から平成２６年８月３１日までです （１年間）。

５ 応募方法

「岡山河川サポーター募集要領 （本紙）の内容をよくお読みのうえ、応募用紙に記入」

後、平成２５年８月１９日（月）までに応募先まで郵送またはＦＡＸにて送付して下さ

い。

また、インタ－ネットでも応募が出来ます。インタ－ネットで応募される方は、岡山

河川事務所のホ－ムペ－ジ（アドレス ）にアクセスhttp://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/

。）「 」（ ）いただき（ でも検索出来ます 岡山河川サポーター募集要領 本紙岡山河川岡山河川岡山河川岡山河川

の内容を熟読の上、応募シ－トに入力し平成２５年８月１９日（月）までに送信して下

さい。

６ 応募・問合せ先

〒７００－０９１４ 岡山市北区鹿田町２丁目４番３６号

国土交通省岡山河川事務所 占用調整課

ＴＥＬ ０８６－２２３－５１９３ ＦＡＸ ０８６－２３２－４１９５

※応募されました個人情報は岡山河川サポーターに関する業務の運営のみに使用しま

す。また、個人情報保護法に基づき、適正に管理します。採用されなかった方のご応

募に伴う一切の個人情報は８月３０日（金）を以て、全て消去します。


