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鳥取市政記者クラブ

千代川の河道内樹木伐採の希望者を募集します。
～伐採樹木を無償でお持ち帰りいただけます～

（薪、園芸等の材料、きのこ栽培などに使用してみませんか？）

国土交通省 鳥取河川国道事務所ではさらなる伐採コストの縮減及び木材資源の有効活
用を目的に、平成２２年度より河川管理者が伐採予定の千代川の河川内樹木について、
公募により募った希望者に伐採していただき、その伐木を無償で持ち帰って頂く試みを
実施しています。昨年度の取り組みでは 組の伐採希望があり、 万円（伐採・運搬15 130
・ 処分）のコスト縮減を行うことが出来ており、今年度も引き続き樹木伐採の希望者
の募集を実施することとしました。

公募内容については下記のとおりです。

記

■公募期間 平成２４年１０月 １日（月）～１０月３１日（水）
■公募内容 伐採場所：鳥取市古市 地先

伐採面積：１区画400m2程度（合計２４区画程度）
※お一人につき応募区画数は１区画を予定しています。

■応募資格 個人、法人、地方自治体など特に制限はありませんが、
鳥取県内にお住まいの方。

■申込方法 応募用紙に必要事項を記入のうえ、下記の問い合わせ窓口
へ郵便・ＦＡＸ・メールにて送付いただくか、ご持参ください。
応募用紙・詳細については、鳥取河川国道事務所のホーム
ページをご覧下さい。

■伐採時期 平成２４年１２月１日（土）～１２月２５日（火）

■ ○〒680-0803 鳥取市田園町4丁目400番地お問い合わせ窓口
国土交通省 鳥取河川国道事務所 工務第一課（受付：平日の 時～ 時）9 17
TEL：0857-22-8435 FAX：0857-29-1859

info-tottori@cgr.mlit.go.jpメールアドレス：
○〒680-0904 鳥取市晩稲40-2

国土交通省 鳥取河川国道事務所 千代水出張所
TEL：0857-28-6229 FAX：0857-31-2517

問い合わせ先
国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所

いぬやま ただし

【 担 当 】 副 所 長 犬山 正
いわた まなぶ

工務第一課長 岩田 学

ＴＥＬ （０８５７）－２２－８４３５（代表）
ＦＡＸ （０８５７）－２９－１８１９
鳥取河川国道事務所ホームページアドレス

http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/



樹木の伐採を希望する方を募集しています！

■公募期間：平成２４年１０月１日（月）～１０月３１日（水）
応募資格：鳥取県内に在住の方
応募方法：応募用紙に必要事項を記入のうえ、郵便・FAX・メール

にて送付いただくか、窓口へご持参下さい。
※応募用紙はホームページからダウンロードしていただくか、事務所又は出張所にて配布します。

■主な樹木
ヤナギ・クルミ・ネムノキなど。（ほとんどがヤナギです。）

～伐採樹木は無償でお持ち帰りいただけます～

薪、園芸等の材料、きのこ栽培に使用してみませんか？

■応募・問い合わせ窓口
○国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 工務第一課

〒680-0803 鳥取市田園町4-400 TEL：0857-22-8435 FAX：0857-29-1859

○国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 千代水出張所
〒680-0904 鳥取市晩稲40-2 TEL：0857-28-6229 FAX：0857-31-2517

鳥取市古市 地先

千代川では、平成22年度より更なる伐採コストの縮減および木材資源の

有効活用を目的に、河川管理者が伐採予定の千代川の河川内樹木について、
公募により募った希望者に伐採していただき、その伐木を無償で持ち帰って
いただく取り組みを実施しています。

昨年度の樹木の伐採状況
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公   募 

千代川の河道内樹木伐採の希望者を公募します。 

【伐採樹木を無償でお持ち帰りいただけます。】 

 

平成 ２４年 １０月 １日 

 

中国地方整備局 

                             鳥取河川国道事務所長 

 

１．目 的 

千代川の河川内にはヤナギ等の樹木が繁茂しており、洪水時に流れの妨げとなったり、

さらには倒れた樹木が下流の橋等に引っかかり洪水をせき上げたりするなど、治水上の問

題となっております。また、河川巡視の際の妨げとなったり、ゴミの不法投棄を誘発する

要因となったりするなど、河川管理上の障害にもなっています。 

 このため、鳥取河川国道事務所では計画的に河川内の樹木伐採を行っていますが、厳し

い予算状況の中で必ずしも十分な対応が出来ているとは言えない状況です。 

 千代川では平成２２年度より、さらなる伐採コストの縮減及び木材資源の有効活用を目

的に、河川管理者が伐採予定の千代川の河川内樹木について、公募により募った希望者に

伐採していただき、その伐木を無償で持ち帰って頂く試みを実施しており、今年度も実施

いたします。 

 

 

２．対象場所 

 お一人につき応募区画数は１区画 400m2 程度を予定しています。 

なお、区画数については、応募状況を踏まえ、可能ならば増加の可能性もあります。 

場所は別紙位置図に示す箇所を予定していますが、現地の状況等により変更する場合が

あります。※別紙、現場の位置図あり。 

 

 

 場所：鳥取市古市 地先 

（千代大橋から上流の千代川右岸河川敷） 

 伐採面積：１区画 400m2 程度の区画を計 24 区画程度 

現地に関する問合せ先：鳥取河川国道事務所 千代水出張所 

              〒680-0904 鳥取市晩稲 40-2 

電話(0857)28-6229  ＦＡＸ(0857)31-2517 

 

 

＜別添－１＞



３．伐採対象樹木 

 基本的に区域内の樹木としますが、「この木は野鳥保護のため伐採しないように」との明

示がある樹木については対象外としますので、決して伐採しないようにお願いします。 

 

 

４．現地状況 

・樹木の状況：ヤナギ、クルミ、ネムノキ（ほとんどがヤナギ）を主とする樹林で、    

胸高直径 5cm～20cm 程度のものが多く、１区画内に 10～20 本程度生えて

います。 

・運 搬 路：伐採箇所まで軽トラック程度の車両の進入が可能です。 

 

 

５．伐採条件 

 全ての箇所において、以下の条件に従って実施してください。 

 

（１）実施内容、費用等の負担 

  伐採、搬出について要する費用、労力等は、全て伐採を認められた応募者（以下「伐

採資格者」という）の負担とします。伐採した樹木は無償で持ち帰ることが出来ます。 

  なお、枝については伐採資格者が持ち帰りを希望しない場合は、一箇所に集積して頂

き、河川管理者が処分を行います。 

 

（２）第三者への危害の防止及び賠償責任 

  作業に伴い、堤防天端道路等の河川利用者、民地所有者、占用者及び他区画の伐採資

格者等へ危害を及ぼさないよう安全な方法で実施するものとし、万一危害を及ぼしたと

きは伐採資格者が賠償責任を負うものとします。 

 

（３）伐採時期 

  公募期間終了後速やかに伐採資格者を選定し通知しますので、所要の手続等が完了後、

各自の区画について平成２４年１２月１日（土）～平成２４年１２月２５日（火）の期

間内に実施して頂きます。 

具体的な日程等は、千代水出張所と協議して頂きます。 

 

 

（４）伐採実施時間 

  ８時から１７時とします。土日祝日も可能です。但し、出水により伐採箇所が冠水す

る恐れがある場合、その他の理由により河川管理者から指示があった場合は作業できま

せん。 

 

 

 



（５）その他 

  １）事故等が発生した場合、または、第三者に損害を及ぼした場合、苦情等を受けた

場合は速やかに、伐採資格者自らが適切な対応を行うこと。その対応後、速やかに

千代水出張所へ報告してください。  

  ２）河川管理施設を損傷させないように注意し、損傷した場合には指示に従い原形 

復旧していただきます。 

  ３）ゴミ等は出さないものとし、作業後の後片付け、清掃は入念に行い河川美化に  

努めてください。 

  ４）伐採箇所以外の民地、占用地には立ち入らないでください。 

  ５）伐採後持ち帰る木材については、個人の所有物とし、使用にあたっては廃棄物 

処理法等の諸法令を遵守し、責任をもって処理してください。 

 

 

６．応募資格 

 個人、法人、地方自治体など特に制限はありませんが、鳥取県内に住所を有する方に  

限ります。 

 

７．応募者多数の場合の伐採資格者の決定方法 

 公共機関または公益的事業を目的とする団体等を優先し、その他については原則として 

鳥取河川国道事務所が抽選を行い、区画の割り当てを含めて公平に決定し、速やかに伐採

資格者へ通知します。抽選結果について不服申し立ては認められません。 

 

 

８．申し込み方法 

 別紙－１「応募用紙」に必要事項を記載し、応募受付期限までに下記へ提出してくださ

い（郵送、ＦＡＸ、メール、持参可）。 

 応募者には、簡単な別紙「アンケート」への協力をお願いしたく、応募用紙と併せて提

出してください。 

 ＊応募者の個人情報は伐採資格者の選定通知など、当公募に係る事務のみに使用します。 

 

 （１）応募受付期間：平成２４年１０月 １日（月）から平成２４年１０月３１日（水） 

           なお、持参する場合は平日の 9時 00 から 17 時 00 までとする。 

 

（２）応募受付場所：中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 工務第一課 

              〒680-0803 鳥取市田園町 4丁目 400 番地 

電話(0857)22-8435  ＦＡＸ(0857)29-1859 

 

中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 千代水出張所 

               〒680-0904 鳥取市晩稲 40-2 

電話(0857)28-6229  ＦＡＸ(0857)31-2517 



９．その他 

・ 応募者はやむを得ない事由が発生した場合はいつでも取り下げの申し出が可能です。 

・ 伐採資格者を通知した以後において、伐採資格者に河川管理上好ましくない行為が 

あった場合には、許可を取り消す場合があり、その際には伐採資格者が伐採のために

それまでに負担した費用の補償はしません。また、伐採資格者に原形復旧等の措置を

求める場合があります。 

・ 公募後に生じた事情により、公募手続の進行状況の如何に関わらず中止する場合があ 

ります。 

 ・伐木資格者の方が、伐木されなかった木があった場合は、国土交通省で伐木をします。 

  後日、ご希望の方に無料で配布する予定です。 

  



鳥取市古市 地先

進入路

別添 位置図

伐採箇所

進入路
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＜別紙－１＞

住　所

氏　名

代表者

電話番号：
 Ｆ Ａ Ｘ：
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

平成２４年１２月　　日から平成２４年１２月　　日まで
            ４．伐採作業をする期間

            １．伐採木の使用目的

　平成２４年１０月　１日付けで公募されました、千代川の河川敷地内における

平成　　　年　　　月　　　日　

　中国地方整備局
　　鳥取河川国道事務所長　殿

　応 　募 　用 　紙

※アンケート用紙と合わせて提出いただきますようご協力お願いします。

            ２．応募者の連絡先

樹木伐採について応募します。



　※選択肢があるものは番号に○を、それ以外の回答は（　　　　　　　)内へ具体的に記入して下さい。

　　　　①初めて　　②前回も応募した　　③知らなかった

　　　　①ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ　　②新聞記事　　③自治体広報　　④口コミ　　⑤その他(　　　　　　)

　　　　①材木が欲しい　　②治水目的に協力したい　　③環境を良くしたい　　④その他(　　　　　　)

　　　　①薪　　②キノコ栽培　　③ガーデニング　　④建材　　⑤その他(　　　　　　)

　　　　①自分、家族　　②業者に頼む　　③その他(　　　　　　)

　　　　①材木量として軽トラック(　　　　　　　　)台分くらい　　②その他(　　　　　　)

　　　　①ヤナギ類　　②ウルシ類　　③竹類　　④なんでもよい　　⑤その他(　　　　　　)

　　　　・幹の太さ　：　①５ｃｍ程度　　②１０ｃｍ程度　　③２０ｃｍ程度　　④その他(　　　　　)ｃｍ程度

【記入者名　　　　　　　　　　　　　　　】

※アンケートの内容は今後の公募伐木にあたっての参考資料のために使用し、
　 その他の目的には使用いたしません。

千代川の河道内樹木伐採者公募に関するアンケート

問２

問３

　◎応募の目的は何ですか？

　◎公募についてどのように知りましたか？

問１

　◎今回の応募は初めてですか。

　◎希望する樹木の種類は何ですか？

　◎伐木の利用目的は何ですか？

問５

　◎どのくらいの材木が欲しいですか？

問７

ご協力ありがとうございました。

　◎実際に伐採作業を行うのはどなたを予定していますか？

　その他、ご意見等がございましたらなんでも自由にお書き下さい。

問９

問８

　◎対象樹木の大きさはどの程度が適当ですか？

問６

問４
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