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記者発表資料 

これからも「魅力あるいい川づくり」に向けて 

民間団体による河川環境の保全等の活動促進として 

    肝属川水系の河川協力団体の募集を致します！ 

河川空間を主な活動の場として、自発的に河川敷の清掃などの河川環境の保全活動

に取り組む民間団体等が増えてきています。 

 「河川協力団体制度」とは、このような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河川協力団体に指定することにより、河川 

管理者と連携して活動する団体として法律上位置づけ、自発的な活動を促進し、

河川管理者である国土交通省と河川協力団体の方々と協働で、地域に親しまれ、

愛される「魅力あるいい川」をつくるためのものです。 

平成２５年度から「河川協力団体」の指定を行っており、平成 28 年 2 月 8 日現在 

で九州全体では３６団体、肝属川水系では２団体が指定を受けています。

平成２８年度も引き続き、下記募集期間で「河川協力団体」の募集を行います。 

なお、募集要項等については下記の期間内において、大隅河川国道事務所にて配布及

び、事務所ホームページ（http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi/）にて掲載致します。 

記 

○ 募集期間：平成２８年１０月１７日（月）～平成２８年１２月１６日（金） 

＜問い合わせ先＞  

国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 

電 話：０９９４－６５－２９９３（直通） 

ＦＡＸ：０９９４－６５－９６３０（直通） 

        調査第一課長   牧之内 洋一  

        専門調査員     柳  一郎  



【この資料のお問い合わせ】
福岡県福岡市博多区博多駅東2‐10‐7
国土交通省九州地方整備局 河川部 河川環境課 TEL：092‐471‐6331

■全国に先駆けて、九州の河川協力団体が結束し
「九州河川協力団体連絡会議」発足

■パートナーシップの拡充に向けた新しい取り組み

・平成25年6⽉公布の「⽔防法及び河川
法の⼀部を改正する法律」により、
「河川協⼒団体制度」が創設されま
した。

・この制度は、河川管理者である国⼟
交通省と河川協⼒団体の⽅々と協働
で、地域に親しまれ、愛される「魅
⼒あるいい川」をつくるためのもの
です。

・わたしたちといっしょに「魅⼒ある
いい川づくり」始めませんか？

 平成28年2月17日に第２回全体会が開催されました

いっしょに

「魅力あるいい川づくり」始めませんか？

河川協⼒団体による外来⽔草の除去
（緑川⽔系加勢川）

河川協⼒団体は、法⼈⼜は団体
（NPO等）からの申請内容を審査
して、国⼟交通省が指定します。
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～河川協力団体制度について～

Ｆｒｏｎｔ Ｌｉｎｅ 国土交通省 九州地方整備局

■河川協⼒団体⼀覧（H28.2.8）

1 特定⾮営利活動法⼈ 遠賀川流域住⺠の会 遠賀川 19 ⽮部川をつなぐ会 ⽮部川
2 笹尾川⽔辺の樂校運営協議会 遠賀川 20 特定⾮営利活動法⼈ ⼤川未来塾 筑後川
3 特定⾮営利活動法⼈ 直⽅川づくりの会 遠賀川 21 筑後川まるごと博物館運営委員会 筑後川
4 ⼄津川⽔辺の楽校運営協議会 ⼤野川 22 特定⾮営利活動法⼈ 筑後川流域連携倶楽部 筑後川
5 番匠川流域ネットワーク 番匠川 23 特定⾮営利活動法⼈ ひた⽔環境ネットワークセンター 筑後川
6 特定⾮営利活動法⼈ 五ヶ瀬川流域ネットワーク 五ヶ瀬川 24 特定⾮営利活動法⼈ アザメの会 松浦川
7 特定⾮営利活動法⼈ ⼤淀川流域ネットワーク ⼤淀川 25 ⾃然と暮らしを考える研究会 松浦川
8 特定⾮営利活動法⼈ 都城⼤淀川サミット ⼤淀川 26 特定⾮営利活動法⼈ 拓⽣会 本明川
9 姶良川河川愛護会 肝属川 27 特定⾮営利活動法⼈ かのやコミュニティ放送 肝属川
10 川内川流域連携ネットワーク 川内川 28 球磨川ツクシイバラの会 球磨川
11 特定⾮営利活動法⼈ バイオマスワークあったらし会 川内川 29 菊池川流域連携会議 菊池川
12 特定⾮営利活動法⼈ ひっ翔べ！奥さつま探検隊 川内川 30 ⼀般社団法⼈ 北部九州河川利⽤協会 ⽮部川、筑後川、

嘉瀬川

13 特定⾮営利活動法⼈ ⽔と地球 川内川 31 特定⾮営利活動法⼈ 下筌ダム湖と森の会 筑後川
14 次世代のためにがんばろ会 球磨川 32 ⽥川ふるさと川づくり交流会 遠賀川
15 加勢川開発研究会 緑川 33 特定⾮営利活動法⼈ 耶⾺溪の⾃然と景観を守る会 ⼭国川
16 特定⾮営利活動法⼈ 天明⽔の会 緑川 34 特定⾮営利活動法⼈ レスキュー・サポート九州 ⼭国川
17 特定⾮営利活動法⼈ みずのとらベル隊 緑川 35 菊池川育てネット 菊池川
18 特定⾮営利活動法⼈ ⽩川流域リバーネットワーク ⽩川 36 松原ダム湖⾯環境推進委員会 筑後川

No. 団体等名 No.⽔系名 ⽔系名団体等名

河川の管理を通じて、豊かで活⼒ある地域社会の実現に
向けて、九州管内各流域における河川協⼒団体が、河川管
理に関して、情報の共有、発信及び提⾔を⾏います。



河川協⼒団体の取り組み 〜 制度の仕組みと活動事例 〜

■河川協力団体の主な活動内容
河川協⼒団体は、１〜４のような活動に取り組んでいます。

河川の維持及び河川環境整備等に取り組んでいます

河川敷清掃 ビオトープの整備

水辺に関する情報又は資料の収集及び提供に取り組んで
います

船による河岸の情報収集等 シンポジウムの開催

河川管理・環境等に関する調査研究等に取り組んでいま
す

外来種調査 ⿃類調査
河川防災情報・安全利用等に関する知識の普及及び啓
発活動等に取り組んでいます

マイ防災マップづくり 安全利⽤講習

■河川協力団体の活動事例（緑川水系加勢川：熊本県）

河川協⼒団体の活動事例を紹介します。

※外来⽔草
加勢川では、主にブラジルチ
ドメグサ、ナガエツルノゲイ
トウ、ボタンウキクサなどが
確認されています。

加勢川で指定された河川協⼒団体は、河
川清掃など地域において様々な取り組み
をされており、河川協⼒団体と河川管理
者が連携して、外来⽔草※の対策を進め
ています。

外来⽔草の除去

外来⽔草の除去活動を
通じて、⽣態系を守る
ことの⼤切さを伝える
活動にも取り組んでい
ます。

これらの活動は、地域
住⺠やボランティア団
体との交流、次世代を
担う⼦供たちへの環境
教育などにつながって
います。

※掲載の写真はイメージです。

ボランティア団体への外来⽔草
に関する説明のようす

⼦どもたちへの外来⽔草
に関する説明のようす

カヌー教室参加者への外来⽔草に関する説明のようす

外来⽔草が繁茂すると⽣態系への影響が⼼
配されます。加勢川ではナガエツルノゲイ
トウをはじめとする外来⽔草※が異常繁茂
しており、⽣態系を守るため、これらの除
去活動に取り組んでいます。

加勢川の⽔⾯に
繁茂する外来⽔草

ナガエツルノゲイトウ



  

 

■肝属川水系河川協力団体の主な活動内容（平成２７年度） 

 

 

肝属川水系河川協力団体 

姶良川河川愛護会 （平成 26 年 3 月 31 日指定） 

 

 

 

 

・姶良川クリーン作戦 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・河川愛護の図画・作文コンクール  

   

 

 

 

 

 

 



  

     

 

■肝属川水系河川協力団体の主な活動内容（平成２７年度） 

 

肝属川水系河川協力団体 

特定非営利活動法人かのやコミュニティ放送 

（平成２７年３月３１日指定） 

 

 

 

・肝属川清掃活動 藻
も

っとる作戦！ 
  

 
 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も 

※｢カワイイ project」として鹿屋市の鹿屋小学校前の河川清掃を実施 
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