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「河川協力団体」を新たに３団体指定
～総勢２２団体が河川の維持、河川環境の保全等の活動を実施します～

件名

お知らせ内容
北海道開発局では、河川協力団体制度※による「河川協力団体」の本年度の募集を行って
いましたが、この度、下記の３団体から応募いただき、申請資格などの審査を行った結果、
３団体全てを、平成２８年３月１１日付けで河川協力団体として指定しました。
これにより、既に指定されている１９団体と合わせて、総勢２２団体が河川の維持、河川
環境の保全等の活動を実施することとなります。
記
【今回新たに指定した３団体】
・ネイチャー研究会ｉｎむかわ（むかわ町）
・十勝川中流部市民協働会議（帯広市）
・特定非営利活動法人

帯広ＮＰＯ２８サポートセンター（帯広市）

活動を行う区間は別紙のとおり
※河川協力団体制度は、河川法の一部改正（平成２５年６月）により創設され、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ＮＰＯ等の民間団体が、河川管理者か
ら「河川協力団体」として指定された場合、活動に必要な許可の簡素化や情報の提供等の
支援を受けることができます。
河川協力団体制度の詳細、指定状況等は、北海道開発局のＨＰ
「河川協力団体制度について」
（http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_kasen/kyoryoku/index.html）に
掲載しています。
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代表電話
０１１-７０９-２３１１
（内線５２９４）
０１１-７０９-２３１１
（内線５３１８）

別紙
河川協力団体の指定内容（今回の指定）

指定番号

国（北海道開発局）第２０号

・法人等の名称
ネイチャー研究会ｉｎむかわ
・住所、事務所の所在地
北海道勇払郡むかわ町福住３丁目１４４
・業務を行う河川の区間
鵡川水鵡川

指定番号

河口付近（KP0.0）から鵡川鉄道橋付近（KP2.0）

国（北海道開発局）第２１号

・法人等の名称
十勝川中流部市民協働会議
・住所、事務所の所在地
北海道帯広市稲田町西２線１１番地

帯広畜産大学内

・業務を行う河川の区間
十勝川水系十勝川

千代田新水路付近（KP42.0）から
すずらん大橋付近（KP58.0）

指定番号

国（北海道開発局）第２２号

・法人等の名称
特定非営利活動法人

帯広ＮＰＯ２８サポートセンター

・住所、事務所の所在地
北海道帯広市西１条南２８丁目４番地
・業務を行う河川の区間
十勝川水系札内川

帯広川合流点付近（KP2.8）から札内橋付近（KP4.0）

十勝川水系帯広川

札内川合流点付近（KP0.0）から鎮（しずめ）橋付近（KP2.5）

河川協力団体の指定状況

15 NPO法人 天塩川を清流にする会
15.NPO法人

1.赤平ラブ・リバー推進協会
9.株式会社 協和コンサルタント
10.NPO法人 グラウンドワーク西神楽
14.NPO法人
O法人 常呂川自然学校

16.ルルモッペ河川愛護の会
ペ河川愛護 会
6.NPO法人 まち・川づくりサポートセンター
3.石狩川下覧櫂
7.NPO法人 山のない北村の輝き
2.幾春別川をよくする市民の会
4.公益財団法人 河川財団

12.釧路・リバー・プロテクション21の会

17.NPO法人 しりべつリバーネット

21.十勝川中流部市民協働会議
13.NPO法人 十勝多自然ネット
22.NPO法人 帯広NPO28サポートセンター

8.NPO法人 後志利別川清流保護の会

11.NPO法人 沙流川愛クラブ
20.ネイチャー研究会ｉｎむかわ
13水系
水系

18 河川愛護団体 リバーネット21ながぬま
18.河川愛護団体
19.NPO法人 ふらっと南幌

5.栗山町ハサンベツ里山計画実行委員会

夕張川：自然体験学習

直轄

黒：H25、26年度指定
赤：H27年度指定

河川協力団体の活動状況（事例紹介）

十勝川：河川清掃

補助

幾春別川：樹木剪定作業

釧路川：稚魚放流

河川協力団体
水防法及び河川法の一部改正
平成２５年６月に河川法の一部が改正され、河川協力団体制度が創設されまし
た。

「河川協力団体」制度とは？
河川協力団体制度とは、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NPO等の民間団体を支援するものです。
河川協力団体としての活動を適正かつ確実に行うことができると認められる
法人等が対象となり、河川管理者に対して申請を行います。申請を受けた河川
管理者は、適正な審査の上、河川協力団体として指定します。

河川協力団体の主な活動
①河川管理者に協力して行う河川工事
又は河川の維持

河川敷清掃

ビオトープの整備

③河川の管理に関する調査研究

外来種調査

⑤上記に附帯する活動

鳥類調査

②河川の管理に関する情報又は資料
の収集及び提供

船による監視

シンポジウムの開催

④河川の管理に関する知識の普及及
び啓発

マイ防災マップづくり

安全利用講習

河川協力団体に指定されると？
◆法律上に規定されている河川協力団体として指定されることになります。
◆許可の簡素化
河川協力団体が活動するために必要となる河川法上の許可※等について、
河川管理者との協議をもって足りることとなります。
※・工事等の実施の承認（河川法第２０条）
・土地の占用の許可（河川法第２４条）
・土石以外の河川産出物の採取の許可（河川法第２５条後段）
・工作物の新設等の許可（河川法第２６条第１項）
・土地の掘削等の許可（河川法第２７条第１項）
・権利の譲渡の承認（河川法第３４条第１項（第２４条及び第２５条後
段の許可に係る部分に限る））
◆当該活動に関して、必要となる情報の提供等を河川管理者から受けられま
す。
◆河川管理者が必要と認める場合、河川管理施設の維持、除草等の委託を受け
ることも可能となります。委託先については、公募等の適正な手続きを経て
選定を行う予定です。

河川協力団体の指定までの主な流れ
河川管理者が募集を行います

申 請

申請書類を確認・審査を行います

審査結果を公表するとともに、
申請者へお知らせします

【主な審査内容】
１．申請の資格について
２．活動の実績について
（継続性、公共性、活動姿勢）
３．活動の実施計画審査
（実効性、貢献度、協調性）

河川管理区間と担当する開発建設部
河川協力団体の募集等は、北海道開発局が管理する河川管理区間 と（本川及
河川協力団体の募集等は、北海道開発局が管理する河川管理区間ごと（本川及
び支川）に、開発建設部が担当しています。
河川管理区間

開発建設部

ホームページURL

問合せ先・電話番号

石狩川下流等※１

札幌開発建設部

http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/

河川計画課
０１１ ６１１ ０３２９
０１１－６１１－０３２９

石狩川上流等※１

旭川開発建設部

http://www.as.hkd.mlit.go.jp/

治水課
０１６６－３２－４２４５

後志利別川

函館開発建設部

http://www.hk.hkd.mlit.go.jp/

工務課
０１３８－４２－７６０４

尻別川

小樽開発建設部

http://www.ot.hkd.mlit.go.jp/

工務課
０１３４－２３－５１９５

天塩川上流等※２

旭川開発建設部

http://www.as.hkd.mlit.go.jp/

治水課
０１６６－３２－４２４５

天塩川下流等※２

留萌開発建設部

http://www.rm.hkd.mlit.go.jp/

治水課
０１６４－４３－５５１５

鵡川

室蘭開発建設部

http://www.mr.hkd.mlit.go.jp/

治水課
０１４３－２５－７０４５

沙流川

室蘭開発建設部

http://www.mr.hkd.mlit.go.jp/

治水課
０１４３－２５－７０４５

釧路川

釧路開発建設部

http://www.ks.hkd.mlit.go.jp/

治水課
０１５４ ２４ ７２５０
０１５４－２４－７２５０

十勝川

帯広開発建設部

http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/

治水課
０１５５－２４－４１０５

網走川

網走開発建設部

http://www.ab.hkd.mlit.go.jp/

治水課
０１５２－４４－６４４５

湧別川

網走開発建設部

htt //
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治水課
０１５２－４４－６４４５

渚滑川

網走開発建設部

http://www.ab.hkd.mlit.go.jp/

治水課
０１５２－４４－６４４５

常呂川

網走開発建設部

http://www.ab.hkd.mlit.go.jp/

治水課
０１５２－４４－６４４５

留萌川

留萌開発建設部

http://www.rm.hkd.mlit.go.jp/

治水課
０１６４－４３－５５１５

※１
※２

石狩川の上下流の境：神居古潭付近（石狩川KP137付近）
天塩川の上下流の境：天塩町と幌延町の市町村界（天塩川KP46.8付近）

