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現行 改正案 解説 

 

淀川管内河川レンジャー（試行）運営要領 
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淀川管内河川レンジャー（試行）運営要領 

 

凡例 赤字：変更箇所 

 

 

※変更は第３章、第６章、第７章、第１１章のみ 

 

 

 

第３章 河川レンジャー及びセンター河川レンジャー 

 

（定義） 

第１７条 河川レンジャーは、第７条に規定する役割を担

う個人をいう。 

２ センター河川レンジャーは、第７条に規定する役

割のほか、淀川管内河川レンジャーとの連絡調整や

淀川管内河川レンジャーに関する広報を担う個人を

いう。 

３ 河川レンジャーは、自身の主な活動範囲を管轄す

る運営会議に所属するものとする。 

４ 河川レンジャーの名称は、「○○管内河川レンジャ

ー」とし、「○○」には第１８条に規定する担当出張

所の名称を記載するものとする。 

  

（担当出張所） 

第１８条 前条第３項の規定により配属された河川レンジ
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現行 改正案 解説 

ャーの担当出張所は、河川レンジャーの主な活動範

囲を管轄する出張所とする。 

（人員） 

第１９条 河川レンジャーの人員は、出張所ごとに若干名

とする。 

２ センター河川レンジャーの人員は、若干名とする。 

  

（任命基準） 

第２０条 河川レンジャーは、第１０条に規定する任命基

準のほか、次の各号に掲げる条件を満たしている者

から任命しなければならないものとする。 

（１）満１８歳以上満７４歳以下の者であること。 

（２）講座の受講を修了し、プレゼンテーションを実

施し、代表者会議から河川レンジャーとして推

薦されている者であること。 

  

（活動内容） 

第２１条 河川レンジャーは、活動を通して、第１１条に

掲げる活動のほか、河川レンジャーとしてふさわし

い活動を運営会議に提案することが出来る。 

２ センター河川レンジャーは、第１１条に掲げる活

動のほか、淀川管内河川レンジャーの人材発掘、総

括的活動及び淀川管内河川レンジャーの活動支援を

行うものとする。 

  

（審査及び推薦） 

第２２条 代表者会議は、講座の受講を修了し、河川レン

ジャーの審査を申請し、プレゼンテーションを実施

した者を対象として、別途定める「淀川管内河川レ

ンジャー（試行）審査要領」（以下「審査要領」とい

う。）に基づき、公平中立な立場で審査を行い、河川

レンジャーとして推薦する者を決定するものとす

る。 

２ 代表者会議は、前項の規定により河川レンジャー

として推薦する者を決定したときは、該当する運営

会議に推薦するものとする。 

  

（任命） 

第２３条 運営会議は、前条第２項の規定により河川レン

ジャーの推薦を受けたときは、河川レンジャーとし

て任命するものとする。 
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現行 改正案 解説 

２ 運営会議は、前項の任命を行ったときは、事務所

長及び代表者会議に報告するものとする。 

３ センター河川レンジャーは、第４条に規定する運

営業務の受託者（以下「運営業務受託者」という。）

が選出し、事務所長が任命する。事務所長は、セン

ター河川レンジャーを任命したときは、代表者会議

及び各運営会議並びに専門家会議に報告する。 

（解任及び辞任） 

第２４条 運営会議は、河川レンジャーが第１２条第２項

の規定に該当するときは、審議を行い、当該河川レ

ンジャーを解任するための提案を事務所長に対して

行うことができるものとする。 

２ 事務所長は、前項の提案を受けたときは、解任の

理由が妥当であると認めるときは、解任のための提

案を承認するものとする。 

３ 運営会議は、前項の承認後に、当該河川レンジャ

ーを解任するものとする。 

４ 運営会議は、河川レンジャーから辞任の申し出を

受けた場合は、事務所長の了承を得て、当該河川レ

ンジャーの辞任を了承する。 

５ 運営会議は、第３項の解任又は第４項の辞任の了

承を行ったときは、代表者会議及び専門家会議に報

告するものとする。 

６ 運営会議は、第１項の規定に基づく提案を行うと

きは、事前に当該河川レンジャーに対して、不服申

し立てによる弁明の機会を与えなければならない。 

  

（任期） 

第２５条 新任の河川レンジャーは、任命から１年を達し

た日以後における最初の３月３１日までを任期と

し、これを試行期間とする。 

２ 再任の河川レンジャーは、再任された年の４月１

日から翌々年の３月３１日までの２年間を任期とす

る。 

３ センター河川レンジャーの任期は定めないものと

する。 

４ 事務所長は、任期満了により退任する河川レンジ

ャーに対し、その貢献を讃えるため、感謝状を贈呈

する。 
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（再任） 

第２６条 河川レンジャーは、２回を越えて再任されない。

ただし、満８０歳以下の者であって、次の各号のい

ずれかに該当すると認められるときは、１回に限り

特例として再任されることができる。（以下「特例再

任」という。） 

（１）地域住民との意見交換を通じて河川との関わり

を定着させる役割を担っている者又は担うこと

が十分に期待できる者 

（２）所属する運営会議において、他に同等の活動を

担う河川レンジャーが存在していない者で継続

することが不可欠な活動を行っている者 

（３）河川レンジャー全体の運営に尽力している者又

は尽力していただく必要がある者 

２ 運営会議事務局は、試行期間及び１回目の任期が

満了となる河川レンジャーに対して、任期が満了と

なる年の１月末日までに再任の意志を確認しなけれ

ばならない。 

３ 運営会議事務局は、２回目の任期が満了となる河

川レンジャーに対して、任期が満了となる年の前年

の９月末日までに特例再任を受諾する意志の有無を

確認しなければならない。 

４ １回目の再任の意志が認められた新任の河川レン

ジャーは、運営会議において試行期間の活動状況か

ら、継続が妥当であると認められたときは再任する。 

５ ２回目の再任の意志が認められた河川レンジャー

は、運営会議において再任の可否の審査を行い再任

が決定したときは再任する。 

６ 特例再任は、特例再任を受諾する意志が認められ

た河川レンジャーを対象として、運営会議が特例再

任の必要性を審議したうえで推薦する者及び事務所

長が推薦する者を決定し、代表者会議において特例

再任の可否の審査及び特例再任の決定を行い、その

議に基づき、運営会議が行うものとする。 

７ 前項の推薦は、各運営会議から１名、事務所長か

ら５名を限度とする。 

８ 運営会議は、再任を行ったときは、事務所長及び

代表者会議並びに専門家会議に報告するものとす

る。 

（再任） 

第２６条 河川レンジャーは、２回を越えて再任されない。

ただし、満８０歳以下の者であって、次の各号のい

ずれかに該当すると認められるときは、１回に限り

特例として再任されることができる。（以下「特例再

任」という。） 

（１）地域住民との意見交換を通じて河川との関わり

を定着させる役割を担っている者又は担うこと

が十分に期待できる者 

（２）所属する運営会議において、他に同等の活動を

担う河川レンジャーが存在していない者で継続

することが不可欠な活動を行っている者 

（３）河川レンジャー全体の運営に尽力している者又

は尽力していただく必要がある者 

２ 運営会議事務局は、試行期間及び１回目の任期が

満了となる河川レンジャーに対して、任期が満了と

なる年の１月末日までに再任の意志を確認しなけれ

ばならない。 

３ 運営会議事務局は、２回目の任期が満了となる河

川レンジャーに対して、任期が満了となる年の前年

の９月末日までに特例再任を受諾する意志の有無を

確認しなければならない。 

４ １回目の再任の意志が認められた新任の河川レン

ジャーは、運営会議において試行期間の活動状況か

ら、継続が妥当であると認められたときは再任する。 

４ 代表者会議は、１回目の再任の意思が認められ、

プレゼンテーションを実施した河川レンジャーを対

象として、別途定める「淀川管内河川レンジャー（試

行）再任（１回目）審査要領」（以下「再任（１回目）

審査要領」という。）に基づき審査を行い、再任の可

否を決定するものとする。 

５ 代表者会議は、前項の規定により河川レンジャー

に再任する者を決定したときは、該当する運営会議

に通知するものとする。 

６ 運営会議は、前項の通知を受けたときは、河川レ

ンジャーに再任するものとする。 

５ ２回目の再任の意志が認められた河川レンジャー

は、運営会議において再任の可否の審査を行い再任

が決定したときは再任する。 

７ 運営会議は、２回目の再任の意志が認められた河

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 26 条第 4～6 項】 

試行河川レンジャーの再任を審査する方法

や基準等を定めた「再任（１回目）審査要領」

の策定に伴い、該当する条文の修正及び追加を

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 26 条第 7 項】 

1 期目を終えた河川レンジャーの再任を審査
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現行 改正案 解説 

川レンジャーを対象として、別途定める「淀川管内

河川レンジャー（試行）再任（２回目）審査要領」（以

下「再任（２回目）審査要領」という。）に基づき再

任の可否の審査を行い、再任が決定したときは再任

する。 

６８ 特例再任は、特例再任を受諾する意志が認めら

れた河川レンジャーを対象として、運営会議が特例

再任の必要性を審議したうえで推薦する者及び事務

所長が推薦する者を決定し、代表者会議において特

例再任の可否の審査及び特例再任の決定を行い、そ

の議に基づき、運営会議が行うものとする。 

７９ 前項の推薦は、各運営会議から１名、事務所長

から５名を限度とする。 

８１０ 運営会議は、再任を行ったときは、事務所長

及び代表者会議並びに専門家会議に報告するものと

する。 

する方法や基準等について、これまでの内規を

「再任（２回目）審査要領」として要領化を行

ったことから、当該条文を修正します。 

 

 

（年間活動計画の作成・提出・決定） 

第２７条 河川レンジャーは、年度ごとの年間活動計画を

作成し、活動前年度の１月末日までに担当出張所長

に提出しなければならない。ただし、特例再任とな

る河川レンジャーは、活動前年度の２月中旬までに

担当出張所長に提出しなければならない。 

２ 担当出張所長は、前項の年間活動計画を確認し、

事務所長への報告を経て、運営会議に提出するもの

とする。 

３ 河川レンジャーは、前項の規定により年間活動計

画が提出されるときは、運営会議に出席し、説明し

なければならない。 

４ 運営会議は、第２項の規定により提出を受けた年

間活動計画の内容を評価し、年間活動計画を決定す

るものとする。ただし、河川レンジャーがやむを得

ず出席できないときは、運営会議が年間活動計画の

取り扱いを決定するものとする。 

５ 河川レンジャーは、第４項の規定により決定した

年間活動計画を必要に応じて変更することができる

ものとする。ただし、年間活動計画（変更）を担当

出張所長に提出し、事前に承諾を得て、事後に運営

会議の承認を得るものとする。 
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現行 改正案 解説 

（活動報告） 

第２８条 河川レンジャーは、河川レンジャーとしての活

動目的に対する進捗状況、活動の内容、経過及び結

果等を運営会議に報告しなければならない。また、

必要に応じて代表者会議にも報告しなければならな

い。 

２ 河川レンジャーは、運営細則に基づき、活動日誌

を担当出張所長に提出しなければならない。 

  

（活動費等） 

第２９条 河川レンジャーの活動費は月払いとし、次の各

号に掲げる活動及び実施月を対象として支給するも

のとする。 

（１）第２７条の規定により運営会議で決定及び事後

承認された年間活動計画に基づく活動に対し、

主要な活動成果として根幹をなす活動が実施さ

れた月に支給する。 

（２）講座の企画・運営への参画に対し、講座が開催

された月に支給する。 

（３）河川レンジャー全体で取り組む行事等の企画・

運営への参画に対し、行事等が開催された月に

支給する。 

（４）その他必要と認められる活動 

２ 河川レンジャーの交通費は、次の各号に掲げる活

動等に対して支給するものとする。 

（１）第２７条の規定により運営会議で決定及び事後

承認された年間活動計画に基づく活動に係わる

活動を実施したとき。ただし、主要な活動成果

として根幹をなす活動を実施したときはこの限

りでない。 

（２）他の河川レンジャーの活動に講師又はスタッフ

として協力したとき。 

（３）代表者会議、運営会議、レンジャー会議、河川

レンジャー実行委員会、部会、講座及び研修に

出席したとき。 

（４）その他必要と認められるとき。 

３ センター河川レンジャーの報酬は、運営業務受託

者の定めによるものとする。 

４ 河川レンジャーは、第１０条及び第２０条に定め

られた任命基準を満たしていないことが発覚したと
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現行 改正案 解説 

き又は第１２条第２項第２号及び同条同項第４号か

ら第６号に定められた解任事項への抵触が発覚した

ときは、その行為がなされた日の属する月以後に支

給を受けた活動費を全額返却しなければならない。 

５ 活動費及び交通費等の詳細は、運営細則の規定に

よるものとする。 

（経費及び活動費等の支払い） 

第３０条 第５条第１項に規定する経費、前条第１項に規

定する活動費及び前条第２項に規定する交通費は、

運営細則に基づいて運営業務受託者から河川レンジ

ャーに支払われるものとする。 

２ センター河川レンジャーの報酬及び交通費等は、

運営業務受託者の定めによって支払われるものとす

る。 

  

 

第６章 淀川管内河川レンジャー代表者会議 

 

（代表者会議の役割） 

第５０条 代表者会議は、運営会議及びレンジャー会議が

活力ある組織として力を発揮でき、淀川管内河川レ

ンジャーを定着させ、発展させるよう、淀川管内河

川レンジャーの取り組みを統括する組織として、次

の各号に掲げる事項をつかさどる。 

（１）淀川管内河川レンジャーの仕組み、基準及び連

携強化方策に関する検討・策定 

（２）運営会議、レンジャー会議、専門家会議、河川

管理者から報告又は提案された事項の検討 

（３）河川レンジャーの審査申請の受付及び審査に用

いる情報の収集並びにプレゼンテーションの開

催 

（４）河川レンジャーの審査を申請した者の審査及び

河川レンジャーに推薦する者の決定並びに運営

会議への推薦 

（５）河川レンジャーの特例再任の審査及び決定並び

に運営会議への通知 

（６）河川レンジャーアドバイザーの任命・解任の審

議・解任・辞任の了承 

（７）グループ河川レンジャーの任命の確認及び審

議・任命・再任の審議・解任の審議・解任・辞

 

第６章 淀川管内河川レンジャー代表者会議 

 

（代表者会議の役割） 

第５０条 代表者会議は、運営会議及びレンジャー会議が

活力ある組織として力を発揮でき、淀川管内河川レ

ンジャーを定着させ、発展させるよう、淀川管内河

川レンジャーの取り組みを統括する組織として、次

の各号に掲げる事項をつかさどる。 

（１）淀川管内河川レンジャーの仕組み、基準及び連

携強化方策に関する検討・策定 

（２）運営会議、レンジャー会議、専門家会議、河川

管理者から報告又は提案された事項の検討 

（３）河川レンジャーの審査申請の受付及び審査に用

いる情報の収集並びにプレゼンテーションの開

催 

（４）河川レンジャーの審査を申請した者の審査及び

河川レンジャーに推薦する者の決定並びに運営

会議への推薦 

（５）１回目の再任の意思が認められた河川レンジャ

ーの審査に用いる情報の収集及びプレゼンテー

ションの開催 

（６）１回目の再任の意思が認められた河川レンジャ

ーの再任の審査及び決定並びに運営会議への通

知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 50 条第 5・6 号】 

代表者会議において、試行河川レンジャーを

対象とした再任にかかるプレゼンテーション

及び審査を実施することとなったことから、必

要となる規定を追加しました。 
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現行 改正案 解説 

任の了承 

（８）グループ河川レンジャーの活動計画書の確認・

決定 

（９）淀川管内河川レンジャーへの指導及び助言 

（１０）淀川管内河川レンジャーへの支援方策の検討

及び支援 

（１１）その他必要と認められる事項 

（５７）河川レンジャーの特例再任の審査及び決定並

びに運営会議への通知 

（６８）河川レンジャーアドバイザーの任命・解任の

審議・解任・辞任の了承 

（７９）グループ河川レンジャーの任命の確認及び審

議・任命・再任の審議・解任の審議・解任・辞

任の了承 

（８１０）グループ河川レンジャーの活動計画書の確

認・決定 

（９１１）淀川管内河川レンジャーへの指導及び助言 

（１０１２）淀川管内河川レンジャーへの支援方策の

検討及び支援 

（１１１３）その他必要と認められる事項 

（代表者会議の構成） 

第５１条 代表者会議は、次の各号に掲げる委員をもって

構成する。 

（１）学識経験者等            ３名 

（２）運営会議代表者           ５名 

（３）運営会議代表河川レンジャー     ５名 

（４）レンジャー会議議長 

（５）レンジャー会議事務局長 

（センター河川レンジャー） 

（６）河川レンジャー専門家会議議長 

（７）自治体代表 

（大阪府・京都府・大阪市・京都市） ４名 

（８）淀川河川事務所長 

  

（代表者会議の組織） 

第５２条 代表者会議の委員は、前条各号に規定する委員

の構成に基づいて、事務所長が委嘱する。 

２ 前条第１号に規定する委員は、事務所長が選任す

る。 

３ 前条第７号に規定する委員は、事務所長が自治体

の長又は河川担当部局等に選任を依頼する。 

４ 委員の任期は２年間とし、再任を妨げない。ただ

し、河川レンジャーは、第２５条各項に規定する任

期に準じる。 

５ 事務所長は、委員から辞任の申し出があったとき

又は委員がその任務を遂行することが適当でなくな

ったと認めるときは、前項の任期にかかわらず、解
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現行 改正案 解説 

嘱することができる。この場合、事務所長は、遅滞

なく後任の委員を委嘱するものとする。 

６ 補欠のため又は増員によって委嘱する委員の任期

は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間

とする。 

７ 委員は任期満了後においても、後任者が委嘱され

るまでの期間は、その職務を継続する。 

８ 代表者会議に会長及び副会長を置き、前条第１号

から第３号までの委員から、委員の互選によりこれ

を定める。 

９ 会長及び副会長の任期及び再任並びに職務の継続

は、第４項及び第７項の規定に準じる。 

１０ 会長は、会務を総理する。 

１１ 会長に事故があるときは、副会長がその職務を

代理する。 

１２ 前条第１号を除く委員については、代表者会議

への代理出席を認めるものとする。ただし、第２２

条第１項に規定する河川レンジャーの推薦を審査・

決定するときは、プレゼンテーションに出席した者

でなければならない。 

１３ 代表者会議は、委員総数の３分の２以上の出席

をもって成立し、出席委員の過半数をもって議決す

る。 

（代表者会議の運営） 

第５３条 代表者会議は、年２回以上必要に応じて開催す

るものとする。 

２ 代表者会議は、必要があると認めるときは、代表

者会議に必要とする者の出席を求め、説明又は意見

を聴くことができる。 

３ 運営会議代表者が代表者会議又はプレゼンテーシ

ョンへの出席が困難なときは、第６１条第１３項の

規定に基づき、運営会議代表者があらかじめ指名す

る運営会議委員が代理出席しなければならない。 

４ 運営会議代表河川レンジャーが代表者会議又はプ

レゼンテーションへの出席が困難なときは、第６１

条第１４項の規定に基づき、運営会議代表河川レン

ジャーが指名する河川レンジャーが代理出席しなけ

ればならない。 

５ レンジャー会議議長が代表者会議又はプレゼンテ

（代表者会議の運営） 

第５３条 代表者会議は、年２回以上必要に応じて開催す

るものとする。 

２ 代表者会議は、必要があると認めるときは、代表

者会議に必要とする者の出席を求め、説明又は意見

を聴くことができる。 

３ 運営会議代表者が代表者会議又はプレゼンテーシ

ョンへの出席が困難なときは、第６１条第１３項の

規定に基づき、運営会議代表者があらかじめ指名す

る運営会議委員が代理出席しなければならない。 

４ 運営会議代表河川レンジャーが代表者会議又はプ

レゼンテーションへの出席が困難なときは、第６１

条第１４項の規定に基づき、運営会議代表河川レン

ジャーが指名する河川レンジャーが代理出席しなけ

ればならない。 

５ レンジャー会議議長が代表者会議又はプレゼンテ
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現行 改正案 解説 

ーションへの出席が困難なときは、第６９条第４項

の規定に基づき、レンジャー会議副議長が代理出席

しなければならない。 

６ レンジャー会議事務局長が代表者会議又はプレゼ

ンテーションへの出席が困難なときは、レンジャー

会議事務局次長が代理出席しなければならない。 

７ 河川レンジャー専門家会議議長が代表者会議又は

プレゼンテーションへの出席が困難なときは、第７

７条第３項の規定に基づき、河川レンジャー専門家

会議副議長が代理出席しなければならない。 

８ 第５１条第３号及び第４号並びに第６号の委員

は、第２６条第６項に規定する河川レンジャーの特

例再任の可否の審査及び決定、第４２条第３項に規

定するアドバイザーグループ河川レンジャーの任命

の確認、第４２条第４項に規定する大学グループ河

川レンジャーの任命の可否の審査及び決定、第４４

条第２項に規定するグループ河川レンジャーの再任

の可否の審査及び決定、第４５条に規定するグルー

プ河川レンジャーの解任の審議を行う代表者会議へ

の出席を認めないものとする。 

９ 第５１条第１号及び第６号の委員は、第４２条第

３項及び同条第４項に規定するグループ河川レンジ

ャーを任命する確認及び審議の該当者となるとき、

第４４条第２項に規定するグループ河川レンジャー

を再任する審議の該当者となるとき、第４５条第１

項に規定するグループ河川レンジャーを解任する審

議の該当者となるときは、代表者会議への出席を認

めないものとする。 

ーションへの出席が困難なときは、第６９条第４項

の規定に基づき、レンジャー会議副議長が代理出席

しなければならない。 

６ レンジャー会議事務局長が代表者会議又はプレゼ

ンテーションへの出席が困難なときは、レンジャー

会議事務局次長が代理出席しなければならない。 

７ 河川レンジャー専門家会議議長が代表者会議又は

プレゼンテーションへの出席が困難なときは、第７

７条第３項の規定に基づき、河川レンジャー専門家

会議副議長が代理出席しなければならない。 

８ 第５１条第３号及び第４号並びに第６号の委員

は、第２６条第４項に規定する河川レンジャーの再

任（１回目）審査及び決定、第２６条第８項に規定

する河川レンジャーの特例再任の可否の審査及び決

定、第４２条第３項に規定するアドバイザーグルー

プ河川レンジャーの任命の確認、第４２条第４項に

規定する大学グループ河川レンジャーの任命の可否

の審査及び決定、第４４条第２項に規定するグルー

プ河川レンジャーの再任の可否の審査及び決定、第

４５条に規定するグループ河川レンジャーの解任の

審議を行う代表者会議への出席を認めないものとす

る。 

９ 第５１条第１号及び第６号の委員は、第４２条第

３項及び同条第４項に規定するグループ河川レンジ

ャーを任命する確認及び審議の該当者となるとき、

第４４条第２項に規定するグループ河川レンジャー

を再任する審議の該当者となるとき、第４５条第１

項に規定するグループ河川レンジャーを解任する審

議の該当者となるときは、代表者会議への出席を認

めないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 53 条第 8 項】 

代表者会議において、試行河川レンジャーを

対象とした再任審査を実施することとなった

ことから、必要となる文言を追加しました。 

 

（代表者会議の情報公開及び守秘義務） 

第５４条 代表者会議は、原則として、公開とする。ただ

し、第２２条第１項に規定する河川レンジャーの推

薦を審査・決定するとき、第２６条第６項に規定す

る河川レンジャーの特例再任を審査・決定するとき、

第４２条第３項に規定するアドバイザーグループ河

川レンジャーの任命を確認するとき、第４２条第４

項に規定する大学グループ河川レンジャーの任命の

可否を審査・決定するとき、第４４条第２項に規定

（代表者会議の情報公開及び守秘義務） 

第５４条 代表者会議は、原則として、公開とする。ただ

し、第２２条第１項に規定する河川レンジャーの推

薦を審査・決定するとき、第２６条第４項に規定す

る河川レンジャーの再任（１回目）を審査・決定す

るとき、第２６条第８項に規定する河川レンジャー

の特例再任を審査・決定するとき、第４２条第３項

に規定するアドバイザーグループ河川レンジャーの

任命を確認するとき、第４２条第４項に規定する大

 

 

【第 54 条第 1 項】 

代表者会議において、試行河川レンジャーを

対象とした再任審査を実施することとなった

ことから、必要となる文言を追加しました。 
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現行 改正案 解説 

するグループ河川レンジャーの再任の可否を審査・

決定するとき、第４５条に規定するグループ河川レ

ンジャーの解任の審議を行うときは、非公開とする。 

２ 代表者会議事務局は、代表者会議を開催するに当

たっては、事前に淀川河川事務所及び淀川管内河川

レンジャーのホームページに開催の案内を掲示する

ものとする。 

３ 代表者会議事務局は、代表者会議の開催後には、

議事要旨及び議事録並びに配付資料を前項のホーム

ページで公開する。ただし、非公開に係わる部分は、

該当者の権利利益を害する恐れのある情報を含まな

い結果を公開する。 

４ 委員及び代表者会議事務局は、非公開に係わる情

報について、守秘義務を負うものとする。 

学グループ河川レンジャーの任命の可否を審査・決

定するとき、第４４条第２項に規定するグループ河

川レンジャーの再任の可否を審査・決定するとき、

第４５条に規定するグループ河川レンジャーの解任

の審議を行うときは、非公開とする。 

２ 代表者会議事務局は、代表者会議を開催するに当

たっては、事前に淀川河川事務所及び淀川管内河川

レンジャーのホームページに開催の案内を掲示する

ものとする。 

３ 代表者会議事務局は、代表者会議の開催後には、

議事要旨及び議事録並びに配付資料を前項のホーム

ページで公開する。ただし、非公開に係わる部分は、

該当者の権利利益を害する恐れのある情報を含まな

い結果を公開する。 

４ 委員及び代表者会議事務局は、非公開に係わる情

報について、守秘義務を負うものとする。 

（代表者会議の非公開会議に係る情報開示） 

第５５条 代表者会議は、非公開に係わる部分の情報開示

を請求されたときは、「行政機関の保有する情報の公

開に関する法律」に基づいて開示する。 

  

（代表者会議の開催） 

第５６条 代表者会議の開催は、会長が招集する。 

２ 代表者会議事務局は、原則として代表者会議を開

催する日の２週間前までに、各委員に対し、開催日

時、開催場所及び議事内容を記載した代表者会議開

催の通知をしなければならない。 

３ 代表者会議事務局は、原則として、代表者会議資

料を代表者会議の開催日までに各委員あてに送付し

なければならない。ただし、第５４条第１項ただし

書きの審査に係わる資料は送付しないものとする。 

  

（プレゼンテーションの開催） 

第５７条 代表者会議は、講座の受講を修了し、河川レン

ジャーの審査の申請を受け付けた者を対象として、

審査要領に基づき、審査に用いる情報を収集するこ

とを目的としたプレゼンテーションを開催するもの

とする。 

２ プレゼンテーションは、原則として、講座の最終

日から４週間後を目処として開催するものとする。

（プレゼンテーションの開催） 

第５７条 代表者会議は、講座の受講を修了し、河川レン

ジャーの審査の申請を受け付けた者を対象として、

審査要領に基づき、審査に用いる情報を収集するこ

とを目的としたプレゼンテーションを開催するもの

とする。 

２ 前項のプレゼンテーションは、原則として、講座

の最終日から４週間後を目処として開催するものと

 

 

 

 

 

【第 57 条第 2～5 項】 

代表者会議において、試行河川レンジャーの

再任審査に伴うプレゼンテーションを実施す
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現行 改正案 解説 

ただし、特別な事情により、事務所長が代表者会議

会長の了承を得たときは、この限りでない。 

３ 代表者会議事務局は、プレゼンテーションの開催

に当たっては、講座の受講者に対し、開催日時、開

催場所及び開催内容等を周知しなければならない。 

する。ただし、特別な事情により、事務所長が代表

者会議会長の了承を得たときは、この限りでない。 

３ 代表者会議事務局は、第１項のプレゼンテーショ

ンの開催に当たっては、講座の受講者に対し、開催

日時、開催場所及び開催内容等を周知しなければな

らない。 

４ 代表者会議は、１回目の再任の意思が認められた

河川レンジャーを対象として、再任（１回目）審査

要領に基づき、再任審査に用いる情報を収集するこ

とを目的としたプレゼンテーションを開催するもの

とする。 

５ 代表者会議事務局は、前項のプレゼンテーション

の開催に当たっては、１回目の再任の意思が認めら

れた河川レンジャーに対し、開催日時、開催場所及

び開催内容等を周知しなければならない。 

ることとなったことから、新規河川レンジャー

を選考するプレゼンテーションと区別する文

言及び必要となる条文の追加を行いました。 

 

（代表者会議の事務局） 

第５８条 代表者会議の運営のために代表者会議事務局を

置く。 

２ 代表者会議事務局は、淀川河川事務所の担当職員

及び運営業務受託者とする。 

  

 

第７章 河川レンジャー運営会議 

 

（運営会議の役割） 

第５９条 運営会議は、地域の特性に応じた河川レンジャ

ー及び活動についての検討や河川レンジャーを運営

する機関としての役割を担うことを目的として、次

の各号に掲げる事項を討議し、決定する。 

（１）運営会議に所属する河川レンジャーの活動計画、

活動報告、支援方策及び展開計画 

（２）運営会議に所属する河川レンジャーに対する指

導・助言・意見・支援 

（３）代表者会議への提案 

（４）運営会議に所属する河川レンジャーの任命・再

任の妥当性確認・再任・解任の審議・解任・辞

任の了承 

（５）その他必要と認められる事項 

 

 

 

（運営会議の役割） 

第５９条 運営会議は、地域の特性に応じた河川レンジャ

ー及び活動についての検討や河川レンジャーを運営

する機関としての役割を担うことを目的として、次

の各号に掲げる事項を討議し、決定する。 

（１）運営会議に所属する河川レンジャーの活動計画、

活動報告、支援方策及び展開計画 

（２）運営会議に所属する河川レンジャーに対する指

導・助言・意見・支援 

（３）代表者会議への提案 

（４）運営会議に所属する河川レンジャーの任命・再

任の妥当性確認再任（２回目）の審査・再任・

解任の審議、解任・辞任の了承 

（５）その他必要と認められる事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 59 条第 4 号】 

試行河川レンジャーの再任審査は、代表者会

議で実施することとなったことから、1 期目を

終えた河川レンジャーの再任審査のみを実施

することに修正しました。 

（運営会議の構成）   
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現行 改正案 解説 

第６０条 運営会議は、次の各号に掲げる委員及びオブザ

ーバーをもって構成する。 

（１）地元見識者        若干名 

（２）河川レンジャー       全員 

（３）沿川自治体        各１名 

（４）担当出張所長       各１名 

２ オブザーバーは、次の各号に掲げる者をもって構

成する。 

（１）河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属） 

（２）グループ河川レンジャー   責任者及び構成

員代表 

３ 第１項第３号に規定する沿川自治体は、行政区域

内で活動する河川レンジャーが任命されている自治

体とする。 

（運営会議の組織） 

第６１条 運営会議の委員は、前条第１項各号に規定する

委員の構成に基づいて、事務所長が委嘱する。 

２ 前条第１項第１号の委員は、事務所長が選任する。 

３ 前条第１項第３号の委員は、事務所長が自治体の

長又は河川担当部局等に選任を依頼する。 

４ 委員の任期は２年間とし、再任を妨げない。ただ

し、河川レンジャーは、第２５条各項に規定する任

期に準じる。 

５ 事務所長は、委員から辞任の申し出があったとき

又は委員がその任務を遂行することが適当でなくな

ったと認めるときは、前項の任期にかかわらず、解

嘱することができる。この場合、事務所長は、遅滞

なく後任の委員を委嘱するものとする。 

６ 補欠のため又は増員によって委嘱する委員の任期

は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間

とする。 

７ 委員は任期満了後においても、後任者が委嘱され

るまでの期間は、その職務を継続する。 

８ 運営会議に代表者を置き、前条第１項第１号の委

員から、委員の互選によりこれを定める。 

９ 運営会議に河川レンジャー代表を置き、次の各号

に掲げる者を除く前条第１項第２号の委員から、同

委員の互選によりこれを定める。ただし、これによ

りがたいときは、運営会議が適正な措置を決定する

（運営会議の組織） 

第６１条 運営会議の委員は、前条第１項各号に規定する

委員の構成に基づいて、事務所長が委嘱する。 

２ 前条第１項第１号の委員は、事務所長が選任する。 

３ 前条第１項第３号の委員は、事務所長が自治体の

長又は河川担当部局等に選任を依頼する。 

４ 委員の任期は２年間とし、再任を妨げない。ただ

し、河川レンジャーは、第２５条各項に規定する任

期に準じる。 

５ 事務所長は、委員から辞任の申し出があったとき

又は委員がその任務を遂行することが適当でなくな

ったと認めるときは、前項の任期にかかわらず、解

嘱することができる。この場合、事務所長は、遅滞

なく後任の委員を委嘱するものとする。 

６ 補欠のため又は増員によって委嘱する委員の任期

は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間

とする。 

７ 委員は任期満了後においても、後任者が委嘱され

るまでの期間は、その職務を継続する。 

８ 運営会議に代表者を置き、前条第１項第１号の委

員から、委員の互選によりこれを定める。 

９ 運営会議に河川レンジャー代表を置き、次の各号

に掲げる者を除く前条第１項第２号の委員から、同

委員の互選によりこれを定める。ただし、これによ

りがたいときは、運営会議が適正な措置を決定する
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現行 改正案 解説 

ものとする。 

（１）特例再任の２年目に該当する河川レンジャー 

（２）試行期間である新任の河川レンジャー 

１０ 代表者の任期及び再任は、第４項の規定に準じ

る。 

１１ 河川レンジャー代表の任期は、選任された年の

４月１日から翌年の３月３１日までの１年間とす

る。ただし、再任は妨げない。 

１２ 代表者は、会務を総理する。 

１３ 代表者に事故があるときは、代表者があらかじ

め指名する委員がその職務を代理する。 

１４ 河川レンジャー代表に事故があるときは、河川

レンジャー代表があらかじめ指名する河川レンジャ

ーがその職務を代理する。 

１５ 前条第１項第３号の委員については、運営会議

への代理出席を認めるものとする。 

１６ 運営会議は、委員総数の３分の２以上の出席を

もって成立し、出席委員の過半数をもって議決する。

ただし、第２４条第１項に規定する河川レンジャー

の解任を審議するとき、第２６条第４項に規定する

河川レンジャーの再任の妥当性を確認するとき、第

２６条第５項に規定する河川レンジャーの再任の可

否を審査及び再任を決定するときは、第６０条第１

項第２号の委員は、議決権を持たないものとする。 

ものとする。 

（１）特例再任の２年目に該当する河川レンジャー 

（２）試行期間である新任の河川レンジャー 

１０ 代表者の任期及び再任は、第４項の規定に準じ

る。 

１１ 河川レンジャー代表の任期は、選任された年の

４月１日から翌年の３月３１日までの１年間とす

る。ただし、再任は妨げない。 

１２ 代表者は、会務を総理する。 

１３ 代表者に事故があるときは、代表者があらかじ

め指名する委員がその職務を代理する。 

１４ 河川レンジャー代表に事故があるときは、河川

レンジャー代表があらかじめ指名する河川レンジャ

ーがその職務を代理する。 

１５ 前条第１項第３号の委員については、運営会議

への代理出席を認めるものとする。 

１６ 運営会議は、委員総数の３分の２以上の出席を

もって成立し、出席委員の過半数をもって議決する。

ただし、第２４条第１項に規定する河川レンジャー

の解任を審議するとき、第２６条第４項に規定する

河川レンジャーの再任の妥当性を確認するとき、第

２６条第７項に規定する河川レンジャーの再任の可

否を審査及び再任を決定するときは、第６０条第１

項第２号の委員は、議決権を持たないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 61 条第 16 項】 

試行河川レンジャーの再任審査は、代表者会

議で実施することとなったことから、該当する

規定を削除しました。 

 

 

（運営会議の運営） 

第６２条 運営会議は、年２回以上必要に応じて開催する

ものとする。 

２ 第６０条第１項第２号の委員は、第２４条第１項

に規定する河川レンジャーを解任する審議の該当者

となるとき、第２６条第４項及び第５項に規定する

河川レンジャーを再任する審議の該当者となると

き、第２６条第６項に規定する河川レンジャーの特

例再任の推薦者を審議するときは、運営会議への出

席を認めないものとする。 

３ 運営会議は、行政区域内で活動する河川レンジャ

ー及びグループ河川レンジャーが任命されていない

沿川自治体に対し、オブザーバーとしての参加を求

めることができる。 

（運営会議の運営） 

第６２条 運営会議は、年２回以上必要に応じて開催する

ものとする。 

２ 第６０条第１項第２号の委員は、第２４条第１項

に規定する河川レンジャーを解任する審議の該当者

となるとき、第２６条第４項及び第５７項に規定す

る河川レンジャーを再任する審議の該当者となると

き、第２６条第６８項に規定する河川レンジャーの

特例再任の推薦者を審議するときは、運営会議への

出席を認めないものとする。 

３ 運営会議は、行政区域内で活動する河川レンジャ

ー及びグループ河川レンジャーが任命されていない

沿川自治体に対し、オブザーバーとしての参加を求

めることができる。 

 

 

 

 

【第 62 条第 2 項】 

試行河川レンジャーの再任審査は、代表者会

議で実施することとなったことから、該当する

規定を削除しました。 

 

（第２６条の項目追加による項番号の変更） 

（運営会議の情報公開及び守秘義務） （運営会議の情報公開及び守秘義務）  
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現行 改正案 解説 

第６３条 運営会議は、原則として、公開とする。ただし、

第２４条第１項に規定する河川レンジャーの解任を

審議するとき、第２６条第４項に規定する河川レン

ジャーの再任の妥当性を確認するとき、第２６条第

５項に規定する河川レンジャーの再任の可否を審査

及び再任を決定するとき、第２４条第６項に規定す

る弁明の機会を開催するときは、非公開とする。 

２ 運営会議事務局は、議事要旨及び配付資料を淀川

管内河川レンジャーのホームページ等で公開する。

ただし、非公開に係わる部分は、該当者の権利利益

を害する恐れのある情報を含まない結果を公開す

る。 

３ 委員及び運営会議事務局は、非公開に係わる情報

について、守秘義務を負うものとする。 

第６３条 運営会議は、原則として、公開とする。ただし、

第２４条第１項に規定する河川レンジャーの解任を

審議するとき、第２６条第７項に規定する河川レン

ジャーの再任の可否を審査及び再任を決定すると

き、第２４条第６項に規定する弁明の機会を開催す

るときは、非公開とする。 

２ 運営会議事務局は、議事要旨及び配付資料を淀川

管内河川レンジャーのホームページ等で公開する。

ただし、非公開に係わる部分は、該当者の権利利益

を害する恐れのある情報を含まない結果を公開す

る。 

３ 委員及び運営会議事務局は、非公開に係わる情報

について、守秘義務を負うものとする。 

 

 

（第２６条の項目追加による項番号の変更） 

（運営会議の非公開会議に係る情報開示） 

第６４条 運営会議は、非公開に係わる部分の情報開示を

請求されたときは、「行政機関の保有する情報の公開

に関する法律」に基づいて開示する。 

  

（運営会議の開催） 

第６５条 運営会議の開催は、代表者が招集する。 

２ 運営会議事務局は、運営会議を開催するに当たっ

ては、各委員に対し、開催日時、開催場所及び議事

内容を記載した運営会議開催の通知をしなければな

らない。 

  

（運営会議の事務局） 

第６６条 運営会議の運営のために運営会議事務局を置

く。 

２ 運営会議事務局は、淀川河川事務所の担当職員及

び担当出張所の担当職員並びにレンジャー会議事務

局とする。ただし、必要に応じて運営業務受託者が

加わる。 

  

 

第１１章 雑則 

 

（細則等） 

第８５条 事務所長は、この運営要領の実行に必要な次の

各号に掲げる細則等を別途定めるものとする。 

（１）淀川管内河川レンジャー（試行）運営要領施行

 

 

 

（細則等） 

第８５条 事務所長は、この運営要領の実行に必要な次の

各号に掲げる細則等を別途定めるものとする。 

（１）淀川管内河川レンジャー（試行）運営要領施行
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現行 改正案 解説 

細則 

（２）淀川管内河川レンジャー（試行）審査要領 

細則 

（２）淀川管内河川レンジャー（試行）審査要領 

（３）淀川管内河川レンジャー（試行）再任（１回目）

審査要領 

（４）淀川管内河川レンジャー（試行）再任（２回目）

審査要領 

 

【第 85 条第 3・4 号】 

再任（１回目）および再任（２回目）の審査

要領を策定したことから、当該条文に位置づけ

ました。 

（運営要領の改正） 

第８６条 この運営要領を改正するときは、代表者会議に

おいて改正内容を検討し、代表者会議からの提案を

受けて事務所長が行う。 

  

（その他） 

第８７条 この運営要領に定めるもののほか、淀川管内河

川レンジャーの運営等に関し必要な事項は、事務所

長が関係者と協議して定める。 

  

 

 

附 則 

この要領は、平成１６年１２月１０日から施行する。 

 

改正 平成１８年３月８日 

改正 平成１９年３月２３日 

改正 平成２１年２月４日 

改正 平成２２年３月２５日 

改正 平成２２年９月５日 

改正 平成２３年１月１７日 

改正 平成２４年１月２３日 

改正 平成２５年２月１２日 

改正 平成２６年２月１２日 

改正 平成２８年２月１１日 

 

 

附 則 

この要領は、平成１６年１２月１０日から施行する。 

 

改正 平成１８年３月８日 

改正 平成１９年３月２３日 

改正 平成２１年２月４日 

改正 平成２２年３月２５日 

改正 平成２２年９月５日 

改正 平成２３年１月１７日 

改正 平成２４年１月２３日 

改正 平成２５年２月１２日 

改正 平成２６年２月１２日 

改正 平成２８年２月１１日 

改正 平成２９年 月  日 
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現行 改正案 

淀川管内河川レンジャー機構図（別紙－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淀川管内河川レンジャー機構図（別紙－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淀川管内河川レンジャー機構図（別紙－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淀川管内河川レンジャー機構図（別紙－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●河川レンジャーの運営に関する報告・提案
●河川レンジャー展開計画の報告
●河川レンジャーの特例再任の要請者の推薦
●河川レンジャーの任命・再任・解任・辞任の報告

＜開催予定 2回以上/年＞ ＜開催予定 2回以上/年＞●淀川管内河川レンジャーの仕組み、基準、支
援・連携強化方策の提言

●淀川管内河川レンジャーへの指導・助言・支援
●新任河川レンジャーの推薦
●河川レンジャーの特例再任の要請
●グループ河川レンジャーの任命・再任・解任・辞
任の報告

●淀川管内河川レンジャーの仕組み、基準、支
援・連携強化方策の提言

●河川レンジャー展開計画の提言
●淀川管内河川レンジャーへの指導・助言・支援

●淀川管内河川レンジャーの取り組みに関する報
告・提案

●河川レンジャーの取り組み
に関する報告・提案

●河川レンジャーの運営に
関する提案

●河川レンジャーへの指導・
助言・支援

＜開催予定 随時＞

講 座プレゼンテーション

研 修

●開催・運営
●河川レンジャーの
審査申請の受付

●審査情報の収集
＜開催予定 随時＞

＜開催予定 1回/年＞＜開催予定 1回/年＞

河川レンジャー運営会議 （別紙－２参照）

福島・毛馬出張所管内

枚方出張所管内

高槻・山崎出張所(大阪府域)管内

伏見・桂川・山崎出張所(京都府域)管内

木津川出張所管内

河川レンジャー専門家会議

河川レンジャーアドバイザー

河川レンジャー（特例再任者）

レンジャー会議事務局長・事務局次長事務局

●河川レンジャーの発展に寄
与する事項の検討・実施

●河川レンジャーの活動・
運営に関する諮問

※学識経験者等以外の委
員は代理出席が可能

淀川管内河川レンジャー会議

河川レンジャー 全員

センター河川レンジャー 全員

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ
グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

センター河川レンジャー事務局

淀川管内河川レンジャー実行委員会

センター河川レンジャー
淀川河川事務所 担当職員

事務局

常
任
委
員

レンジャー会議 議長

レンジャー会議 副議長

運営会議代表河川レンジャー ５名

河川レンジャー （有志）

河川ﾚﾝｼﾞｬｰアドバイザー （有志）

グループ河川レンジャー （有志）

＊必要・目的に応じて部会を設置可能

河川レンジャーアドバイザー

淀川河川事務所長

学識経験者等 ３名

高槻・山崎出張所（大阪府域）管内 １名

伏見・桂川・山崎出張所（京都府域）管内 １名

木津川出張所管内 １名

枚方出張所管内 １名

福島・毛馬出張所管内 １名

淀川河川事務所 担当職員
運営業務受託者

京都府 １名

大阪市 １名

大阪府 １名

京都市 １名

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議
代
表

自
治
体
代
表

国土交通省

淀川管内河川レンジャー代表者会議

代
表
者

高槻・山崎出張所（大阪府域）管内 １名

伏見・桂川・山崎出張所（京都府域）管内 １名

木津川出張所管内 １名

枚方出張所管内 １名

福島・毛馬出張所管内 １名
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
代
表

議長

事務局長（センター河川レンジャー）

レンジャー
会議代表

河川レンジャー専門家会議 議長

委
員

事務局

●企画・運営の協力

●淀川管内河川レ
ンジャーの発展
に寄与する事項
の検討・実施

●淀川管内河川レンジャーの
仕組み、基準、支援・連携
強化方策の提言

●グループ河川レンジャーの
任命・再任・解任・辞任の報
告

●企画・運営・開催

●河川レンジャーの運営に関する報告・提案
●河川レンジャー展開計画の報告
●河川レンジャーの特例再任の要請者の推薦
●河川レンジャーの任命・再任・解任・辞任の報告

＜開催予定 2回以上/年＞ ＜開催予定 2回以上/年＞●淀川管内河川レンジャーの仕組み、基準、支
援・連携強化方策の提言

●淀川管内河川レンジャーへの指導・助言・支援
●新任河川レンジャーの推薦
●河川レンジャーの特例再任の要請
●グループ河川レンジャーの任命・再任・解任・辞
任の報告

●淀川管内河川レンジャーの仕組み、基準、支
援・連携強化方策の提言

●河川レンジャー展開計画の提言
●淀川管内河川レンジャーへの指導・助言・支援

●淀川管内河川レンジャーの取り組みに関する報
告・提案

●河川レンジャーの取り組み
に関する報告・提案

●河川レンジャーの運営に
関する提案

●河川レンジャーへの指導・
助言・支援

＜開催予定 随時＞

講 座プレゼンテーション

研 修

●開催・運営
●河川レンジャーの
審査申請の受付

●審査情報の収集
＜開催予定 随時＞

＜開催予定 1回/年＞＜開催予定 1回/年＞

河川レンジャー運営会議 （別紙－２参照）

福島・毛馬出張所管内

枚方出張所管内

高槻・山崎出張所(大阪府域)管内

伏見・桂川・山崎出張所(京都府域)管内

木津川出張所管内

河川レンジャー運営会議 （別紙－２参照）

福島・毛馬出張所管内

枚方出張所管内

高槻・山崎出張所(大阪府域)管内

伏見・桂川・山崎出張所(京都府域)管内

木津川出張所管内

河川レンジャー専門家会議

河川レンジャーアドバイザー

河川レンジャー（特例再任者）

レンジャー会議事務局長・事務局次長事務局

●河川レンジャーの発展に寄
与する事項の検討・実施

●河川レンジャーの活動・
運営に関する諮問

※学識経験者等以外の委
員は代理出席が可能

淀川管内河川レンジャー会議

河川レンジャー 全員

センター河川レンジャー 全員

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ
グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

センター河川レンジャー事務局

淀川管内河川レンジャー実行委員会

センター河川レンジャー
淀川河川事務所 担当職員

事務局

常
任
委
員

レンジャー会議 議長

レンジャー会議 副議長

運営会議代表河川レンジャー ５名

河川レンジャー （有志）

河川ﾚﾝｼﾞｬｰアドバイザー （有志）

グループ河川レンジャー （有志）

センター河川レンジャー
淀川河川事務所 担当職員

事務局

常
任
委
員

レンジャー会議 議長

レンジャー会議 副議長

運営会議代表河川レンジャー ５名

河川レンジャー （有志）

河川ﾚﾝｼﾞｬｰアドバイザー （有志）

グループ河川レンジャー （有志）

＊必要・目的に応じて部会を設置可能

河川レンジャーアドバイザー

淀川河川事務所長

学識経験者等 ３名

高槻・山崎出張所（大阪府域）管内 １名

伏見・桂川・山崎出張所（京都府域）管内 １名

木津川出張所管内 １名

枚方出張所管内 １名

福島・毛馬出張所管内 １名

淀川河川事務所 担当職員
運営業務受託者

京都府 １名

大阪市 １名

大阪府 １名

京都市 １名

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議
代
表

自
治
体
代
表

国土交通省

淀川管内河川レンジャー代表者会議

代
表
者

高槻・山崎出張所（大阪府域）管内 １名

伏見・桂川・山崎出張所（京都府域）管内 １名

木津川出張所管内 １名

枚方出張所管内 １名

福島・毛馬出張所管内 １名
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
代
表

議長

事務局長（センター河川レンジャー）

レンジャー
会議代表

河川レンジャー専門家会議 議長

委
員

事務局

●企画・運営の協力

●淀川管内河川レ
ンジャーの発展
に寄与する事項
の検討・実施

●淀川管内河川レンジャーの
仕組み、基準、支援・連携
強化方策の提言

●グループ河川レンジャーの
任命・再任・解任・辞任の報
告

●企画・運営・開催

 

河

川

レ
ン
ジ
ャ
ー

運

営

会

議

※河川レンジャーは、河川レンジャーの解任を審議すると
き、１期目の再任の妥当性を確認するとき、２期目
の再任の可否の審査・決定するときには、議決権を持た
ない。

※河川レンジャーは、河川レンジャーの特例再任を審議す
るときは出席できない。

※沿川自治体は、行政区域内で活動する河川レンジャーが
任命されている自治体とする。

※沿川自治体は、代理出席が可能である。

河川レンジャー 全員

地元見識者 若干名

委
員

福島・毛馬出張所管内河川レンジャー運営会議

大阪府 西大阪治水事務所 １名

大阪市 建設局河川管理事務所 １名

大阪市 淀川区役所・福島区役所・此花区役
所・西淀川区役所・北区役所・都島区役所・旭
区役所・東淀川区役所

各１名（全８名）

淀川河川事務所 福島出張所長
毛馬出張所長

淀川河川事務所 担当職員
福島出張所・毛馬出張所 担当職員
レンジャー会議事務局

事務局

沿
川
自
治
体

国
交
省

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

地元見識者 若干名

淀川河川事務所 担当職員
枚方出張所 担当職員
レンジャー会議事務局

事務局

委
員

枚方出張所管内河川レンジャー運営会議

大阪府 枚方土木事務所 １名

淀川河川事務所 枚方出張所長

沿
川
自
治
体

国
交
省

枚方市役所・寝屋川市役所・守口市役所
各１名（全３名）

河川レンジャー 全員

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

地元見識者 若干名

淀川河川事務所 担当職員
高槻出張所・山崎出張所 担当職員
レンジャー会議事務局

事務局

委
員

高槻・山崎出張所（大阪府域）管内
河川レンジャー運営会議

大阪府 茨木土木事務所 １名

淀川河川事務所 高槻出張所長
山崎出張所長

沿
川
自
治
体

国
交
省

高槻市役所・摂津市役所・島本町役場
各１名（全３名）

河川レンジャー 全員

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

地元見識者 若干名

委
員

伏見・桂川・山崎出張所（京都府域）管内
河川レンジャー運営会議

京都府 京都土木事務所
乙訓土木事務所
山城北土木事務所 各１名(全3名)沿

川
自
治
体

京都市 伏見区役所・南区役所・右京区役
所・西京区役所 各１名（全４名）

河川レンジャー 全員

淀川河川事務所 担当職員
伏見出張所・桂川出張所・山崎出張所 担当職員

レンジャー会議事務局
事務局

淀川河川事務所 伏見出張所長
桂川出張所長
山崎出張所長

国
交
省

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

宇治市役所・長岡京市役所・八幡市役所・久
御山町役場・大山崎町役場
各１名（全５名）

地元見識者 若干名

委
員

木津川出張所管内河川レンジャー運営会議

京都府 山城南土木事務所
山城北土木事務所 各１名(全２名)

沿
川
自
治
体

八幡市役所・京田辺市役所・城陽市役所・木
津川市役所・久御山町役場・井手町役場・笠
置町役場・和束町役場・精華町役場 各１名
（全９名）

河川レンジャー 全員

淀川河川事務所 担当職員
木津川出張所 担当職員
レンジャー会議事務局

事務局

淀川河川事務所 木津川出張所長
国
交
省

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

河

川

レ
ン
ジ
ャ
ー

運

営

会

議

※河川レンジャーは、河川レンジャーの解任を審議すると
き、１期目の再任の妥当性を確認するとき、２期目
の再任の可否の審査・決定するときには、議決権を持た
ない。

※河川レンジャーは、河川レンジャーの特例再任を審議す
るときは出席できない。

※沿川自治体は、行政区域内で活動する河川レンジャーが
任命されている自治体とする。

※沿川自治体は、代理出席が可能である。

河川レンジャー 全員

地元見識者 若干名

委
員

福島・毛馬出張所管内河川レンジャー運営会議

大阪府 西大阪治水事務所 １名

大阪市 建設局河川管理事務所 １名

大阪市 淀川区役所・福島区役所・此花区役
所・西淀川区役所・北区役所・都島区役所・旭
区役所・東淀川区役所

各１名（全８名）

淀川河川事務所 福島出張所長
毛馬出張所長

淀川河川事務所 担当職員
福島出張所・毛馬出張所 担当職員
レンジャー会議事務局

事務局

沿
川
自
治
体

国
交
省

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

地元見識者 若干名

淀川河川事務所 担当職員
枚方出張所 担当職員
レンジャー会議事務局

事務局

委
員

枚方出張所管内河川レンジャー運営会議

大阪府 枚方土木事務所 １名

淀川河川事務所 枚方出張所長

沿
川
自
治
体

国
交
省

枚方市役所・寝屋川市役所・守口市役所
各１名（全３名）

河川レンジャー 全員

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

地元見識者 若干名

淀川河川事務所 担当職員
枚方出張所 担当職員
レンジャー会議事務局

事務局

委
員

枚方出張所管内河川レンジャー運営会議

大阪府 枚方土木事務所 １名

淀川河川事務所 枚方出張所長

沿
川
自
治
体

国
交
省

枚方市役所・寝屋川市役所・守口市役所
各１名（全３名）

河川レンジャー 全員

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

地元見識者 若干名

淀川河川事務所 担当職員
高槻出張所・山崎出張所 担当職員
レンジャー会議事務局

事務局

委
員

高槻・山崎出張所（大阪府域）管内
河川レンジャー運営会議

大阪府 茨木土木事務所 １名

淀川河川事務所 高槻出張所長
山崎出張所長

沿
川
自
治
体

国
交
省

高槻市役所・摂津市役所・島本町役場
各１名（全３名）

河川レンジャー 全員

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

地元見識者 若干名

淀川河川事務所 担当職員
高槻出張所・山崎出張所 担当職員
レンジャー会議事務局

事務局

委
員

高槻・山崎出張所（大阪府域）管内
河川レンジャー運営会議

大阪府 茨木土木事務所 １名

淀川河川事務所 高槻出張所長
山崎出張所長

沿
川
自
治
体

国
交
省

高槻市役所・摂津市役所・島本町役場
各１名（全３名）

河川レンジャー 全員

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

地元見識者 若干名

委
員

伏見・桂川・山崎出張所（京都府域）管内
河川レンジャー運営会議

京都府 京都土木事務所
乙訓土木事務所
山城北土木事務所 各１名(全3名)沿

川
自
治
体

京都市 伏見区役所・南区役所・右京区役
所・西京区役所 各１名（全４名）

河川レンジャー 全員

淀川河川事務所 担当職員
伏見出張所・桂川出張所・山崎出張所 担当職員

レンジャー会議事務局
事務局

淀川河川事務所 伏見出張所長
桂川出張所長
山崎出張所長

国
交
省

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

宇治市役所・長岡京市役所・八幡市役所・久
御山町役場・大山崎町役場
各１名（全５名）

地元見識者 若干名

委
員

伏見・桂川・山崎出張所（京都府域）管内
河川レンジャー運営会議

京都府 京都土木事務所
乙訓土木事務所
山城北土木事務所 各１名(全3名)沿

川
自
治
体

京都市 伏見区役所・南区役所・右京区役
所・西京区役所 各１名（全４名）

河川レンジャー 全員

淀川河川事務所 担当職員
伏見出張所・桂川出張所・山崎出張所 担当職員

レンジャー会議事務局
事務局

淀川河川事務所 伏見出張所長
桂川出張所長
山崎出張所長

国
交
省

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

宇治市役所・長岡京市役所・八幡市役所・久
御山町役場・大山崎町役場
各１名（全５名）

地元見識者 若干名

委
員

木津川出張所管内河川レンジャー運営会議

京都府 山城南土木事務所
山城北土木事務所 各１名(全２名)

沿
川
自
治
体

八幡市役所・京田辺市役所・城陽市役所・木
津川市役所・久御山町役場・井手町役場・笠
置町役場・和束町役場・精華町役場 各１名
（全９名）

河川レンジャー 全員

淀川河川事務所 担当職員
木津川出張所 担当職員
レンジャー会議事務局

事務局

淀川河川事務所 木津川出張所長
国
交
省

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

地元見識者 若干名

委
員

木津川出張所管内河川レンジャー運営会議

京都府 山城南土木事務所
山城北土木事務所 各１名(全２名)

沿
川
自
治
体

八幡市役所・京田辺市役所・城陽市役所・木
津川市役所・久御山町役場・井手町役場・笠
置町役場・和束町役場・精華町役場 各１名
（全９名）

河川レンジャー 全員

淀川河川事務所 担当職員
木津川出張所 担当職員
レンジャー会議事務局

事務局

淀川河川事務所 木津川出張所長
国
交
省

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

●河川レンジャーの運営に関する報告・提案
●河川レンジャー展開計画の報告
●河川レンジャーの特例再任の要請者の推薦
●河川レンジャーの任命・再任・解任・辞任の報告

＜開催予定 2回以上/年＞ ＜開催予定 2回以上/年＞●淀川管内河川レンジャーの仕組み、基準、支援・
連携強化方策の提言

●淀川管内河川レンジャーへの指導・助言・支援
●新任河川レンジャーの推薦
●河川レンジャーの再任（1回目）・特例再任の要請
●グループ河川レンジャーの任命・再任・解任・辞任
の報告

●淀川管内河川レンジャーの仕組み、基準、支
援・連携強化方策の提言

●河川レンジャー展開計画の提言
●淀川管内河川レンジャーへの指導・助言・支援

●淀川管内河川レンジャーの取り組みに関する報
告・提案

●河川レンジャーの取り組み
に関する報告・提案

●河川レンジャーの運営に
関する提案

●河川レンジャーへの指導・
助言・支援

＜開催予定 随時＞

講 座プレゼンテーション

研 修

●開催・運営
●河川レンジャーの
審査申請の受付

●審査情報の収集
＜開催予定 随時＞

＜開催予定 1回/年＞＜開催予定 2回/年＞

河川レンジャー運営会議 （別紙－２参照）

福島・毛馬出張所管内

枚方出張所管内

高槻・山崎出張所(大阪府域)管内

伏見・桂川・山崎出張所(京都府域)管内

木津川出張所管内

河川レンジャー専門家会議

河川レンジャーアドバイザー

河川レンジャー（特例再任者）

レンジャー会議事務局長・事務局次長事務局

●河川レンジャーの発展に寄
与する事項の検討・実施

●河川レンジャーの活動・
運営に関する諮問

※学識経験者等以外の委
員は代理出席が可能

淀川管内河川レンジャー会議

河川レンジャー 全員

センター河川レンジャー 全員

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ
グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

センター河川レンジャー事務局

淀川管内河川レンジャー実行委員会

センター河川レンジャー
淀川河川事務所 担当職員

事務局

常
任
委
員

レンジャー会議 議長

レンジャー会議 副議長

運営会議代表河川レンジャー ５名

河川レンジャー （有志）

河川ﾚﾝｼﾞｬｰアドバイザー （有志）

グループ河川レンジャー （有志）

＊必要・目的に応じて部会を設置可能

河川レンジャーアドバイザー

淀川河川事務所長

学識経験者等 ３名

高槻・山崎出張所（大阪府域）管内 １名

伏見・桂川・山崎出張所（京都府域）管内 １名

木津川出張所管内 １名

枚方出張所管内 １名

福島・毛馬出張所管内 １名

淀川河川事務所 担当職員
運営業務受託者

京都府 １名

大阪市 １名

大阪府 １名

京都市 １名

河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
運
営
会
議
代
表

自
治
体
代
表

国土交通省

淀川管内河川レンジャー代表者会議

代
表
者

高槻・山崎出張所（大阪府域）管内 １名

伏見・桂川・山崎出張所（京都府域）管内 １名

木津川出張所管内 １名

枚方出張所管内 １名

福島・毛馬出張所管内 １名
河
川
レ
ン
ジ
ャ
ー
代
表

議長

事務局長（センター河川レンジャー）

レンジャー
会議代表

河川レンジャー専門家会議 議長

委
員

事務局

●企画・運営の協力

●淀川管内河川レ
ンジャーの発展
に寄与する事項
の検討・実施

●淀川管内河川レンジャーの
仕組み、基準、支援・連携
強化方策の提言

●グループ河川レンジャーの
任命・再任・解任・辞任の報
告

●企画・運営・開催

河

川

レ
ン
ジ
ャ
ー

運

営

会

議

※河川レンジャーは、河川レンジャーの解任を審議すると
き、１期目の再任の妥当性を確認するとき、２期目
の再任の可否の審査・決定するときには、議決権を持た
ない。

※河川レンジャーは、河川レンジャーの特例再任を審議す
るときは出席できない。

※沿川自治体は、行政区域内で活動する河川レンジャーが
任命されている自治体とする。

※沿川自治体は、代理出席が可能である。

河川レンジャー 全員

地元見識者 若干名

委
員

福島・毛馬出張所管内河川レンジャー運営会議

大阪府 西大阪治水事務所 １名

大阪市 建設局河川管理事務所 １名

大阪市 淀川区役所・福島区役所・此花区役
所・西淀川区役所・北区役所・都島区役所・旭
区役所・東淀川区役所

各１名（全８名）

淀川河川事務所 福島出張所長
毛馬出張所長

淀川河川事務所 担当職員
福島出張所・毛馬出張所 担当職員
レンジャー会議事務局

事務局

沿
川
自
治
体

国
交
省

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

地元見識者 若干名

淀川河川事務所 担当職員
枚方出張所 担当職員
レンジャー会議事務局

事務局

委
員

枚方出張所管内河川レンジャー運営会議

大阪府 枚方土木事務所 １名

淀川河川事務所 枚方出張所長

沿
川
自
治
体

国
交
省

枚方市役所・寝屋川市役所・守口市役所
各１名（全３名）

河川レンジャー 全員

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

地元見識者 若干名

淀川河川事務所 担当職員
高槻出張所・山崎出張所 担当職員
レンジャー会議事務局

事務局

委
員

高槻・山崎出張所（大阪府域）管内
河川レンジャー運営会議

大阪府 茨木土木事務所 １名

淀川河川事務所 高槻出張所長
山崎出張所長

沿
川
自
治
体

国
交
省

高槻市役所・摂津市役所・島本町役場
各１名（全３名）

河川レンジャー 全員

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

地元見識者 若干名

委
員

伏見・桂川・山崎出張所（京都府域）管内
河川レンジャー運営会議

京都府 京都土木事務所
乙訓土木事務所
山城北土木事務所 各１名(全3名)沿

川
自
治
体

京都市 伏見区役所・南区役所・右京区役
所・西京区役所 各１名（全４名）

河川レンジャー 全員

淀川河川事務所 担当職員
伏見出張所・桂川出張所・山崎出張所担当職員

レンジャー会議事務局
事務局

淀川河川事務所 伏見出張所長
桂川出張所長
山崎出張所長

国
交
省

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表

宇治市役所・長岡京市役所・八幡市役所・久
御山町役場・大山崎町役場
各１名（全５名）

地元見識者 若干名

委
員

木津川出張所管内河川レンジャー運営会議

京都府 山城南土木事務所
山城北土木事務所 各１名(全２名)

沿
川
自
治
体

八幡市役所・京田辺市役所・城陽市役所・木
津川市役所・久御山町役場・井手町役場・笠
置町役場・和束町役場・精華町役場 各１名
（全９名）

河川レンジャー 全員

淀川河川事務所 担当職員
木津川出張所 担当職員
レンジャー会議事務局

事務局

淀川河川事務所 木津川出張所長
国
交
省

河川レンジャーアドバイザー 全員（元所属）
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

グループ河川レンジャー 責任者・構成員代表



 


