
次のおかやまアダプト参加団体は、率先して岡山市における環境を保全・創造す

る活動を実践し、環境にやさしいまちづくりの取組に貢献をされましたので、深く

感謝の意を表します。 

 

団 体 名 

吉田中村明友会 宮地地区旭川をきれいにする会１班 

吉田中村アダプト 田地子川堤防の桜を育てる会 

国ヶ原町内会 土井地区 宇甘東活性化協議会 

国ヶ原町内会 西地区 下畑区水利組合 

国ヶ原町内会 後藤地区  下畑区自治会 

西植松町内会 宇甘川を守る会 石原 

西植松芙蓉クラブ 宇垣原２ 

久々井第１なぎさ会 大曲速成地アダプト会 

久々井第２なぎさ会 松尾町内会 

宇垣原１ 松尾町内会５班６班 

宇垣原３ 田益下池公園愛護委員会 

大野ホタルまつり実行委員会 田益上池公園愛護委員会 

田地子川環境を守る会 矢坂美化クラブ 

タフナ環境を守る会 矢坂本町農家組合Ⅰ班 

田地子川を美しくする会 矢坂本町農家組合Ⅱ班 

野々口鳥獣被害防止対策協議会 笹岡老人クラブ（共楽会） 

のぼり土手お掃除隊 笹岡区砂川会 

一宮第一区町内会 下高田町内会上組 

神崎東町内会河川愛護会 岡山市北区下高田下組合 

松尾川東環境部会 白石町内会第１グループ 

吉田下アダプトの会 白石町内会第２グループ 



白石町内会第３グループ 河内町内会１班 

宮浦壮年会 河内町内会２班 

下芳賀町内会Ａ 久保環境振興 

下芳賀町内会Ｂ 久保美化グループ 

下芳賀町内会Ｃ 新庄川クリーンＡ会 

新庄川ボランティア第１班 新庄川クリーンＢ 

千町川右岸を美しくする会 新庄川クリーンＣ会 

中原川清掃隊 右岸 新庄川アダプトＤ 

中原川清掃隊 左岸 秋芳川をきれいにする会Ａ 

神崎町西村農家組合 秋芳川をきれいにする会Ｂ 

湯須町内会 維持管理 下区農家組合第２班 

旭ヶ丘 3 丁目町内会おかやまアダプト 下区農家組合第３班 

鹿瀬区自治会 箕地さくら倶楽部 

新庄川を守る会Ａ班 品田ボランテｲア会 

新庄川を守る会Ｂ班 三手町内会 

政津土手根町内会 一宮第二区町内会 

みどりの会 砂川愛護辛川市場団体 

宮路町地蔵院世話人会 千町川改修下流対策協議会 

岡山児島湖クラブ 砂場クリーンクラブ 

大曲中町内会 建部町西原旭川愛護会－上 

平田平吉町内会Ａ班 建部町西原旭川愛護会－中 

平田平吉町内会Ｂ班 建部町西原旭川愛護会－下 

大橋中之町町内会 中牧旭川を守る会 

足守を守る会 吉備地区環境衛生協議会関戸地区 

門前町内会 中泉区自治会 アダプト事業推進班第１班 

東区御休矢井町内会 中泉区自治会 アダプト事業推進班第２班 



中泉区自治会 アダプト事業推進班第３班 野殿土木 

中泉区自治会 アダプト事業推進班第４班 野殿土木 A 

中泉区自治会 アダプト事業推進班第５班 園
オン

崎
ザキ

町内会
チョウナイカイ

 

建部町西原馬橋川愛護会 あさひ会（大上地区） 

日吉町町内会－西班 福富
フクドミ

町内会
チョウナイカイ

 

日吉町町内会－東班 下土田町内会東 

寺部区新庄川１班 下土田町内会下Ａグループ 

寺部区新庄川２班 下土田町内会下Ｂグループ 

鳴下アダプト南 下土田町内会上グループ 

中田上之町桜川を守る会 今岡町内会 

中田下之町旭川をまもる会 今岡町内会 元気 

旭ヶ丘 4 丁目町内会アダプト 今岡町内会 絆 

堤が丘団地自治会 今岡町内会 未来 

堤が丘団地自治会サウス 花尻町内会 

母谷 K・KⅡ班 尾上町内会水利・土木・草刈部会 

砂川ホタルの里を守る会 尾上町内会河川部会 

福谷河川愛護会 ばすたーず 

脇浦町内会 岡山市北区延友町内会 

猿場自治会 鳴上自治会 

久米福寿会第１グループ 星原地区 

久米福寿会第２グループ 東楢津町内会上 

久米福寿会第３グループ 東楢津町内会下 

久米福寿会第４グループ 希望の丘町内会 

尾上町内会 小玉下町内会 

あさひ町内会 香橋町内会 

都六区ボランティア 新庄川ボランティア第２班 



足守川河川敷（福崎１区） 西畦町内会ボランティア 

足守川河川敷（福崎 2 区） 西畦中央ボランティア 

足守川河川敷（福崎 3 区） 西畦亀浜ボランティア 

足守川河川敷（福崎 4 区） 小鳥が丘町内会 

田益田中町内会 下小倉ボランティア 

上村老人クラブ 江ノ口ボランティア 

下神目河川愛護団 上 中小倉ボランティア 

川口２班（寺下・野呂２、３地区） 南方町内会 上組 

野山清掃団体 南方町内会 下組 

西江尻町内会 川口３班（野呂東・野呂１地区） 

金川地区活性化推進協議会 栢谷東町内会 

金川東町活性化推進協議会 栢谷東茶屋上 

金川旭町活性化推進協議会 栢谷東茶屋下 

下神目河川愛護団 親和会 中屋敷西町内会 

吉宗上組合 親和会 

吉宗中組合 髙田町内会 

吉宗下組合 加茂学区 安全・安心ネットワーク 

大曲東町内会 Ａ班 
（旧 大曲東町内会） 

ひかり町内会 

大曲東町内会 B 班 中楢津町内会 

エスポアール・クワノ  一宮高堤町内会Ａ班 

大岩町内会（小村） 一宮高堤町内会Ｂ班 

大岩町内会 津高ハイツ自治会 下神目河川愛護団 下 

大岩町内会（本村） 中島町内会 

大岩町内会（浜） 田中町内会 

市場同友会 原 川口１班（原地区） 

市場同友会 神力 下神目河川愛護団 (下神目中部落会) 



西高崎アダプトマルイチ会 錦団地町内会５ 

西高崎アダプトマルニ会 東幸島町内会 

西高崎アダプトマルサン会 川東町内会 

西高崎アダプトマルヨン会 築渡町内会 

西高崎アダプトマルゴ会 ゆうひ会（大上地区） 

西高崎アダプトマルロク会 上高田鼓会 

田原町町内会 政津上六番町上 

ふくわたり愛護会 政津上六番町下 

大田下長谷川愛護会 政津上六番町中山用水 

高松田中清掃美化グループ 郷町内会 

高松田中清掃美化グループ２ 大井しいの木いきいき会 

大窪町内会Ａ 笹ヶ瀬川レッツクリーン作戦の会 

大窪町内会Ｂ 笹ヶ瀬川（福田）クリーナーズ 

大井川町内会 笹ヶ瀬川（福田）クリーン隊 

大田下旭川長谷川愛護会 福谷学区体育協会 

大井地区連合町内会 浜之内町内会高浜班 

上伊田区自治会一班 浜之内町内会東川内班 

上伊田区自治会二班 浜之内町内会西川内・中川内班 

上伊田区自治会三班 宮地地区旭川をきれいにする会２班 

上伊田区自治会四班 宮地地区旭川をきれいにする会３班 

西長瀬笹が瀬川クリーン隊 桃園町内会ボランティア会 

寺前町内会 ボランティア雪舟 

錦団地町内会１ 笹岡１・２班 

錦団地町内会２ 緑町・一宮山崎合同アダプト 

錦団地町内会３ みつ葉会 

錦団地町内会４ 株式会社 大和
ダイワ

鉄工所 



河内町内会３班 都ボランティア倉敷川堤防１ 

平野遊歩ロードの会 都ボランティア倉敷川堤防２ 

中泉区自治会 アダプト事業推進班第 6 班 都ボランティア倉敷川堤防３ 

鳴下アダプト北 都ボランティア倉敷川堤防４ 

上村住民会 １班 都ボランティア倉敷川堤防５ 

上村住民会 ２班 

 


