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平成16年度 河川レンジャー活動の経過報告

永山河川レンジャーおよび松岡流域センター担当河川レンジャーによって、平成16年度も継

続されている河川レンジャー活動について、経過報告を行います。

平成16年度 河川レンジャー活動

活 動 名 担当河川レンジャー

京都伏見ジュニア河川レンジャー
永山 邦明 氏

伏見リバースクール（川とまちの歴史教室）

伏見三栖自然観察会
松岡 徹 氏

山科川周辺改善懇談会

１．京都伏見ジュニア河川レンジャー

平成16年度の京都伏見ジュニア河川レンジャーは、第３回懇談会において報告した平成16年

度活動計画に基づき、参加希望のあった６校を対象として活動を実施しています。

（１）対象校および参加校

永山河川レンジャーは、以下の12校を対象として、活動主旨および実施概要の説明のため、

各校を訪問しました。対象校のうち５校の参加希望があり、また、伏見南浜小学校の保手浜校

（ ） 、 。長 当懇談会委員 より 南浜・板橋・住吉小学校養護学級の合同での参加希望がありました

参加校 不参加校（不参加理由）

伏見南浜小学校 伏見板橋小学校（別テーマの総合的学習を予定）

桃山南小学校 向島小学校（身近な範囲での総合的学習を予定）

桃山小学校 向島藤の木小学校（別テーマの総合的学習を予定）

伏見住吉小学校 向島二の丸小学校（別テーマの総合的学習を予定）

桃山東小学校 向島南小学校（別テーマの総合的学習を予定）

伏見南浜・伏見板橋・伏見住吉 京都教育大学教育学部附属桃山小学校
小学校養護学級（合同） （学校としての参加は困難。個人での参加を検討 ）。

二の丸北小学校（身近な範囲での総合的学習を予定）

※京都教育大学教育学部附属桃山小学校以外は全て京都市立

（２）活動内容

活動は小学生（４年生）を対象として、平成15年度と同様に以下の３つの活動を行います。

、 、 、活動①②は 同日に実施することとし ５月15日～９月10日までの平日の午前を対象として

参加校と調整のうえ実施しました。また、活動①②の実施後には、活動レポートを参加者全員

に提出して頂きました。

活動③については、現在、実施日を調整中です。

＜活動①＞ 十石舟に乗船して伏見の川を観察

＜活動②＞ 伏見の川に生息している生物を観察しながら川のクリーンアップ

＜活動③＞ 伏見の歴史、川についての講義

（予定テーマ：琵琶湖疎水・水運のまち伏見の歴史・水防学習）

＜活動①②の行程＞

月桂冠大倉記念館裏：船着場

⇒

宇治川派流（濠川）

⇒

活動① 三栖閘門（伏見みなと広場：船着場）

⇒
三栖閘門資料館

⇒

宇治川展望スポット

⇒

活動② 宇治川派流（濠川）

⇒

三月桂冠大倉記念館裏



- 2 -



- 3 -

（３）活動実施状況

、 。 、 、 、 、活動①②の実施状況は 以下のとおりです なお 活動レポートは 全て回収を終え 現在

集計中です。

学校名 参加者数 実施日時 ﾚﾎﾟｰﾄ回収状況

伏見南浜小学校 116名 6月 1日(火)9:30～12:00頃 回収済み

桃山南小学校 102名 6月18日(金)9:30～12:00頃 回収済み

桃山小学校 111名 6月24日(木)9:30～12:00頃 回収済み

伏見住吉小学校 69名 8月31日(火)9:30～12:00頃 回収済み

桃山東小学校 69名 9月 3日(金)9:30～12:00頃 回収済み

伏見南浜・伏見板橋・伏見
33名( ) 9月8日(水)10:30～12:00頃 回収済み付添い含む

住吉小学校 合同養護学級

十石舟乗船（桃山東小） 十石舟乗船（桃山小） 十石舟乗船（桃山南小）

伏見みなと広場到着(住吉小) 三栖閘門資料館見学(桃山東小) 宇治川展望ｽﾎﾟｯﾄ見学(桃山小)

ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ（南浜小） ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ（桃山小） 植物観察（桃山小）

平成16年度 活動レポートの様式
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現在、活動③の実施に向けて、各小学校と日程調整を行っており、以下の状況となっていま

す。

活動③：伏見の歴史、川についての講義 日程調整状況

学校名 予定参加者数 実施日時調整状況

伏見南浜小学校 116名 ２月上旬に予定

桃山南小学校 102名 ２月末に予定

桃山小学校 111名 ３学期内

伏見住吉小学校 69名 ２月４日以降の金曜日以外に予定

桃山東小学校 69名 １月末～２月頃に予定

（４）河川レンジャーの活動内容

現時点までの「平成16年度 京都伏見ジュニア河川レンジャー」に関する永山河川レンジャ

ーおよび協力スタッフの活動内容は以下のとおりです。

①企画

活動内容、実施期間、対象校等の実施計画の立案

②資料作成

案内用紙や活動レポート等の作成

③参加案内

対象校（12校）各校を訪問し、活動内容を説明

④参加確認

対象校への電話による参加確認

⑤活動状況報告

活動中間報告書を作成し、伏見出張所および河川環境管理財団（淀川管内河川レンジャ

ー運営業務受託者）へ活動状況を報告

⑥関係機関との調整

（株）伏見夢工房への活動計画や活動状況等の報告・確認、十石舟船頭との活動実施へ

向けての調整

⑦参加校との打合せ

活動実施日の前日に参加校を訪問し、当日のスケジュールや注意事項等の詳細な事項に

ついて、担当教職員と打合せ

⑧活動の立会い

活動実施日は、円滑な活動の進行や安全等を確認するため、活動に同行

⑨活動レポートの回収・集計

担当の教職員を通じて活動レポートおよび活動写真を収集し、電子化および集計を実施

⑩京都伏見河川レンジャーの展開に向けての活動

河川レンジャー活動を地域の様々な世代の人へ拡げるため、平成15年度の「京都伏見ジ

ュニア河川レンジャー」とその保護者へ、小学校を通じて、伏見観光協会が主催する「宇

治川派流クリーンアップキャンペーン」への参加呼び掛け

宇治川派流クリーンアップキャンペーン（ゴミ収集・草刈り）は、平成16年４月24

日（土）および10月30日（土）に開催しました。両日とも、京都伏見ジュニア河川レ

ンジャーとその保護者の参加があり、伏見ロータリークラブ・伏見桃山ライオンズク

ラブ・伏見ライオンズクラブの会員や京都市立南浜小学校ＰＴＡ等とともに活動を行

いました。
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２．伏見リバースクール

伏見リバースクール（川とまちの歴史教室）は、第３回懇談会において報告した活動計画に

基づき、一般を対象とした「歴史教室」を２回、親子を対象とした「夏休み親子歴史教室」を

１回実施しました。

しかし 「歴史教室」については、第１回・第２回とも参加希望者が小数（２名）であった、

ため、中止としました。

平成16年度 伏見リバースクール

コース名 実施日 募集人数 参加者数

第１回 夏休み親子歴史教室 平成16年８月31日（火） 40名 32名

第１回 歴史教室 平成16年10月30日（土） 30名 中止

第２回 歴史教室 平成16年11月７日（日） 30名 中止

（１）第１回夏休み親子歴史教室

「第１回夏休み親子歴史教室」は、小学生と保護者を対象に伏見の川や町並みに触れて頂き

ながら、川との係わりが深い伏見の歴史を楽しく学習して頂くことを目的として、以下の３つ

の内容を行いました。

また、参加者の小学生には、歴史講義終了後にアンケート調査を行いました。

①十石舟の乗船

②三栖閘門資料館の見学

③伏見の歴史講義

講義内容：十石船に乗船した感想

港町だった伏見

濠川はどこからくるの？どこへ行くの？

伏見を行き来した船の種類

川に船が行き来しなくなった理由

とても汚かった伏見の川

十石舟の復活とまちの人たちの思い

みんなの住む地域の川の様子の質問

１）募集案内

募集案内は、開催日の約１箇月前となる７月26日（月）から以下の広告媒体を利用して行い

ました。

○京都新聞（夕刊） ○伏見夢通信（ 株）伏見夢工房発行の伏見情報冊子）（

○ザ・伏見（伏見地域雑誌）

○ポスター （ 株）伏見夢工房企画のイベント紹介：中書島エリアの約100箇所に設置）（

京都新聞への掲載

２）実施状況

■開催日時 平成16年８月31日（火） 13:05～15:00

■募集人数 40名

■参加者数 32名（Ａグループ：10組20名、Ｂグループ：６組12名）

、 。 、 、※十石舟の定員上 ２グループに分けて実施しました なお 歴史講義は

参加者全員で実施しました。

■参 加 費 無料

■配 布 物 ○伏見百景（写真集）

○ザ・伏見（地域雑誌）

○十石舟パンフレット

○伏見夢大福帳（地域ｸｰﾎﾟﾝﾊﾟｽ）

○伏見清酒紀行（酒造組合ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ）

●鉛筆 ●ノート ●タオル

※○印は（株）伏見夢工房、

●印は国土交通省が提供
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■行 程

十石舟乗船 伏見みなと広場見学

時刻 Ａグループ 時刻 Ｂグループ

12時55分 ・十石舟乗り場集合

・点呼

13時05分 ・十石舟乗船

13時15分 ・十石舟乗り場集合

13時20分 ・伏見みなと広場到着 ・点呼

・伏見みなと広場 13時25分 ・十石舟乗船

　三栖閘門資料館等見学

13時40分 ・伏見みなと広場到着

13時45分 ・歴史講義会場 13時45分 ・歴史講義会場

　（伏見出張所会議室）集合 　（伏見出張所会議室）集合

13時50分 ・歴史講義開始 13時50分 ・歴史講義開始

14時20分 ・歴史講義終了 14時20分 ・歴史講義終了

・アンケート開始 14時25分 ・伏見みなと広場

　三栖閘門資料館等見学

14時40分 ・歴史講義会場集合

14時45分 ・アンケート終了 ・アンケート開始

・解散

14時55分 ・アンケート終了

・解散

三栖閘門資料館見学 歴史講義

アンケート用紙



- 7 -

（２）第１回・第２回歴史教室

第１回・第２回歴史教室 は 運営会議委員である栗山委員 三木委員を講師として 川「 」 、 、 、「

による伏見清酒の流通 「川がもたらした港町伏見の賑わい」をテーマに企画を行い、参加者」

の募集を行いました。

①十石舟の乗船

②川辺の散策（濠川・宇治川派流沿い：十石舟乗場～伏見みなと広場）

③三栖閘門資料館の見学

④伏見の歴史講義（会場：伏見出張所会議室）

第１回歴史教室 講 師：三木 善則 氏

テーマ：伏見、水に生きたまち

第２回歴史教室 講 師：栗山 一秀 氏

テーマ：伏見の水と酒

１）企画概要

■開催日時 第１回 平成16年10月30日（土） 9:30～12:20

第２回 平成16年11月７日（日） 9:30～12:20

■募集人数 各30名

■参 加 費 2,000円

■配 布 物 ○伏見百景（写真集） ○ザ・伏見（地域雑誌）

○伏見夢大福帳（地域ｸｰﾎﾟﾝﾊﾟｽ） ○伏見清酒紀行（酒造組合ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ）

○伏見夢百衆 喫茶100円券

２）募集案内

募集案内は、開催日の約１箇月前となる９月29日（水）から以下の広告媒体を利用して行い

ました。

○京都新聞（夕刊） ○伏見夢通信（ 株）伏見夢工房発行の伏見情報冊子）（

京都新聞への掲載

（３）河川レンジャーの活動内容

伏見リバースクールに関する永山河川レンジャーおよび協力スタッフの活動内容は以下のと

おりです。

①企画

活動内容、実施日、実施スケジュール、募集方法等の実施計画の立案

②資料作成

募集案内用紙、歴史講義資料、アンケート用紙等の作成

③募集案内の実施・申込み受付

募集案内の掲載に向けた京都新聞社との調整および電話による参加者の受付

④参加者との調整

参加者に対して、当日のスケジュールや注意事項等を電話で連絡

⑤活動状況報告

実施計画書・活動中間報告書を作成し、伏見出張所および河川環境管理財団（淀川管内

河川レンジャー運営業務受託者）へ活動状況を報告

⑥関係機関との調整

（株）伏見夢工房への活動計画や活動状況等の報告・確認、十石舟船頭との活動実施へ

向けての調整

⑦会場設営

伏見出張所会議室の歴史講義会場としての準備を開催日前日に実施

⑧歴史教室の開催

主催者としての開催日当日の運営

⑨アンケートの集計

開催日当日に実施した参加者アンケートの集計
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３．伏見三栖自然観察会

伏見三栖自然観察会は、第３回懇談会で報告した下表の年間計画に基づき、第２回および第

３回の自然観察会を実施しました。

なお、第４回観察会は、企画・調整不足のため中止とし、第５回観察会は、現在、実施に向

けて調整を行っています。

平成16年度 伏見三栖自然観察会 年間予定

NO 観察テーマ 実施日 観察指導員

第２回 植物（野草）観察 ５月９日（日） (財)日本野鳥の会

(9:00～12:00) 京都支部（有志）

第３回 野鳥観察（向島のツバメ営巣地） ８月９日（月） (財)日本野鳥の会

(17:00～20:00) 京都支部（有志）

第４回 水質調査（宇治川・濠川の調査） 中止

第５回 野鳥観察（冬鳥の観察） 調整中 調整中

（１）第２回伏見三栖自然観察会

「第２回伏見三栖自然観察会」は 「春の草花や鳥を見てみよう」をテーマとして、宇治川、

河川敷（三栖閘門周辺）での野草と野鳥の観察、観察後の野草と野鳥のお話会を予定していま

した。しかし、当日は、雨天のため、野草と野鳥の観察は中止となり、室内での野草と野鳥の

お話会のみの開催となりました。

募集期間 ： 平成16年４月７日 ～ 平成16年４月30日

募集方法 ： 三栖閘門資料館ホームページ

京都市伏見区役所による募集案内の配布協力

（財）日本野鳥の会京都支部会員による募集案内の配布協力

実施日時 ： 平成16年５月９日（日） ９：00～12：00

実施場所 ： 国土交通省 伏見出張所 会議室

参 加 者 ： 20名 一般参加者 10名

（財）日本野鳥の会京都支部 ２名

国土交通省 ６名

宇治川周辺河川レンジャー検討懇談会事務局 ２名

参 加 費 ： 無料

配付資料 ： ①野鳥観察ノート

②春の野原に生育する

草の見分け方

③宇治川野鳥マップ

（野鳥の王国in宇治川）

※①②は（財）日本野鳥の会

京都支部、③は国土交通省

が提供

9：00 集合（京阪中書島駅） 移動（中書島駅～伏見出張所）

参加者全員は、9：00に京阪中書島駅 京阪中書島駅から伏見出張所会議室ま

の改札口に集合しました。 で徒歩で移動しました。

挨拶 会場に到着

松岡河川レンジャーから、開会の挨拶 お話会の会場となる伏見出張所の会議

が行われました。 室に到着しました。
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野鳥のお話

（財）日本野鳥の会京都支部の会員により、鳥の羽や足の実物、イラスト等を使って、宇

治川の三栖閘門周辺で見られる野鳥について、説明して頂きました。

野草のお話 閉会の挨拶 12：00解散

野草にも詳しい(財)日本野鳥の会京都 松岡河川レンジャーによる閉会の挨拶

支部の会員により、三栖閘門周辺に生 で今回の自然観察会を終了しました。

育している野草の実物を使って、分か

り易く説明して頂きました。

（２）第３回伏見三栖自然観察会

「第３回伏見三栖自然観察会」は、京都府農林水産部耕地課が設置している「巨椋池干拓地

環境保全ワークショップ」で実施する自然観察会と合同で開催しました。

今回の観察テーマは、ツバメの集団ねぐらとして有名な宇治川向島のヨシ原での「ツバメの

ねぐら調査」です。その内容は、鳥類の専門家によるツバメの説明や質疑応答、日の入りにあ

わせてねぐら（ヨシ原）へ戻るツバメの観察、環境省が行う鳥類標識調査の見学です。

募集期間 ： 平成16年７月20日 ～ 平成16年８月８日

募集方法 ： 三栖閘門資料館ホームページ

京都市伏見区役所による募集案内の配布協力

（財）日本野鳥の会京都支部会員による募集案内の配布協力

実施日時 ： 平成16年８月９日（月） 17：00～20：00

実施場所 ： 宇治川左岸 向島地区 （京都市伏見区向島上林町・向島大河原地先）

参 加 者 ： 69名 一般参加者（伏見三栖自然観察会） ８名

一般参加者（巨椋池干拓地環境保全ワークショップ） 27名

専門家（環境省鳥類標識調査員、京都哺乳類研究会） 10名

（財）日本野鳥の会京都支部 10名

京都府 ３名

国土交通省 ７名

宇治川周辺河川レンジャー検討懇談会事務局 ４名

参 加 費 ： 無料

集合場所：京阪観月橋駅

観察場所
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配布資料 ： ①マップ

・近畿地方にあるツバメの集団ねぐら

・日本で繁殖するツバメの渡り先

②ツバメ調査から生まれる疑問

③コウモリはどんな動物

④巨椋池干拓地パンフレット（巨椋だいすき!!）

⑤下敷き（巨椋池干拓地で見られる野鳥・植物）

⑥巨椋池干拓地環境保全ワークショップレポートマンガ

⑦宇治川野鳥マップ（野鳥の王国in宇治川）

※①～⑥は京都府、⑦は国土交通省が提供

17：00 集合（京阪観月橋駅） 移動（観月橋駅～宇治川河川敷）

17：00に京阪観月橋駅の改札口に集合 京阪観月橋駅から観察場所の宇治川

しました。 河川敷（向島のヨシ原）まで、堤防

天端を通って、徒歩で移動しました。

挨拶、ツバメ・コウモリの説明・質疑応答

観察場所に到着後、巨椋池干拓地環境保全ワークショップ事務局（京都府）の挨拶、観察

会資料の配付を行い、鳥類の専門家によるツバメとコウモリの説明を行って頂きました。

説明の後には、参加者からの様々な質問に対して、鳥類の専門家によって、わかりやすく

回答して頂きました。

ツバメの観察

19：00頃の日の入りから、京都盆地全域へ飛び立っていた約20,000羽のツバメが宇治川向

島のヨシ原に戻ってきました。参加者のみなさんは、ナイトスコープ、カメラや双眼鏡を

使って、上空を旋回するツバメ観察し、思わず歓声をあげ、感動されていました。
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かすみ網によるツバメの捕獲（鳥類標識調査）

鳥類標識調査員（バンダー）によって、あらかじめ、ヨシ原内に仕掛けていたかすみ網に

多くのツバメが引っ掛かっていました。

、 、 。ツバメは 1羽づつかすみ網から丁寧に取り外し 10羽ごと布袋に入れて分類整理します

鳥類標識調査・ツバメの説明 20：00現地解散

鳥類標識調査は、1羽1羽の鳥が区別できる記号や番号がついた標識（足環）を鳥につけて

放し、その後の回収（標識のついた鳥を見つけ、その番号を確認すること）によって、鳥

の移動や寿命について正確な知識を得る調査方法です。調査は、環境省の許可を持つ鳥類

標識調査員（バンダー）によって、ボランティアで行われます。

今回は、生きたツバメに触れながら、鳥類標識調査を見学しました。

（３）河川レンジャーの活動内容

「第２・３回 伏見三栖自然観察会」に関する松岡河川レンジャーの活動内容は以下のとお

りです。

①協力団体との調整

観察会の実施に向けて、協力を頂いている（財）日本野鳥の会京都支部と実施日や観察

内容等について調整

②資料作成

募集案内や（財）日本野鳥の会京都支部からの指導を受けながら観察会資料を作成

③募集の実施

募集案内の三栖閘門資料館ホームページへの掲載および京都市伏見区役所への募集案内

配布の協力依頼

④申込み受付

電話による参加者の受付

⑤活動状況報告

募集案内等により、伏見出張所および河川環境管理財団（淀川管内河川レンジャー運営

業務受託者）へ活動状況を報告

⑥開催準備

開催日当日の保険加入手続き

⑦観察会の進行

観察会当日の司会進行
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４．山科川周辺改善懇談会

山科川周辺改善懇談会は、山科川丹後橋付近で問題・課題となっている「違法駐輪・不法投

棄 「住民が無理なく維持管理できる花畑への改善」について、地域住民による対策案づくり」

を行うことを目的として、以下の構成メンバーにより、現在まで６回の懇談会を開催していま

す。

山科川周辺改善懇談会 構成メンバー

地域住民 桃山南学区各種団体代表者 10名

桃山南小学校教職員 ２名

住民アドバイザー等 ２名

アドバイザー 河川レンジャー 永山 邦明氏

京都教育大学講師 西城戸 誠氏

自治体 京都市伏見区役所地域振興課 １名

京都市道路部放置車両対策課 １名

国土交通省 伏見出張所 １名

事務局 流域センター担当河川レンジャー 松岡 徹氏

（株）伏見夢工房 １名

近畿技術コンサルタンツ（株） ２名

ワークショップ顧問 京都精華大学教授 嘉田 由紀子氏

子どもと川と町のフォーラム・副代表 塚本 明正氏

※ワークショップ顧問は、懇談会の運営方法等の懇談会全般にわたってアドバイスを頂いて

おりますが、現時点では懇談会に参加して頂いておりません。

（１）懇談会の経過

第３回宇治川周辺河川レンジャー検討懇談会（平成16年３月17日開催）から現在までに開催

した「山科川周辺改善懇談会」の経過概要を以下に示します。

第１回懇談会［平成16年４月22日（木）19:00～21:00 ：桃山南小学校ふれあいサロン］

参加者全員の自己紹介、松岡河川レンジャーからの「本懇談会の開催にあたっての経緯

と目的」の説明の後、以下の内容について討議。

○丹後橋付近における現状の課題と問題点の整理

＜決定事項＞

○駐輪場候補地（右岸堤内側空地）の調査を行い、駐輪場としての整備が可能と判断でき

、 、 （ ） 。た場合は 京都市と連携しながら 駐輪場整備について京阪電気鉄道 株 と交渉する

第２回懇談会［平成16年５月25日（火）19:00～21:00 ：桃山南小学校ふれあいサロン］

松岡河川レンジャーの司会進行により、前回の懇談会で得られた意見等の内容確認を行

い、懇談会の今後の進め方について討議。

＜決定事項＞

○前回の懇談会で提案されていた駐輪場候補地は、利便性や学区の違い（桃山南学区に駐

輪されている自転車を桃山東学区の候補地へ移すことは問題）により、駐輪場としての

整備は困難である。

○整備計画を立案するにあたっては、沿川住民の協力や意見が重要であることから、沿川

住民を対象とした説明会を開催し、意見を聴取する。

○懇談会での討議内容や意見、決定事項等の情報を発信する懇談会だよりを作成する。

丹後橋下流沿川住民説明会［平成16年６月18日（金）19:30～21:00 ：ふれあいサロン］

丹後橋上流沿川住民説明会［平成16年６月25日（金）19:30～21:00 ：ふれあいサロン］

松岡河川レンジャーの司会進行により、以下の説明を行い、国土交通省が作成した「整

備計画たたき台」を提示して意見を聴取。

①「山科川周辺改善懇談会」設置の経緯

②丹後橋左岸上下流の問題点

第３回懇談会［平成16年７月16日（金）19:30～21:00 ：桃山南小学校 １階会議室］

松岡河川レンジャーからの「沿川住民説明会の結果

（意見聴取結果 」報告の後、以下の内容について討）

議。

○整備計画の作成について（具体的意見の抽出）

＜決定事項＞

○整備計画の議論を促進するため、事務局が計画図の素案を作成する。

○沿川住民各戸に懇談会だよりを投函する。

○次回懇談会は、現地視察を行う。
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第４回懇談会［平成16年８月６日（金）

現地視察 18:00～ 懇談会 19:00～21:30 ：桃山南小学校 １階会議室］

＜現地視察＞ ＜懇談会＞

懇談会に先駆け、出席者全員で 松岡河川レンジャーの司会進行により、以下の内

現地視察を実施。 容について討議。

①現地視察を終え

ての山科川の現

状整理

②整備に向けた意

見整理と方向性

＜決定事項＞

○次回の懇談会以降は、整備計画（案）づくりと整備後の維持管理方法の双方について同

時に検討を進める。

第５回懇談会［平成16年９月３日（金）19:00～21:30 ：桃山南小学校ふれあいサロン］

松岡河川レンジャーの司会進行により、以下の内容

について討議。

①現在までの意見(現状の課題・問題点)とりまとめ

②住民参加による計画づくりの実践事例の紹介

③整備後の維持管理についての方向性

＜決定事項＞

○懇談会の運営、計画案の作成および整備後の維持管理を担う新たな組織を地域全体でつ

くる。

○次回の懇談会は、上記の組織づくりを目指し、各自治会長および各種団体の代表者に必

ず出席して頂き、本懇談会の目的と現在までの経過を説明し、協力を要請する。

第６回懇談会［平成16年10月22日（金）19:00～20:30 ：桃山南小学校ふれあいサロン］

桃山南地区の各自治会長および各種団体代表者、総

勢26名（懇談会メンバー含む）の参加のもと、松岡河

川レンジャー・連合自治会長により、以下の説明が行

われ、懇談会の今後について討議。

①懇談会開催の経緯

②懇談会開催の目的と現在までの概要

③懇談会の今後について

＜決定事項＞

「 」 、○懇談会での討議内容等をとりまとめた 懇談会だより の回覧または全戸配布によって

懇談会の存在や検討経過を地域住民へ発信する。

○上記の方法により、熱意のある地域住民の懇談会への参加を促す。

第７回懇談会［平成16年１月 開催予定］

○第７回懇談会の開催に向け、第６回までの意見を踏まえて、懇談会の進め方や日程等に

ついて、松岡河川レンジャーと連合自治会長は調整を行っています。

（２）現在までの検討結果

懇談会では、これまで、山科川に対する地域住民の視点からの様々な意見や要望が出されて

います。現段階での検討結果として事務局が作成した「山科川の現状整理と意見」を次頁に示

します。
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山科川山科川

山科川の現状整理と意見（１） 

全般 
○地域住民の意識向上のために、子供も大人も巻

き込んだ啓発活動をするべきだと思う。 

丹後橋下流：川裏側 
○堤防の斜面に沿川住民が植えた植栽がある。 
○雑草が多い。 
○排水溝の整備が不十分。降雨時には、雨水が床

下まで浸入してくる。 
○河川区域との境界をフェンス等で確実に区切

ってほしい。 

 

河道内 
○川の流れが直線的である。水量の少ないときは、流れが蛇行するようにするべきだと思う。 
○堤防の斜面が人工的なコンクリートブロックで固められており、勾配が急なため親しみにくい。 
○日や時間によって水の色が異なる。水質調査をしてみたい。 
○流れの速い部分は生物の種類や数が多いと考えられ、サギやカワセミのよい餌場になると思う。 
○子供の転落事故を防ぐための防護柵が必要だと思う。 
○河道内の修景整備は必要と思わない。河道内の土砂等を除去すれば、現在の護岸のままでも良い 
 と思う。 

丹後橋上流：花畑 
○花畑にある散策路が狭い。 
○住宅地ではガーデニングが盛んである。花壇を

町ごとに作ってコンテストをしてみてはどう

か。 
○国土交通省によって行われている除草作業を

年4回に増やせば、国土交通省の山科川に対す
る意識の高さが住民に伝わると思う。 
○現状では、地域女性会のみで丹後橋左岸上流の

花畑の維持管理をするのは困難である。 
○花畑に植える植物の種類を考慮すれば、維持管

理に要する労力が少なくてすむ。 
○多くの人が維持管理しやすくするには、バリア

フリー化が必要である。 
 
 
 

丹後橋上流：堤防天端部 
○車両通行時には、大量の土埃が発生し、洗濯物

にも影響を与えている。 
○堤防を舗装するか、速度制限が必要。 
○堤防への進入部に速度制限（10km/h以下）の看
板を設置してほしい。 

 

丹後橋上流：堤防斜面部 
○平らな部分（広場）を作って整備した方がよい。 
○子供達のマラソンコースに出来るような場所

になればよいと思う。 
○整備にあたっては沿川住民のプライバシーを

守れるような配慮が必要だと思う。 
○野草園、自然観察園のようなものができない

か。 
○雑草（ススキ等）が多く、休息等に利用するこ

とができない。 
○子供が遊んだり、総合学習に生かせるようなビ

オトープがあればよいと思う。 
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 山科川の現状整理と意見（２） 

中野橋左岸詰め付近 
○階段部を自転車が通行できない。 
○階段を降りた部分の通路の幅が狭い。 
○階段をスロープにし、通路に張り出している桜を剪定

することで、丹後橋下流左岸の駐輪場が利用しやすく

なるのではないか。 
○中野橋近傍にある桜は大切にするべきだと思う。 

 

丹後橋左岸詰め壁面部 
○丹後橋左岸付近にあるコンクリート壁面はケ

ガをした住民もおり、危険なため、何らかの対

処が必要である。 
○丹後橋左岸付近のコンクリート壁面に看板を

設置するなど、整備に利用することはできない

か。 

左岸仮設駐輪場付近 
○堤防に上がるためのスロープが崩れつ 
 つある。 
○堤防に舗装が必要である。 
○駐輪場にある通路や入口が狭い。 
○堤防上から自転車がなくなれば、綺麗 

 になると思う。 

○駐輪場を整備した場合、利用者（余所 

 者）が増えることから、広さを制限す 

 るべきである。 

○駐輪場以外の区域には、自転車が侵入できないような工夫が必要である。 

○駐輪場には現状で400台（左岸300台、右岸100台）が駐輪しており、新たに整備する駐輪場

は400～500台収容可能な規模が必要である。 

○駐輪のルールを徹底すれば駐輪場の規模を抑えられるのではないか。 

○利用しやすいように、駐輪しやすい器具の設置や、雨天時の配慮が必要だと思う。 

○駐輪場をつくる必要がなければよいと思う。堤防の大切さを再確認してほしい。 

丹後橋右岸詰め下流空き地 
○国土交通省と京都市で丹後橋右岸下流にある空き地を

購入し、そこに駐輪場を整備してはどうか。駅までの連

絡通路が整備されれば、利用者もいると思う。 
○現地をみたところ、道路とかなり段差があるマンション

側からの進入は無理で、迂回が必要。 
○南学区の自転車を東学区へ持って行くことについて、異

議が出るのではないか。 
○左岸側だけきれいにして、自転車を右岸に持って行くと

後で、反発があると思う。 

 

丹後橋右岸詰め上流付近 
○右岸側堤防のそばにある排水溝にふたをして

駐輪場にできないか。 

丹後橋右岸詰め下流付近 
○スロープの勾配が急なため、雨天時は危険ではないか。 

山科川山科川
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（３）河川レンジャーの活動内容

現時点までの「山科川周辺改善懇談会」に関する松岡河川レンジャーの活動内容は以下のと

おりです。

①地域住民との調整

懇談会での討議事項や懇談会資料の内容等について、事前に地域住民の窓口となってい

る連合自治会長と調整

②アドバイザー・河川管理者との連携

懇談会での討議内容や討議の方向性等について、アドバイザーと河川管理者からの助言

を受けながら決定

③現地調査

整備計画地の現状把握や計画地と類似した問題が発生している場所の現状把握を行うた

め、現地調査を実施

④資料作成

開催案内、懇談会資料および懇談会での討議内容をとりまとめた懇談会だよりの作成

⑤開催案内

・懇談会の開催にあたり、各メンバーへ開催案内を送付

・沿川住民説明会の開催にあたっては、沿川全ての住宅を訪問し、説明会の主旨説明を行

い、参加を依頼

⑥懇談会の進行

懇談会当日の司会進行

⑦地域活動への参加

懇談会の構成メンバーである「桃山南地域女性会」が毎月１回行っている山科川堤防沿

い花畑の除草作業に伏見出張所職員とともに参加




