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平成17年度 河川レンジャー年間活動計画（案）
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伏見出張所管内河川レンジャー
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１．河川レンジャー年間活動計画について

、 、 、運営要領において 運営会議は 河川レンジャーに対する助言・意見・支援を行うとともに

河川レンジャー活動計画を審議し、決定することと定めています。

今回の第２回運営会議では、第１回運営会議での意見を踏まえた具体的な河川レンジャー活

動計画（案）について、審議して頂き、成案としての決定の判断をお願いします。

また、平成17年度の河川レンジャー活動は、活動計画の決定を受けて、活動の実践に着手し

ます。

表１ 伏見運営会議管内における河川レンジャーとその活動

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

表２ 第１回運営会議での平成17年度活動計画（案）に対する主な意見

活動名 主な意見

京都伏見ジュニア ○平成17年度からの新たな取り組みは、予算の見積もりをもと

河川レンジャー に、次回の運営会議で討議を行う。

○ｸﾗﾌﾞ組織をつくり、少年消防ｸﾗﾌﾞやﾎﾞｰｲ・ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ等の他の

団体と連携しながら、継続的な活動を行ってほしい。

○河川ﾚﾝｼﾞｬｰ活動を通じて、川の脅威等を参加者に伝えてほし

い。

○濠川・宇治川派流沿いに植樹を計画し、樹木の維持管理をｼﾞ

ｭﾆｱ河川ﾚﾝｼﾞｬｰの保護者にも協力を願い、住民による維持管

理を実現したい。

伏見リバースクール ○河川ﾚﾝｼﾞｬｰ活動の広報は、呼びかけの対象を明確にすること

（川とまちの で、効果的なものになる。

歴史教室） ○募集案内等が早期にできれば、伏見区役所が協力する他の企

画と併せて、広報することができる。

伏見三栖自然観察会

山科川周辺 ○懇談会は、桃山南地域において地域住民と行政が連携して整

、 、改善懇談会 備計画を考える初めての取り組みであり 地域住民が納得し

管理に協力できるような整備が実現できればよい。
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２．京都伏見ジュニア河川レンジャー

平成17年度で３年目を迎える京都伏見ジュニア河川レンジャーは、地域へより浸透した活動

となることを目指して、平成16年度と同様の活動内容で継続します。

また、京都伏見ジュニア河川レンジャーの認定者が約830名になっていることから、活動を

継続的に充実させる取り組みを実施したいと考えています。
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平成１７年度京都伏見ジュニア河川レンジャー

活動実施概要（案）

■ 実施期間

平成１７年度７月～平成１８年度３月末

■ 参加案内小学校

以下の伏見区内１２小学校

伏見桃山小学・伏見桃山東小学校・伏見桃山南小学校・伏見板橋小学校・伏見南浜小学校

伏見住吉小学校・伏見向島小学校・伏見向島藤の木小学校・伏見向島南小学校

伏見向島二の丸小学校・伏見二の丸北小学校・京都教育大附属桃山小学校

■ 募集学年

小学校４年生

■ 実施学習内容

以下の３つの体験学習を実施

学習１ 十石舟乗船して伏見の川の観察、伏見みなと広場見学・レポート提出

学習２ 伏見の川を探検しながらのクリーンアップ・レポート提出

学習３ 伏見の歴史、河川についての講義

※３つの学習修了者へ認定書・バッジ･手帳を贈呈

※学習１、２については同日実施

■ 活動実施場所

学習１ 宇治川派流（十石舟運行ルート ・伏見みなと広場）

学習２ 宇治川派流沿岸（十石舟運行ルート）

学習３ 各参加小学校

■ 活動を継続的に充実させるための取り組み

○京都伏見ジュニア河川レンジャー手帳の制作配布

活動終了後にジュニア河川レンジャーとしての意識を持ち、河川における活動を楽し

く行うための手帳。

○京都伏見ジュニア河川レンジャー機関紙の発行

、 、 、 、京都伏見ジュニア河川レンジャーの家族 参加小学校 その他京都市内小学校 先生

担当河川レンジャー、河川活動機関等と情報を共有し、理解交流を広げていくための機

関紙
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＜概算費用＞

手帳（ サイズ ページ／写真・イラスト 点程度を想定）B6 16 50

1500部（1期生～3期生に配布する場合）

項 目 数量 単価 金 額

印刷費 1500部 117円 175,500円

写真版下製作費 50点 800円 40,000円

企画制作費 1式 150,000円

合計 365,500円

500部（3期生のみに配布する場合）

項 目 数量 単価 金 額

印刷費 500部 199円 99,500円

写真版下製作費 50点 800円 40,000円

企画制作費 1式 150,000円

合計 289,500円

機関紙（ サイズ ページ／写真・イラスト 点程度を想定）B4 2 30

1500部（1期生～3期生に配布する場合）

項 目 数量 単価 金 額

印刷費 1500部 57円 85,500円

写真版下製作費 30点 800円 24,000円

企画制作費 1式 100,000円

合計 209,500円

500部（3期生のみに配布する場合）

項 目 数量 単価 金 額

印刷費 500部 130円 65,000円

写真版下制作費 30点 800円 24,000円

企画制作費 1式 100,000円

合計 189,000円

※上記の数量等は概算であり、今後、小学生（京都伏見ジュニア河川レンジャー 、小学）

校教職員、保護者等の意見を聞きながら企画制作を行うため、変更となる場合がありま

す。



- 5 -

■ その他の予定活動

○十石舟・水難訓練見学会の実施（平成17年7月29日）

○濠川･宇治川派流 紫陽花･紅葉･ﾕｷﾔﾅｷﾞの植樹参加

■ 検討中の活動

○川の水質調査

川の水質や微生物を調査キットを使って子どもたちが調査。調査方法を学び川の生物

や水が腐るとはどういったことなのか等を学習。

・日本財団との連携（物的支援）を含めて、学習２での実施を検討中

○水辺の工作教室

宇治川に生育している葦など、地域の自然素材を使った工作品を講師指導のもと子ど

もたちが作成する工作教室。作品を水辺へ飾り付けを行い、川とのふれあいを深める。

・地元女性会や小学校との連携を含めて検討中

■ 河川レンジャーを中心としたネットワークづくり

これまでの京都伏見ジュニア河川レンジャーの活動は、永山河川レンジャーの企画・運

営のもと、伏見区内の小学校を対象に実施してきた。

今後は、地域の幅広い世代の方や多くの団体に河川レンジャーの活動に関わって頂き、

河川レンジャーを中心としたネットワークづくりを進め、地域が一体となって河川管理に

役割と責任をもっていくため、地域の活動母体となる京都伏見ジュニア河川レンジャーネ

ットワーク協議会（仮称）の設立に向けて検討を進めています。



淀川管内河川レンジャー
永山邦明

京都伏見ジュニア河川レンジャー
ネットワーク協議会（仮称）

㈱伏見夢工房(TMO)

京都教育大学地域貢献
プロジェクトチーム

伏見区内他の
小学校・PTA・

地元自治体・女性会等
国土交通省
近畿地方整備局
淀川河川事務所

(財)河川環境管理
財団　大阪事務所

(財)日本財団

京都府港湾課
京都府河川課
京都府緑地公園課
京都市疏水事務所
京都市河川課

伏見南浜小学校
伏見板橋小学校
伏見住吉小学校
伏見桃山小学校
伏見桃山東小学校
伏見桃山南小学校

伏見出張所管内
河川レンジャー
運営会議

伏見観光協会（事務局）

伏見区内各小学校
（生徒・保護者）

参加団体

京都伏見ジュニア河川
レンジャー活動

濠川・宇治川派流
紫陽花・紅葉の
植栽活動

企画・運営・実施

連
携

連
携

1.十石舟乗船

2.川の生物観察

3.歴史講義受講

図１　京都伏見ジュニア河川レンジャーネットワーク協議会（仮称）関係図
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平成17年度 京都伏見ジュニア河川レンジャー
参加のご案内

主催　　　 淀川管内河川レンジャー　永山　邦明

後援　　　国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所

　　　　　財団法人河川環境管理財団大阪事務所

協力　　　　　　　　　　　　　株式会社伏見夢工房

　子どもたちが生活するまち伏見は、宇治川・濠川・宇治川派流・高瀬
川等多くの川と深く結びつき、共に発展してきました。伏見の川に目
を向けると、港町であった伏見の面影、三栖閘門が伝える舟運の歴史、
琵琶湖疏水が伝える豊かな暮らしと人々の情熱、川辺の植物に見られ
る地域の方々の川への思いなど、伏見のすばらしい物語に出会えます。
　京都伏見ジュニア河川レンジャー活動では子どもたちに、伏見の川
での楽しい体験や学習を通じて伏見のまちへの発見をしてもらい、自
分たちのまちへの理解と未来へつながる郷土愛を育んでもらいたいと
思います。

平成15･16年度　1期生373名･2期生492名活動風景

十石舟乗船

十石舟乗船 伏見みなと広場三栖閘門資
料館･展望台見学

水辺の生物観察　　　　　
クリーンアップ

水辺の生物観察　　　　　
クリーンアップ

伏見の歴史学習
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平成17年度 京都伏見ジュニア河川レンジャー
実施概要

■実施日時

　平成17年6月～平成18年3月

　先生方のご都合の良い日時をお知らせいただきご相談。

■募集学年

　第4学年

■学習内容（①～③の学習を行います）

　学習①

　「十石舟に乗船。川の観察・伏見みなと広場見学」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約40分

　学習②

　「川辺の生物を観察しながらのクリーンアップ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約40分

　学習③

　「伏見の歴史や河川についての講義」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約40分

　①～③の学習修了者に認定書、バッジをお渡しします。

※‐1　学習①②は同日実施（3クラス実施で約3時間）

※‐2　学習①②についてのレポート提出をお願いいたします。

※‐3　上記レポート、学習③の講義教材等はご用意いたします。

■学習場所

　学習①②：濠川・宇治川派流(十石舟運航ルート）

　　　　　　※別納パンフレット参照

　学習③　：各参加小学校

■平成17年度京都伏見ジュニア河川レンジャーその他の予定活動

　１．十石舟・水難訓練見学

　２．濠川･宇治川派流紫陽花・紅葉・ﾕｷﾔﾅｷﾞの植樹

　３．川の水質調査

　４．京都伏見ジュニア河川レンジャー機関誌の発行

　５．京都伏見ジュニア河川レンジャー手帳の制作
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平成17年度 京都伏見ジュニア河川レンジャー

参加希望用紙

■参加校の先生方へ平成17年度学習実施についてのお願い

１．窓口になる先生をお教えください。

２．学習①②③の活動風景の記録写真のご提出をお願いいたします。

３．学習①②についてのレポートの集計・提出をお願いいたします。

４．活動修了後、子どもたちにバッジと認定書を作成しお渡しします、
　　

　　参加生徒の名簿（組・氏名・よみがな・ローマ字表記）提出をお
　　　　　

　　願いいたします。

参加を希望される小学校は
下記の必要事項に記入していただき

０７５（６２２）７９８６

までＦＡＸをお願いいたします。

　　　　　月　　　　　日　　　　　　　　　時頃から第３希望日時

　　　　　月　　　　　日　　　　　　　　　時頃から第２希望日時

　　　　　月　　　　　日　　　　　　　　　時頃から第１希望日時

　
学習①②
実施希望日時

１組　　　名・２組　　　名・３組　　　名・４組　　　名
参加人数
(各組ごと）

　担当窓口先生氏名

　ＦＡＸ

　電話

　学校名

淀川管内河川レンジャー　永山邦明
〒612-8043　京都伏見区本材木町668-3
　　　　　　月桂冠酒蔵オフィス3号室

TEL　 075-622-8750　FAX　 075-622-7986
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訓練場所

見学場所

　　　　京都伏見ジュニア河川レンジャー

　　「十石舟・水難訓練見学会」

参加のご案内

　伏見の川には散歩道や遊び場、憩いの場所として多くの人たちが親し
んでいます。川とともに生活する子どもたちにはそのような川の良い部
分だけでなく、川のもつ危険な部分にも目を向けて、水難事故について
学習してもらいたいと考え、水難訓練見学会を開催することになりまし
た。水難事故の増える夏、夏休みの学習のひとつとしてぜひ、ご参加く
ださい。

夏休み

■　開催日時

　　平成17年7月29日(金）　午後1時30分～午後2時30分

■　場　　所

　　伏見区三栖４丁目　濠川　港大橋周辺

　　※下図参照

■　訓練内容

　　十石舟の船頭さんが水辺で溺れる２名を発見。通報、転回、　

　　救助及び視認情報連絡。

　　救助隊出動。ヘリコプターによる上空検索、潜水及び救助

■　訓練主催　　京都市消防局

■　訓練協力　　㈱伏見夢工房

開　催　場　所

伏見港大橋周辺

■　お問合せ　　淀川管内河川レンジャー　　永山 邦明
　　　　　　　　〒612-8043　京都伏見区本材木町668-3
　　　　　　　　　　　　　　月桂冠酒蔵オフィス3号室
　　　　　　　　TEL　 075-622-8750　FAX　 075-622-7986
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図２　京都伏見ジュニア河川レンジャー　展開計画フロー（素案）

検討中の取り組み

京都伏見ジュニア河川レンジャーが
参加する活動

京都伏見ジュニア河川レンジャーの
展開計画

河川レンジャーを中心とした地域組
織計画

平成15年度 （１期生）

平成15年度 平成16年度 平成17年度

 361名

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

平成16年度 （２期生）  467名

平成17年度 （３期生） ○○名

平成18年度 （４期生） ○○名

平成19年度 （５期生） ○○名

平成20年度 （６期生） ○○名

平成21年度 （７期生） ○○名

平成22年度 （８期生） ○○名

平成23年度 （９期生） ○○名

平成24年度 （10期生） ○○名

平成25年度 （11期生） ○○名

１期生 中学校入学

京都伏見ジュ
ニア河川レン
ジャー活動

１期生 高校入学

手帳の製作配布

機関紙の発行

地域大学との連携
試行

地域大学との連携

平成16年度～平成18年度
濠川・宇治川派流　紫陽花・紅葉　植樹活動

紫陽花・紅葉
剪定活動

宇治川派流
クリーンアップ
（年２回：春・秋）

１・２期生
同窓会開催

３期生
同窓会開催

４期生
同窓会開催

５期生
同窓会開催

６期生
同窓会開催

７期生
同窓会開催

８期生
同窓会開催

９期生
同窓会開催

ネットワーク
協議会　設立
検討・準備

ネットワーク
協議会　設立

・運営費の検討
・活動拠点の検討
・参加団体の検討
・組織の検討
・活動内容の検討

幅広い世代の人々に関
わってもらえる協議会へ

河川に関する地元意見
の集まる協議会へ

河川管理者と地元が相
互理解できる協議会へ

河川管理に関する役割と
責任を持つ協議会へ

地元河川活動のバックアップから、淀川管内河川レンジャー活
動との交流・バックアップできる協議会へなれれば･･･

中学校対象の
活動を検討

中学校対象の
活動を試行

中学校対象の
活動を実施

高校対象の
活動を検討

高校対象の
活動を試行

高校対象の
活動を実施

京都伏見ジュニア
河川レンジャー
視察研修会の検討

京都伏見ジュニア
河川レンジャー
視察研修会の開催

２期生 中学校入学 ２期生 高校入学

８期生 中学校入学

７期生 中学校入学

５期生 高校入学

４期生 高校入学

６期生 中学校入学

５期生 中学校入学

３期生 高校入学

４期生 中学校入学

３期生 中学校入学

京都伏見ジュニア
河川レンジャーの
クラブ化を検討

- 11 -
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３．伏見リバースクール（川とまちの歴史教室）

伏見リバースクールは、平成16年度から開始し、一般を対象とした「歴史教室 、親子を対」

象とした「夏休み親子歴史教室」の２つのコースを計画し、実施しました。

平成16年度の「夏休み親子歴史教室」は、対象年齢を設けず開催したため、１回の開催で多

数の参加者が集まりました。しかし、歴史講義は、小学校低学年から中学生までの幅広い年齢

層の参加者に対して、小学校低学年を対象とした講義内容であったため、満足して頂けない参

加者もいました。また、２回の募集を行った「歴史教室（一般参加 」については、参加希望）

者が小数であったため、中止としました。

このため、平成17年度は、平成16年度の活動結果を踏まえ、より多くの方々に楽しく参加し

て頂けるよう、綿密な企画を行ったうえで開催します。
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2005 伏見リバースクール（親子歴史教室） 実施概要（案）

■ 主 催 淀川管内河川レンジャー 永山邦明

■ 後 援 国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所

財団法人 河川環境管理財団 大阪事務所

■ 協 力 株式会社 伏見夢工房

■ 実施日時 第１回／平成17年７月23日（土）

Ａグループ １３：０５～１６：２０

Ｂグループ １３：３０～１６：２０

第２回／平成17年７月24日（日）

Ａグループ １３：０５～１６：２０

Ｂグループ １３：３０～１６：２０

■ 募集対象者 どなた様でも参加可能（制限等特になし）

■ 募集定員 第１回／親子１６組 ３２名 第２回／親子１６組 ３２名

■ 参加料金 両日／無料

■ 募集告知方法 １．京都市民新聞

２．伏見区民新聞

３．ザ伏見７月号（6月25日発行）広告枠

４．区民新聞折込情報誌「We Love Fushimi」６月号・７月号

５．伏見夢百衆店頭

■ 応募方法 １．下記窓口への電話にて応募

２．伏見夢百衆店頭にて応募

■ 受付窓口 ㈱伏見夢工房「伏見リバースクール係り」

TEL/FAX ０７５－６２３－１３６０

■ 内 容 ①十石船の乗船 みなと広場見学

②水辺の散策

③歴史講義

④アンケート記入

⑤記念品配布

■ 当日ｽｹｼﾞｭｰﾙ 歴史講義は、AＢ両グループとも

同じ時刻（15時30分）同じ場所（伏見出張所2階会議室）で開催

＜Ａグループ＞ 

１３時０５分 集合 

※集合場所 十石舟乗り場 

１３時１５分 十石舟乗船（往復） 

１４時１５分 十石舟下船 

１４時２０分 みなと広場まで川辺の散策 

１５時３０分 歴史講義開始 

※講義場所 伏見みなと広場隣接 

伏見出張所２階会議室 

１６時１０分 歴史講義終了  

アンケート記入 

１６時２０分 解散      

＜Ｂグループ＞ 

１３時３０分 集合 

※集合場所 十石舟乗り場 

１３時４０分 十石舟乗船（往復） 

１４時４０分 十石舟下船 

１４時４５分 みなと広場まで川辺の散策 

１５時３０分 歴史講義開始 

※ 講義場所 伏見みなと広場隣接 

伏見出張所２階会議室 

１６時１０分 歴史講義終了  

アンケート記入 

１６時２０分 解散 
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2005 伏見リバースクール（一般参加） 実施概要（案）

■ 主 催 淀川管内河川レンジャー 永山邦明

■ 後 援 国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所

財団法人 河川環境管理財団 大阪事務所

■ 協 力 株式会社 伏見夢工房

■ 実施日時 第１回／平成17年12月3日（土）

Ａグループ ９：３０～１２：２０

Ｂグループ ９：５０～１２：２０

第２回／平成17年12月4日（日）

Ａグループ ９：３０～１２：２０

Ｂグループ ９：５０～１２：２０

■ 募集対象者 どなた様でも参加可能（制限等特になし）

■ 募集定員 第１回／３０名 第２回／３０名

■ 参加料金 両日／1,500円

■ 募集告知方法 １．京都市民新聞

２．伏見区民新聞

３．ザ伏見９月号（8月25日）11月号（10月25日）広告枠

４．区民新聞折込情報誌「We Love Fushimi」７月号・９月号・11月号

５．伏見夢百衆店頭

■ 応募方法 １．下記窓口への電話にて応募

２．伏見夢百衆店頭にて応募

■ 受付窓口 ㈱伏見夢工房「伏見リバースクール係り」

TEL/FAX ０７５－６２３－１３６０

■ 内 容 ①十石船の乗船 みなと広場見学

②水辺の散策

③歴史講義

④アンケート記入

⑤記念品配布

■ 予定講師 第１回／平成17年12月3日（土）

御香宮宮司 三木 善則 氏（伏見管内運営会議委員）

テーマ「宇治川・淀川は伏見に何をもたらしたか」

第２回／平成17年12月4日（日）

月桂冠大倉記念館名誉館長 栗山 一秀 氏（伏見管内運営会議委員）

テーマ「伏見の水と川が育てたお酒」

■ 当日ｽｹｼﾞｭｰﾙ 歴史講義は、AＢ両グループとも

同じ時刻（11時00分）同じ場所（月桂冠大倉記念館ホール）で開催

＜Ａグループ＞ 

９時２０分 集合 

※集合場所 十石舟乗り場 

９時３０分 十石舟乗船（往復） 

１０時２５分 十石舟下船 

１０時５５分 月桂冠大倉記念館集合 

１１時００分 歴史講義開始 

※講義場所  月桂冠大倉記念館ホール 

１１時４５分 歴史講義終了  

アンケート記入 

１２時００分 解散 

＜Ｂグループ＞ 

９時４０分 集合 

※集合場所 十石舟乗り場 

９時５０分 十石舟乗船（往復） 

１０時４５分 十石舟下船 

１０時５５分 月桂冠大倉記念館集合 

１１時００分 歴史講義開始 

※講義場所  月桂冠大倉記念館ホール 

１１時４５分 歴史講義終了  

アンケート記入 

１２時００分 解散 
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京都伏見ジュニア河川レンジャー・伏見リバースクールの案内媒体
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京都伏見ジュニア河川レンジャー・伏見リバースクールの案内媒体
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京都伏見ジュニア河川レンジャー・伏見リバースクールの案内媒体
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京都伏見ジュニア河川レンジャー・伏見リバースクールの案内媒体
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４．伏見三栖自然観察会

平成16年度の伏見三栖自然観察会は、４回の開催を予定していましたが、第３回の水質調査

および第４回の野鳥観察は中止となりました。また、開催した２回の観察会については、参加

者が少なく、地域からの参加者も非常に少ない状況でした。

平成17年度は、これまでの結果を踏まえ、宇治川の自然環境を伝える観察テーマや観察内容

を設定し、ご協力を頂く関係機関との調整を十分に行い、地域住民をはじめとする多くの方々

に参加して頂けるよう、綿密な企画・運営を行います。

（１）平成 年度の活動概要17

今年度の伏見三栖自然観察会は、年間３回を実施する予定です。

平成16年度に引き続き「河川の自然」をキーワードに河川環境の現状の把握や保全等につい

て結びつけていくきっかけづくりを行います。

また、実施範囲を昨年度までの京都市伏見区周辺から伏見出張所管内の宇治川沿川に拡大し

ていきます。

昨年度までは、観察指導員に（財）日本野鳥の会・京都支部の有志の方々にご協力をいただ

いていましたが、今年度については本来の（財）日本野鳥の会の活動との調整が難しく、特定

非営利法人シニア自然大学から観察指導員の派遣を依頼・調整中です。

表３ 平成17年度 伏見三栖自然観察会 年間予定

NO. 観察テーマ 実施時期 観察指導員

第４回 野鳥の観察（向島のツバメ営巣地） ８月上旬 NPO シニア自然大学
［ （ ）］（17:00～20:00） 調整中 予定

第５回 水の観察 ９月～１０月 NPO シニア自然大学
［ （ ）］（9:00～16:00） 調整中 予定

第６回 野鳥の観察（冬鳥の観察） １月～３月 NPO シニア自然大学
［ （ ）］（9:00～12:00） 調整中 予定
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（２）第４回伏見三栖自然観察会

「第４回伏見三栖自然観察会」は、昨年度に続き、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』の観察を行います。

観察指導員によるツバメの説明や質疑応答を行い、日の入りにあわせて京都一円からねぐら

へ（ヨシ原）へ戻るツバメの観察を行います。

募集期間 ： 平成17年７月 ～ 平成17年８月上旬

募集方法 ： 三栖閘門資料館による募集案内の配布

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

伏見区内の小学校に協力を得て募集案内を配布（予定）

NPO シニア自然大学の京都在住スタッフによる募集案内の配布（予定）

その他

実施日時 ： 平成17年 ８月 上旬 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）

参加対象 ： 一般（小学生以下は保護者同伴）

参 加 費 ： 無料

、 （ ）観察指導 ： NPOシニア自然大学 野鳥科 植物科 京都府・滋賀県在住スタッフ 予定

（３）第５回伏見三栖自然観察会

「第５回伏見三栖自然観察会」は、昨年度調整不足のため実施できなかった『水の観察』を

行います。観察は、観察指導員の説明を受けながら、水質の簡易測定や水生生物の観察を行い

ます。

観察によって、自分たちの住む近くに流れる宇治川や支川の「水の中の環境」を知ることに

より、これからよりよい環境にするためにはどのような取り組みが必要か、またできるのかを

一緒に考えていきます。

募集期間 ： 平成17年９月 ～ 平成17年１０月中旬

募集方法 ： 三栖閘門資料館による募集案内の配布

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

伏見区内の小学校に協力を得て募集案内を配布（予定）

NPO シニア自然大学の京都在住スタッフによる募集案内の配布（予定）

その他

実施日時 ： 平成17年 ９月～１０月の休日 9:00～16:00

実施場所 ： 宇治川（検討中）

淀川河川事務所 伏見出張所 別館二階会議室

参加対象 ： 一般（小学生以下は保護者同伴）

参 加 費 ： 無料

観察指導 ： NPOシニア自然大学 ビオトープ科 京都府・滋賀県在住スタッフ（予定）

〃 水生生物科 〃

〃 環境科 〃
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（４）第６回伏見三栖自然観察会

「 」 、 、『 』第６回伏見三栖自然観察会 は 昨年度調整不足のため実施できなかった 冬鳥の観察

を行います。観察は、観察指導員の説明を受けながら、冬に飛来してくる野鳥や年間を通して

水辺に生息する野鳥の観察を行います。

観察後は、伏見出張所別館２階会議室で質疑応答やおさらいを行います。

募集期間 ： 平成17年１月 ～ 平成17年３月中旬

募集方法 ： 三栖閘門資料館による募集案内の配布

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

伏見区内の小学校に協力を得て募集案内を配布（予定）

NPO シニア自然大学の京都在住スタッフによる募集案内の配布（予定）

その他

実施日時 ： 平成18年 １月～３月の休日 9:00～12:00

実施場所 ： 宇治川（検討中）

淀川河川事務所 伏見出張所 別館二階会議室

参加対象 ： 一般（小学生以下は保護者同伴）

参 加 費 ： 無料

、 （ ）観察指導 ： NPOシニア自然大学 野鳥科 植物科 京都府・滋賀県在住スタッフ 予定
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淀川河川事務所

京都市

河川レンジャー
地域住民

（各種団体代表者）

アドバイザー
(大学講師等)

連携

助言
支援

助言
支援

連携助言

連携

淀川河川事務所

京都市

河川レンジャー
地域住民

（各種団体代表者）

アドバイザー
(大学講師等)

連携

助言
支援

助言
支援

連携助言

連携

５．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「違法駐輪や不法投

棄」等の様々な問題について、地域住民による対策案づくりを行うことを目的に、現在までに

計６回の懇談会を開催しています。

現在までの経過は、開催当初は地域で一番関心の高い違法駐輪の問題を中心に整備計画案づ

くりについて話し合いが続きましたが、回を重ねるうち、整備計画案に加えて整備後の地域に

よる維持管理方法も話し合われ始めました。

さらに、第６回の懇談会では、懇談会メンバーに加え、地域の各自治会長に集まっていただ

き、今後の協力をお願いしています。

しかし、懇談会は、沿川住民の方の整備に対する反対のご意見等もあり、現在は中断した状

態となっています。

今年度は、地域の代表である連合自治会長と再開に向けて現在調整を行っており、今年度内

での地域としての整備計画案（維持管理方法含む）の作成を目指します。

（１）懇談会の実施スケジュール

懇談会は、平成16年度と同様に、毎月１回の開催を基本として、懇談会メンバーとの日程調

整を行ったうえで開催します。

（２）河川レンジャーの主な活動内容

懇談会における河川レンジャーは、地域住民（各種団体代表者）と行政とをコーディネート

、 「 」「 」しながら懇談会を運営し 地域住民の方々による 整備計画案づくり 維持管理組織づくり

を支援する役割を担っています。

また、懇談会を運営するため、以下の活動を行います。

①懇談会での議事進行

②地域住民が希望する情報の収集や資料の作成

③広報誌「懇談会だより」を作成し、自治会および小中学校の協力のもと、地域全域へ懇

談会情報を発信

④伏見出張所担当職員へ懇談会の討議結果を報告し、河川管理者の意見を聴取

図３ 山科川周辺改善懇談会の関係図




