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第１章 平成15年度の検討概要

淀川河川事務所管内における河川レンジャーの検討は、伏見出張所管内の三栖閘門および山

科川周辺を対象に、平成15年９月から「宇治川周辺河川レンジャー検討懇談会」を設置して行

っています。

検討は、河川レンジャー１名および流域センター担当河川レンジャー１名による試行活動を

実践し、その試行活動を通じて得られた問題点や課題等について、懇談会委員の幅広い観点か

らの意見を反映して進めてきました。

以下に、平成15年度に開催した３回の懇談会における討議内容および決定事項を示します。

第１回懇談会［平成15年９月１日（月）14:30～18:00 場所：京都醍醐プラザホテル］

◆現地見学会（14:30～15:20）

懇談会に先駆け、検討の対象地域である三栖閘門および山科川周辺の現地見学を実施。

◆懇談会（15:30～18:00）

以下の内容について懇談。

①住民との連携・協働についての取り組み

河川レンジャーについて議論するにあたり、これまで、政府等がとりまとめた河川

管理者と住民との連携・協働に関する提言について説明。

②宇治川周辺・伏見地域における市民団体

現在、宇治川、濠川および山科川で活動している４つの市民団体について、活動の

目的、活動の経緯、活動内容等について紹介。

③国土交通省が実践している主な関連諸活動

河川レンジャーに関連する活動として、河川愛護モニター、防災エキスパート、出

前講座について紹介。

④河川レンジャーの展開に向けた検討事項

河川レンジャーの資格、役割、連携、権限、責任、報酬、活動内容等の河川レンジ

ャーを展開していくうえで、検討が必要となる項目について説明。また、三栖閘門資

料館を流域センターとして活用していくうえで必要となる検討項目について説明。

⑤他地域での実践例

河川管理者等と住民が連携して活動を行っている主な事例、河川レンジャーの検討

を行ううえで参考となる事例を紹介。

＜懇談会での決定事項＞

①河川レンジャーを試行し、その体験をもとに次回以降の議論を進める。

②河川レンジャーにかわる名称を提案する。

③次会の懇談会に先駆け、河川レンジャーの候補者を事務局へ提案する。

④懇談会は一般公開とし、一般傍聴者からも意見を聴取する。

第２回懇談会［平成15年12月16日（火）14:00～16:30 場所：ぱ・る・るプラザ京都］

以下の内容について懇談。

①河川レンジャー試行活動の報告、試行活動を通じての問題点・課題

今回、試行活動を行った以下の３つの活動について、活動内容および活動を実践し

て得られた問題点・課題を報告。

○山科川清掃活動 （河川レンジャー：不特定）

○伏見三栖自然観察会 （河川レンジャー：不特定）

○京都伏見ジュニア河川レンジャー （河川レンジャー：永山委員）

②今後の河川レンジャー試行活動

今回の試行活動で得られた意見、問題点、課題等を踏まえ、以下の４つの試行活動

について活動内容を報告。

また、流域センター担当河川レンジャーを三栖閘門資料館の常駐勤務員である松岡

氏に担当して頂くことを提案。さらに、宇治川周辺河川レンジャーの組織案を提案。

○山科川美化活動 （河川レンジャー：松岡氏）

○伏見三栖自然観察会 （河川レンジャー：松岡氏）

○京都伏見ジュニア河川レンジャー （河川レンジャー：永山委員）

○河川レンジャーの情報発信 （河川レンジャー：松岡氏）

③河川レンジャーの名称

懇談会の全出席者から、河川レンジャーにかわる名称を提案して頂き、決定方法等

について意見交換。

＜懇談会での決定事項＞

①永山委員には正式な河川レンジャーとして 「京都伏見ジュニア河川レンジャー」を、

継続して頂く。

「 」「 」②三栖閘門資料館常駐勤務員である松岡氏に 山科川美化活動 三栖伏見自然観察会

における河川レンジャーの役割を担って頂き、活動を継続する。また、同氏に各河川

レンジャーのとりまとめ等を行って頂く。

③「河川レンジャー会議」を開催する。

④山科川周辺の不法駐輪や花畑の維持管理についてのワークショップを開催する。

⑤歴史語り部等、文化面で活動する河川レンジャーについても試行活動を行う。

⑥本懇談会で一般傍聴者から提案された河川レンジャーの名称は、三栖閘門資料館のホ

ームページに掲載する。
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第３回懇談会［平成16年３月17日（水）14:00～16:30 場所：月桂冠㈱昭和蔵ホール］

以下の内容について懇談。

①河川レンジャー試行活動の経過報告等

河川レンジャーとして活動して頂いている永山氏および松岡氏から、現在までの活

動経過、第２回懇談会の意見を踏まえ新たに計画している試行活動を含めた平成16年

度実施計画および今回の試行活動における感想等を報告。

＜永山河川レンジャー＞

○京都伏見ジュニア河川レンジャー ： 経過報告・実施計画

○伏見リバースクール（川とまちの歴史教室） ： 実施計画

＜松岡流域センター担当河川レンジャー＞

○山科川美化活動 ： 経過報告

○伏見三栖自然観察会 ： 経過報告・実施計画

②他の出張所での取り組み

福島出張所、木津川出張所および桂川出張所において、現在、取り組んでいる住民

団体等との連携内容の概要を説明。

○福島出張所 ： 「淀川フォーラム実行委員会」との連携状況

○木津川出張所 ： 「ＮＰＯ法人 やましろ里山の会」との連携状況

○桂川出張所 ： 「桂川を美しくする会他２団体」との連携状況

③今後の河川レンジャーの展開

事務局から、平成16年度以降の淀川河川事務所管内における河川レンジャーの検討

方法について提案が行われ、意見交換を行う。

④河川レンジャーの名称

事務局から、第２回懇談会での名称応募結果、名称の提案、名称に対する意見の受

付方法が報告・提案され、意見交換を行う。

＜懇談会での決定事項＞

①平成16年度以降 「淀川管内河川レンジャー検討懇談会 「河川レンジャー運営会議」、 」

「河川レンジャー会議」を設置し、淀川河川事務所管内全域について、試行活動を通

じた河川レンジャーの検討を行う。

②河川レンジャーの名称は、暫定的に「河川レンジャー」を用いる。また、河川レンジ

ャーの役割等が明確になった段階で公募を行い、正式な名称を決定する。
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第２章 今後の河川レンジャーの展開

２－１ 宇治川周辺河川レンジャー検討懇談会の改組

平成15年度は、伏見出張所管内において、試行活動を通じた河川レンジャーの検討を「宇治

川周辺河川レンジャー検討懇談会」に諮りながら進めてきました。

平成16年度以降は、淀川河川事務所の全出張所において、地域の特性に応じた河川レンジャ

ーの検討を進め、その検討結果を集約した淀川管内全域における河川レンジャーについて検討

を進めます。

このため、淀川管内全域の河川レンジャーについて検討を行う「淀川管内河川レンジャー検

討懇談会 、各出張所管内で地域の特性に応じた河川レンジャーの検討や河川レンジャーを運」

営する「河川レンジャー運営会議」を設置します。

「宇治川周辺河川レンジャー検討懇談会」については、今回の第４回懇談会をもって以下の

とおりに改組します。

淀川管内河川レンジャー検討懇談会

■流域委員会委員 今本 博健 ■自治体 林田 薫 （京都府河川課）

嘉田 由紀子 長田 博文（京都市河川課）

川上 聰 （大阪府河川室）

山本 範子 （大阪市河川課）

■運営会議代表者 （伏見管内：未定） ※大阪府･大阪市は､行政区域から河川レ

※他の出張所は運営 ンジャーが任命された段階に参加依頼

会議設置後に参加 ■国土交通省 吉田 延雄（淀川河川事務所）

＜オブザーバー＞宇治川周辺河川レンジャー検討懇談会

■河川レンジャー 永山 邦明（伏見管内河川レンジャー）

■流域委員会委員 今本 博健 松岡 徹 （伏見管内流域センター担当河川レンジャー）

嘉田 由紀子 ※河川レンジャー・流域センター担当河川レンジャーは全員を対象

川上 聰 ■国土交通省 淀川河川事務所 占用調整課長・管理課長

山本 範子 出張所長（運営会議が設置されている出張所）

■地元有識者 栗山 一秀

三木 善則

永山 邦明

保手浜 悟

■自治体 林田 薫 （京都府河川課）

山本 崇裕（京都府京都土木事務所）

長田 博文（京都市河川課）

伏見管内河川レンジャー運営会議東村 昌樹（京都市伏見区役所）

■国土交通省 吉田 延雄（淀川河川事務所）

山村 克実（伏見出張所） ■地元有識者 栗山 一秀

三木 善則

保手浜 悟

■河川レンジャー 永山 邦明（河川レンジャー）

松岡 徹 （流域センター担当河川レンジャー）

■自治体 山本 崇裕（京都府京都土木事務所）

東村 昌樹（京都市伏見区役所）

※他の沿川自治体は、行政区域から河川レンジャーが任命された段階に参加依頼

■国土交通省 山村 克実（伏見出張所長）

※敬称略

淀川管内全域の河川レンジ

ャーの検討を行う懇談会

伏見管内の河川レンジャー

を運営し、伏見管内河川レ

ンジャーの検討を行う会議

○河川レンジャー試行活動を通じて得られた

河川レンジャーの問題点・課題を報告

○伏見出張所管内における河川レンジャーの

あり方を報告

○河川レンジャーの支援方策や役割、責任等

を提言

○淀川管内全域の河川レンジャーのあり方を

提言
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２－２ 淀川管内河川レンジャーの検討内容

淀川管内の河川レンジャーは 「淀川管内河川レンジャー（試行）運営要領（案 」に基づ、 ）

いて、各出張所管内における地域の実状に応じた河川レンジャー活動を試行的に実践し、その

成果や問題点・課題等を通じて「淀川管内河川レンジャー検討懇談会」および「河川レンジャ

ー運営会議」において討議し、河川レンジャー制度の具現化を図ります。

１．淀川管内河川レンジャー検討懇談会

淀川管内河川レンジャー検討懇談会において、平成16年度以降に討議し、検討を進める事項

は以下のとおりです。

①淀川管内河川レンジャー（試行）運営要領（案）の検討

河川レンジャー試行活動を通じて得られた「淀川管内河川レンジャー（試行）運営要領

（案 」に関する問題点・修正点等について検討を行い、とりまとめを行います。）

②淀川管内河川レンジャーのあり方検討

各出張所管内における地域別河川レンジャーのあり方から、淀川管内全域としての河川

レンジャーのあり方を検討します。

③各河川レンジャーの役割・責任・権限等の検討

それぞれの河川レンジャーについて、試行活動を通じて得られた経験から、河川レンジ

ャーが果たす役割や責任、必要な権限等について検討を行います。

④河川管理者の役割・責任等の検討

河川管理者と河川レンジャーとの役割分担を明確にするため、各出張所において、河川

レンジャー試行活動を通じて得られた成果から、河川レンジャーを支援するうえで、河川

管理者が果たす役割・責任等について検討をいます。

⑤関係機関の支援方策の検討

河川レンジャーを展開していくうえで、自治体等の関係機関が河川レンジャーに支援す

べき事項等について検討を行います。

２．河川レンジャー運営会議

各出張所に設置する河川レンジャー運営会議は、所属する河川レンジャーの適切な運営のた

め、以下の事項について討議し、決定します。

①河川レンジャーの運営

所属する河川レンジャーに対する助言・意見・支援を行うとともに、河川レンジャーの

審議・推薦・任命・解任および河川レンジャー活動計画の審議・決定を行います。

②検討懇談会への報告・提案内容の検討

河川レンジャー試行活動を通じて得られた問題点・課題等から、淀川管内河川レンジャ

ー検討懇談会で検討する前述の各事項について検討を行います。

③地域別河川レンジャーのあり方検討

各出張所管内で実践した河川レンジャー試行活動から、地域の特性や活動内容に応じた

河川レンジャーのあり方を検討します。

２－３ 淀川管内河川レンジャー（試行）運営要領（案）

近畿地方整備局と淀川河川事務所は、今後、淀川管内全域で試行的に展開する河川レンジャ

ーについて、その運営方法を示した「淀川管内河川レンジャー（試行）運営要領（案 （以）」

下「運営要領（案 」という ）を作成しました （資料－２参照）） 。 。

今回の懇談会において、運営要領（案）を審議し、得られた意見を踏まえて修正した運営要

領（案）に基づいて河川レンジャーを運営しながら、前述の河川レンジャーに関する各事項に

ついて検討を進めます。

なお 運営要領 案 は 試行活動を通じた河川レンジャー検討の進捗に伴って 適宜 淀、 （ ） 、 、 、「

川管内河川レンジャー検討懇談会」および「河川レンジャー運営会議」に変更内容を諮り、修

正を加えていきます。

今回の懇談会で得られた意見を踏まえて修正した運営要領（案）は、後日、各委員宛に送付

します。

２－４ 淀川管内河川レンジャーのリーフレット（案）

今後、淀川管内全域において試行する河川レンジャーについて、より多くの方々に認知して

頂き、河川レンジャーの共通認識を持って頂くため、分かり易く解説したリーフレットを配布

する予定です。

今回の懇談会において、次に示す「淀川管内河川レンジャー リーフレット（案 」の内容）

を討議し、得られた意見を踏まえた修正を加えたうえで、リーフレットの作成を行い、配布を

実施します。
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■これからの川は

今までの川は、治水・利水を中心に国や自治体が整備を進めてきました。しかし、川の整備

により、かつては盛んであった人と川との係わりが薄らいでいき、川の存在は人々の意識から

遠ざかっていきました。

本来、川は、さまざまな生物を育み、地域固有の生態系を形成する空間であり、地域共有の

公共財産です。そのため 「これからの川」は、地域住民、国・自治体および河川管理者（以、

下、住民等と行政という ）が連携して、地域の特性や実状に応じた手法で、共に守り、育て。

ていくことが望ましいものと考えられます。

、 、 「 」 、これらのことから 人々の価値観 川の利用形態や係わり方が多様化した 現在の川 には

これまで以上の住民ニーズへの対応と情報の共有が必要であり 「住民等と行政との連携・協、

働による川の管理」が必要となっています。

■河川レンジャーとは

河川レンジャーは、住民等と行政が連携・協働して、川を守り、育てるために誕生した存在

です。

この河川レンジャーとは、川との係わりが深く、川に関するさまざまな取り組みの主導的な

立場にあって、住民等と行政とをコーディネートできる地域の情報や知識に詳しい人や団体で

す。

河川レンジャーは、河川管理

者の代理人ではなく、自らの意

志と責任のもとで、個性と特性

を活かした活動を行います。

また、地域共有の公共財産で

ある川をよりよい環境にすると

いう観点から、住民等と行政が

日常的な信頼関係を築き、住民

参加による川の管理を目指し

て、住民等と行政との橋渡し役

となることが河川レンジャーの

務めです。 河川レンジャーの関係図

■河川レンジャーの活動とは

河川レンジャーの活動は、自らの得意分野・能力を活かした活動を自ら計画して頂き、その

計画に沿った活動を実践して頂きます。

活動内容は、川に係わる防災、管理、環境、歴史、文化及び川づくり等の多岐にわたる活動

を対象としています。現時点において進められる主な活動は次のとおりです。

、 、 、 。また 河川管理者は 河川レンジャーとしてふさわしい活動に対して 実費等を支援します

自然保護
団体

地縁的
組織

学校・教育
関係者

河川
利用者

住民
ＮＰＯ

文化活動
団体

河川レンジャー

助言・支援助言・支援

連携

河川管理者 国・自治体

河川レンジャーの主な活動内容

（ ）防災の推進を図る活動 ○防災意識の啓発 体験談に基づく水害への対処方法の学習会等

○自主防災活動の活性化（水防活動、集団避難活動等）

川の管理 ○不法投棄の監視

を支援する活動 ○河川利用者への安全指導

○河川美化（清掃活動、除草活動等）

○節水意識の普及・啓発・学習

川の環境保全 ○環境啓発（自然観察会等）

を図る活動 ○動植物の保護、貴重種の監視

○水質監視・測定

川の歴史・文化 ○歴史・文化教室（河川と地域の歴史、河川にまつわる文化等）

を普及・啓発する活動 ○イベント

○河川啓発（体験学習、出前講座等）

川づくり・人づくりへ ○住民等の河川整備の計画段階からの参画・支援

の参画・支援する活動 ○川の人材育成

■河川レンジャーの活動例

京都市伏見区では、河川レンジャーの企画・運営により、宇治川及び宇治川派流（濠川）を

活動エリアとして、地域の小学生（3・4年生）を対象に 「体験学習による河川への啓発」と、

「川の人材育成」を目的とした次の3つの活動が実践されています。

＜活動① 船の上から川の観察＞

かつて淀川舟運の拠点として栄えていた伏見港（現在の宇治

川派流）を、当時も運航していた十石舟に乗り、現在の川の

様子を観察しながら、川とともに発展した伏見を考える。

＜活動② 川に生息する生物を観察しながら川の清掃＞

川に生息している生物の観察や川の清掃活動を通じて、川の

自然環境のすばらしさや現状の問題点を知り、川の環境保全

の大切さを考える。

＜活動③ 伏見の歴史・川についての講義＞

淀川舟運と伏見の歴史・文化、伏見を流れる川の概要、伏見

の水害写真を用いた洪水の恐ろしさ等をテーマとした講義を

受けて、川の役割や水と暮らしの係わりを考える。

３つの活動を行った小学生は、この体験をきっかけとして、自分たちが住んでいる地域と川

、 「 」 、を考え 伏見の歴史や川を大切にするリーダーの 京都伏見ジュニア河川レンジャー となり

川との係わりを日常的に継続していくことが期待されています。

平成15年度は、約400名の「京都伏見ジュニア河川レンジャー」が誕生し、平成16年度は

約500名の「京都伏見ジュニア河川レンジャー」が誕生しようとしています。
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■河川レンジャーになるには

淀川管内 で活動する河川レンジャーになるには、満18歳以上の方が、次のプロセスを経※1

て、河川レンジャーとなります。

なお、河川レンジャー選定機関（仮称）を設置するまでの期間は、河川レンジャーの公募は

行わず、淀川河川事務所長が候補者の選定を行います。

候補者の募集・受付 候補者の選定

河川レンジャー選定機関（仮称） は、※2

○河川管理者が実施する公募時に申込み 申込み・推薦された方の中から候補者と

してふさわしい方を選定します。

○地元行政機関からの推薦 淀川河川事務所長は、推薦された方の中

○地元自治会からの推薦 から候補者としてふさわしい方を選定し

○河川管理者からの推薦 ます。

河川レンジャーの承認 候補者の審議・推薦

淀川河川事務所長は、河川レンジャー運 河川レンジャー運営会議 は、選定され※3

営会議から推薦を受けた方を河川レンジ た候補者を審議した後、河川レンジャー

ャーとして承認します。 としてふさわしい方を淀川河川事務所長

へ推薦します。

河川レンジャーの任命

河川レンジャー運営会議は、淀川河川事 河川レンジャー

務所長の承認後に、河川レンジャーとし

て任命します。

※1 淀川管内

淀川河川事務所が管轄する区域であり、淀川・宇治川（天ヶ瀬ダム付近より下流 、桂川（渡月）

橋付近より下流）及び木津川（笠置大橋付近より下流）が対象範囲です。

※2 河川レンジャー選定機関（仮称）

淀川河川事務所が設置する予定の河川レンジャーの候補者を公平に選定する機関です。

※3 河川レンジャー運営会議

河川レンジャーに対河川レンジャーが活動するエリアの地元有識者や自治体等で構成され、

する助言・意見・支援等を行うことを目的として、淀川河川事務所の各出張所（８出張所）に設

けられる会議です。

＜お問い合わせ＞ 国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所

〒573-1191 大阪府枚方市新町2丁目2番10号

TEL 072-843-2861

http://www.yodogawa.kkr.mlit.go.jp/


