
鴨川四季の日～夏～の実施結果等について 資料５

鴨川四季の日～夏～（ 平成３０年７月２９日（ 日） ～８月１９日（ 日）） の期間中に行われ

た取組等を以下のとおりお知らせします。  

（ １ ）「 第４８弾鴨川探検！再発見！」 （ 水辺の生き物調査、水質調査）

 平成３０年7 月29 日（ 日）  台風１２号接近のため中止になりました。    

（ ２ ） 鴨川納涼２０１８（ ８月４日（ 土）、５日（ 日））

京の七夕（ ８月４日（ 土） ～１０日（ 金））

８月４日（ 土）、５日（ 日） の２日間、鴨川河川敷（ 三条大橋～四条大橋右岸側） で「 鴨川

納涼２０１８」 が、８月４日（ 土） ～１０日（ 金） の１週間、堀川会場（ 御池通～丸太町通）

及び鴨川会場（ 仏光寺通～御池通） で「 京の七夕」 を実施しました。  

 鴨川納涼来場者数（ ２日間）     ： 約１９０，０００人 

 京の七夕(鴨川会場)来場者数（ ７日間）：  ２９６，６３４人 

（ ３） 京都府鴨川条例等の啓発活動

 鴨川納涼２０１８において、京都府河川課・ 都市計画課・ 京都土木事務所合同で啓発ブー

スを設けるとともに、鴨川を美しくする会、一般社団法人鴨川流域ネットワークと連携して

鴨川条例の啓発や昭和１０年災害時の鴨川を題材にした河川災害に係る啓発ＤＶＤを上映し

ました。  
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（ ４ ）「 ありがとう鴨川・ 清掃活動」

 平成３０年8 月1１日（ 土） には鴨川納涼実行委員会と京の七夕実行委員会を主催として

「 ありがとう鴨川・ 清掃活動」 を実施しました。  

（ ５ ） 子どもたちによる「 鴨川の水質と水生生物調査」

■日 時： 平成３０年８月１９日（ 日）  午後１時３０分～３時３０分 

■場 所： 鴨川・ 北大路橋上流付近 

■参加者： １８０名（ 小学生・ 保護者計１５０名とスタッフ３０名）  

■主 催： 鴨川を美しくする会・（ 一社） 鴨川流域ネットワーク 

■共 催： 京都新聞 

■協 賛： トヨタ自動車「 TOYOTA SOCIAL FES!!」  

■協 力： 京都自然教室 

■内 容 

鴨川の北大路橋上流付近でパックテストにより水質を検査した結果、「 良好な水質」 でし

た。また、ヒゲナガカワトビケラやコオニヤンマなどを採取し、水生生物による水質判定

は「 ややきれいな水」 でした。  

（ ６ ） 第３回鴨川定例クリーンハイク

 日時： 平成30 年９月２日（ 日） 午前１０時～１２時 

 主催： 鴨川を美しくする会、一般社団法人鴨川流域ネットワーク 

 後援： きょうと地域創生府民会議、公益財団法人琵琶湖・ 淀川水質保全機構 

 協賛： 京都鴨川ライオンズクラブ、京都橘ライオンズクラブ、京都南ライオンズクラブ 

 場所： 丸太町橋～北大路橋間 

 内容： 丸太町橋～北大路橋間の両岸の清掃活動を行った。  
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「京の七夕」事業の概要及び開催結果について

１ 趣  旨

   ９回目を迎える今年も、今一度、「 一年に一度、願いごとをする」 という古くから伝わる七夕の節

句の意義や云われを見つめ直し、その伝統を引き継ぎつつ、伝統産業や、和装の振興などの観点も含

めた京都ならではの現代版・ 七夕まつりとして開催し、夏の風物詩としての定着を図りました。

２ 開催期間

  平成３０年８月４日（ 土） ～１０日（ 金）  ７日間

 （ 来場者数： 鴨川会場 ２９６，６３４人）  《 参考》 昨年度： ２８２，８９４人

３  実施主体

  京の七夕実行委員会

   京都府、京都市、京都商工会議所、京都仏教会、京都府神社庁、京都府観光連盟、京都市観光協会、

京都文化交流ｺﾝﾍ゙ﾝｼｮﾝﾋ゙ ｭー ﾛー、冷泉家時雨亭文庫、京都ﾓﾃ゙ﾙﾌｫﾚｽﾄ協会、京都府中小企業団体中央会、

京都伝統工芸産地協会、京都商店連盟、京都青年会議所、大学ｺﾝｿーｼｱﾑ京都、鴨川を美しくする会、

堀川と堀川通りを美しくする会

４ 事業計画

 (1) 主催事業

    ◆ 堀川エリア（ 御池通～丸太町通）     

堀川遊歩道沿いに笹飾り等の七夕にちなんだ演出を展開

         ①ほたるの散策路

②光の友禅流し（ 友禅流しを光で演出）

③願い七夕（ 地域の子どもたちの願い短冊の飾りつけ）  等

※ 丸太町通以北で、地元団体による企画・ 運営エリアあり

    ◆ 鴨川エリア（ 仏光寺通～御池通）

鴨川周辺での竹と灯りの飾りなど鴨川納涼2018 と連携した七夕の催事を展開 

①「 鴨川納涼2018」 との連携（ ８月４・ ５日の２日間）  

② 竹と灯りの散策路（ 風鈴灯、鴨川の七夕飾り）

③ 京の七夕 舞妓茶屋（ 先斗町歌舞練場）

④ 七夕のおはなし・ 夕涼みコンサート（ ８月７日・ 八坂神社）

⑤ 鴨川美化活動 等

(2) その他会場（ 連携・ 協力会場） 事業 

      ８月に開催される民間事業者・ 市民団体等の主催する七夕関連イベントと連携 

 (3) その他協賛事業

  ・  府内の寺院神社の協力のもと、七夕飾りや夜間特別拝観等を実施

  ・  府内の商店街等とも連携し、地域に密着した七夕イベント等を開催

 (4) 環境に配慮した取組 

  ・  放置竹林の整備

  ・  グリーン電力の使用
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鴨川ふれあい空間アンケート調査結果について

平成３０年１０月

１ 目 的

試行的に実施している鴨川ふれあい空間ステージについて、幅広く意見を聞き、

課題を検討していく ため、平成２６年度からアンケート調査を実施しているもの。

２ 平成３０年度のアンケート調査

（ １ ） 期間 平成３０年８月４日～５日（ 鴨川納涼） １７： ００～２１： ００

（ ２ ） 天候 晴れ

（ ３） 場所 四条大橋上流（ 鴨川ふれあい空間ステージ及び周辺）

（ ４ ） 対象 通行鑑賞者： ４６ 演技者： ２１

（ ５ ） 結果概要

※（ ）： 回答数

【 問】 鴨川でのステージイベント開催についてどう思いますか。

【 問】「 良い」 と思う点は何ですか。（ 複数回答有り）

通行・鑑賞者

（45）

演技者

（20）

良い　96％（43）
4％
（2）

良い　100％（20）

合計
（65）

良い　97%（63）
3％

（2）

悪い

通行・鑑賞者

（59）

演技者

（41）
賑わいができる　42％（17） 7％（3）

鴨川の魅力の一つ
29％（12）

京都・鴨川らしい
22％（9）

賑わいができる　49％（29） 8％（5）
鴨川の魅力の一つ
22％（13）

京都・鴨川らしい
17%（10）

2%(1)2%(1)

合計
（100）

※「その他」回答
　・コストパフォーマンス、最高。

賑わいができる　46％（46） 8%
鴨川の魅力の一つ

25%（25）
京都・鴨川らしい
19%(19)

観光資源になる（8） 特になし 1%(1)
その他 1%(1)
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【 問】「 悪い」 と思う点は何ですか。（ 複数回答有り）

【 問】 イベントの回数はどうですか。

【 問】 イベントの時間はどうですか。（ 特に鑑賞したい時間帯、演技したい時間帯に

ついて）（ 複数回答有り）

【 問】 今後イベントで見たい演目はありますか。（ 複数回答有り）

通行・鑑賞者

（80）

演技者

（32）

踊り（フラダンス系）
　19％（15）

踊り（ヒップホップ系）
17％（14）

12％（10）
音楽（バンド系）

13％(10)
歌

16％（13）
大道芸
15％(12)

踊り（フラダンス系）　25％（8） 13％（4） 音楽（バンド系）　31％（10）
6％
（2）

大道芸
19％(6)

8％
(6)

3%(1) 3%(1)

合計
（112）

※「その他」回答
　・落語
　・ストリートバスケ
　・漫才、のど自慢
　・ラップバトル、ＤＪ、芸能人

歌
13％（15）

踊り（フラダンス系）
21％（23）

踊り（ヒップホップ系）
16％（18）

10％（11）
音楽（バンド系）
18％（20）

6％
(7)

大道芸
16％（18）

音楽（ジャスやピアノ等） その他

通行・鑑賞者

（26）

演技者

（18）
騒音の問題
　11％（2） 特になし　78％（14）

その他
11％(2)

8％（2） 11％(3)
4％

（1） 特になし　77％(20)

合計
（44）

※「その他」回答
　・悪いとは思わない。
　・マイクを持参したのが今一つ悪く、音が風に負けた。

9％（4） 特になし　77％(34)
5％
(2)

京都・鴨川の風情に合わない 2％(1)通行の支障 7％(3)

通行・鑑賞者

（46）

演技者

（20）

年に1回　67％（31） 年に数回　31%(14)

年に1回　50％（10） 年に数回　45%(9)
5%
(1)

2%(1)

合計
（66）

年に1回　62％（41） 年に数回　35%(23)

毎月１回以上 2％(1)

イベント不要 1％(1)

通行・鑑賞者

（49）

演技者

（23）
15時～18時
22％(5) 18時～21時　74％(17)

4％
(1)

午

前

中

15時～18時
25％(12) 18時～21時　61％(30)

特になし
10％(5)

2%(1)2%(1)

合計
（72）

8％（6）
15時～18時
17％(12) 18時～21時　66％(47)

8％
(6)

12時～15時午前中 1％(1)
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３ 平成２６年度～３０年度のアンケート結果のまとめ（ 詳細は裏面参照）

・ 鴨川でのステージイベントの開催のついては、大半の方が「 良い」 と回答されお

り、その割合も増加傾向にある。

・ その一方で、騒音問題や通行の支障など懸念する声もある。

・ イベントの回数については、「 年１回」 と「 年に数回」 が大半であり、「 年１回」

の割合は増加傾向にある。

・ 見たい演目は、「 踊り」 や「 音楽」 との回答が多い。

４ 今後について

・ 鴨川納涼における「 ふれあい空間ステージ」 については、好意的に受け入れられ

定着していると判断できることから、今後も継続して実施していく こととし、ア

ンケートについては実施しない。

・ 鴨川納涼以外でのステージイベントについては、府民のニーズに合わせて対応す

ることとし、この場合はアンケートも実施する。

・ ステージの常設については、イベント回数に係るアンケート結果において、年に

数回までの回答が９割以上を占めることから実施しない。

◆鴨川納涼ふれあい空間ステージイベントについて「良い」と思われた方の割合

H26 H27 H28 H29 H30

通行・鑑賞者 83% 94% 94% 95% 96%

演技者 84% 95% 91% 92% 100%

70%

80%

90%

100%

H26 H27 H28 H29 H30

通行・鑑賞者 演技者

区分
年度

◆鴨川納涼ふれあい空間ステージイベントの回数について

H26 H27 H28 H29 H30

年 １ 回 30% 40% 46% 57% 62%

年 数 回 60% 56% 52% 41% 35%

月 １ 回以上 9% 4% 2% 2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

H26 H27 H28 H29 H30

年１回 年数回 月１回以上

区分
年度
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参考［平成２６年度～３０年度のアンケート結果のまとめ（詳細版）］

【問】鴨川でのステージイベント開催について どう思いますか

【問】「良い」と思う点は何ですか

【問】「悪い」と思う点は何ですか

【問】イベントの回数はどうですか

【問】観客席数についてどう思いますか

【問】今後イベントで見たい演目はありますか

※「その他」の回答（抜粋）
・外国の観光客の方も多く、京都のアピールになる
・一人イベントとしても楽しめる
・お祭り気分を味わえる

4% 4% 4%

※「その他」の回答（抜粋）
・音響が良く、うるさくないのに綺麗に響くので良かった
・立ち見のスペースがあっても良いと思う
・ベビーカーで上がるのが難しい

※「その他」の回答（抜粋）
・和太鼓
・盆踊り、阿波踊り
・漫才

年に数回　52% 4%

適当　58％ 少ない　28%

3%

年に1回　44％

踊り　33％ 音楽　42％ 大道芸　22％

7%
通行の支障
12％

5%

※「その他」の回答（抜粋）
・ステージが狭い
・ステージ裏の足場が悪く、明かりが欲しい
・ステージに屋根を付けて欲しい

特になし　64％
その他
12％

良い　92% 5%

※「その他」の回答（抜粋）
・舞台が小さい
・場所は良いが、囲いはいらない
・メインステージだけで良い

3%賑わいができる　48％ 11%
鴨川の魅力の一つ

19%
京都・鴨川らしい

19%

観光資源になる

悪い 2%

その他

わからない

その他 1%

騒音 京都・鴨川の風情に合わない

その他

毎月１回以上

その他

2％

わからない

立ち見

多い

９



北大路橋上流①A子どもたちによる｢鴨川の水質と水生生物調査｣の記録H.30.8 .19

水生生物の採集風景 受付風景

水生生物の採集風景(右岸より望む) 主催者(古村会長)挨拶

採集した生物の調査 水生生物の採集風景

講師による調査説明風景 水生生物の採採集風景
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北大路橋上流①Ｂ子どもたちによる｢鴨川の水質と水生生物調査｣の記録H.30 .8 .19

水生生物の採集風景 会場全景(A・ )Bグループ別で調査

講師による説明 講師による説明

Ａ・ Ｂグループの控えテント 開催概要の看板

鴨川美化や京都大洪水写真パネル展示 主催者(金田代表理事)閉会の挨拶
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③Ｂ結果報告

日時： 2018年8月19日（ 日） 13 :30～15 :30
場所： 北大路橋上流（ 左岸北詰）
１．調査環境
天候： 晴れ
気温： 38℃（ 日なたでの測定）
水温： 29℃

２．パックテストによる水質検査結果
ｐ H（ 水素イオン濃度） 1)： 8 .5～9.0
COD（ 化学的酸素要求量） 2)： ～5 mg/L （ ppm)0
NO （ 亜硝酸） 3)： 02 mg/L (ppm) 水の酸性

2
0.
・ アルカリ性を調べる 指標。中性は7。

1) 水中に有機物などの物質がどれく らい含まれるかを調べる指標。
2) 水中に工場排水､肥料､し尿､下水などによる汚染程度を示す指標。
鴨川の水質は有機物、し尿の影響が殆ど無い良好な水質であった
pHが高かった要因は藻類の光合成による水中の二酸化炭素消費による影響

（ ）。晴天時の一時的な自然現象
３．水生生物による水質判定
(川の生き物を調べよう, 環境省水・ 大気環境局, 国土交通省水管理・ 国土保全局編,
日本水環境学会発行による)
見つけた水生生物
＜Ⅰ きれいな水＞
▪ ナミウズムシ（ プラナリア）
▪ ヘビトンボ（ 多数）
▪ ナガレトビケラ

＜ⅠとⅡの両方で見られる水生生物＞
▪ ヒゲナガカワトビケラ（ 多数）
▪ タニガワカゲロウ類
▪ ニンギョウトビケラ類
▪ チラカゲロウ

＜Ⅱ ややきれいな水＞
▪ カワニナ類
▪ コオニヤンマ（ 多数）
▪ コガタシマトビケラ類

＜Ⅲ きたない水＞
▪ シマイシビル

＜Ⅳ とてもきたない水＞
▪ 該当生物なし

＜その他の水生生物（ 指標種ではない） ＞
▪ カワエビの仲間（ ヌマエビ、スジエビ）
▪ コヤマトンボ
▪ ナベブタムシ
▪ ハグロトンボ

、 （ ）見つかった水生生物のうちⅠ～Ⅳの各水質階級に該当する種類は Ⅰ きれいな水
が３種類、ⅠとⅡ（ ややきれいな水） の両方が４種類、Ⅱが３種類、Ⅲ（ きたない
水） が１種類であった｡Ⅳ(とてもきたない水)に該当する生物は見つからなかった。
このうちヘビトンボ、コニヤンマ、ヒゲナガカワトビケラは多数(10匹以上)見つか
った。
これらの結果、水生生物による鴨川の水質判定は「 ややきれいな水」 とした。
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平成３０年度 第３回 活動の記録鴨川定例クリーンハイク
A①

コメント

集合風景(丸太町橋右岸北詰)

コメント

右岸清掃グループ

コメント

左岸河川敷と歩道の清掃団体
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平成３０年度 第３回 活動の記録鴨川定例クリーンハイク
①Ｂ

コメント

主催者(古村会長)挨拶

コメント

京都府を代表して

建設交通部 技監

富山英徳氏の挨拶

コメント

右岸河川敷の清掃に出発する

各団体・ 個人会員他
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平成３０年度 第３回 活動の記録鴨川定例クリーンハイク
A②

コメント

右岸河川敷北行清掃中

コメント

右岸清掃グループ

コメント

右岸河川敷清掃中
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平成３０年度 第３回 活動の記録鴨川定例クリーンハイク
②Ｂ

コメント

右岸清掃中

コメント

右岸清掃中

コメント

左岸グループ、賀茂大橋より

一旦、鴨川右岸へ移動中

(左岸一部通行止めに付)
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平成３０年度 第３回 活動の記録鴨川定例クリーンハイク
③Ａ

コメント

右岸清掃中

コメント

左岸清掃中
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平成３０年度 第３回 活動の記録鴨川定例クリーンハイク
③Ｂ

コメント

左岸清掃中

コメント

左岸清掃グループ

記念撮影(解散場所にて)

コメント

ゴミの集積(解散場所)
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鴨川四季の日～秋～の取組予定等について

※H2９年度の写真

今年度の鴨川四季の日～秋～は１０月２８日（ 日） ～１１月４日（ 日） を予定しておりま

す。河川愛護意識を醸成する様々 な取組を紹介します。

今年度「 鴨川四季の日～秋～」 について

■ 期間（ 案）  平成３０年１０月２８日（ 日） ～１１月４日（ 日）

■ 秋に予定されている各種イベント

○鴨川探検！再発見！第４９弾「 秋の鴨川ウォーク 水辺の自然観察会」  

日 時： 平成３０年１０月２８日（ 日） 午前１０時～１２時 

場 所： 鴨川・ 北山大橋周辺 

対象者： 小学生と保護者 ５０組 

講 師： ＮＰＯ法人 自然観察指導員 京都連絡会 

内 容： 鴨川を散策しながら、水辺の生物、植物等を観察 

○平成３０年度 第４回鴨川定例クリーンハイク

主 催： 鴨川を美しくする会、（ 一社） 鴨川流域ネットワーク

後 援： きょうと地域創生府民会議、公益財団法人琵琶湖・ 淀川水質保全機構

協 賛： 京都鴨川ライオンズクラブ、京都橘ライオンズクラブ、京都南ライオンズクラブ 

日 時： 平成３０年１１月４日（ 日） １０： ００～正午頃まで

集 合： 北大路橋右岸南詰め

申込締切日： １０月２６日（ 金）

内 容： 北大路橋右岸南詰めから２ルートにわかれて清掃活動を行う

※ H2８年度の写真 
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