保津川かわまちづくり推進協議会開催状況
推進協議会
第１回
日時 平成23年９月９日（金）10:00～12:00
場所 ガレリアかめおか
１．開会
２．保津川かわまちづくり推進協議会について
３．議事
1)保津川かわまちづくり計画の概要
2)推進協議会の進め方等について
3)今後の予定
内容
（次第） ４．閉会

ＷＧグループ長会議
第１回
日時 平成23年12月26日（月）10:00～12:00
場所 亀岡市役所３階会議室
１．開会
２．ワーキンググループの構成について
３．議事
1)各ワーキンググループの開催状況報告
2)意見交換（WG相互調整事項の確認等）
内容 3)桂川クリーン大作戦への参加について
４．閉会
（次第）

○会長に石田紀郎委員（人間環境大学環境教育セ
○各ワーキンググループでの検討状況や課題等に
ンター特任教授）を選出
ついて意見交換するとともに情報共有を図る
○副会長に石田武夫委員（亀岡市自治連合会長）
○高水敷の利活用については、これまでの検討委
並びに古谷弘志委員（亀岡市桂川改修促進期成同
員会や意見交換会及びＷＧでの意見を踏まえ、亀
盟委員長）を選任
岡市において、各ゾーンごとの目的や方向性を整
○要綱第7条に基づき、テーマ毎に5つのワーキン
理した上で具体的な利活用の素案を作成し検討を
結果
結果
ググループを設置することとし、それぞれのグルー
進めていく
プ長及び副グループ長を選任
○保津川かわまちづくり推進協議会として桂川ク
○今後、ワーキンググループを早急に立ち上げ、、
リーン大作戦へ参加することとして、各構成
かわまちづくりの実現に向けた具体的な協議調整
団体からの参加を要請する
を進め、実施可能なものから順次取り組んでいく

水端かわまちづくりＷＧ
第１回
日時 平成23年11月25日（金）10:00～12:00
場所 亀岡市役所６階会議室
１．開会
２．出席者紹介
３．議事
1)河川利用にあたっての基本的事項
2)左岸側園路の計画について
内容 3)地区をとりまく現況について
（次第） 4)地元提案資料の紹介
5)意見交換
6)今後の進め方について
４．閉会

○左岸側園路部の計画は意見を踏まえて検討する
○地元の提案内容をもとに、実現性や方向性につ
いて今後検討していく

結果

第２回
日時 平成24年5月8日（火）14:00～16:00
場所 亀岡市役所３階 ３０２，３０３会議室
1)開 会
2)前回のワーキンググループ会議の振り返り
3)議 事
○左岸側園路部の計画について
○高水敷の土地利用について
・保津川かわまちづくりの位置付け
・じゃこ田ミュージアム構想のアンケート結果
内容 ・高水敷利用に係る法的な整理について
4)今後の進め方について
5)閉 会
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成
２
３
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ふれあいかわまちづくりＷＧ
第１回
日時 平成23年11月２日（水）15:00～17:00
場所 亀岡市役所２階会議室
１．閉会
２．出席者紹介
３．議事
1)事務局からの報告
・河川利用に当たっての基本的事項
・河川の利活用の事例紹介
内容
・亀岡市の現況について
（次第）
2)意見交換
４．閉会

にぎわい拠点整備ＷＧ
第１回
日時 平成23年11月11日（金）10:00～12:00
場所 亀岡市役所３階会議室
１．開会
２．出席者紹介
３．ワーキンググループの設置にあたって
４．議事
1)河川利用にあたっての基本的事項
内容 2)にぎわい拠点整備ワーキングでの検討事項
（次第） 3)意見交換
4)次回以降の進め方
５．閉会

○事務局で先進事例の収集及び先進地視察の検
討を進める
○高水敷が利用できる目処は3年～5年後であり、
利用可能な部分から順次整備していく
○花回廊、野橋立は先行実施できるように、植栽計
画の検討を進めていく
結果
結果
○高水敷の利用計画は年度末に予定される協議
会を目処に中間案のとりまとめを目指す
○各メンバーが所属団体の意見を集約して「今後
検討していく事項」に提案をまとめ、次回までに事務
局に提出する

○ワーキングでの当面の検討事項と進め方につい
て概ね了解
○次回は、拠点整備の３箇所を現地で確認した上
で、保津川下り周辺整備に係る具体的な整備
内容についての議論を深める

歴史・文化、自然再生ＷＧ
環境保全、情報発信ＷＧ
第１回
第１回
日時 平成23年10月28日（金）14:00～16:00
日時 平成23年10月19日（金）10:00～12:00
場所 亀岡市文化資料館
場所 京都府南丹広域振興局（亀岡総合庁舎）３階会議室
１．開会
１．開会
２．出席者紹介
２．出席者紹介
３．ワーキンググループの設置にあたって
３．ワーキンググループの設置にあたって
４．議事
４．議事
1)河川利用にあたっての基本的事項
1)意見交換
2)歴史・文化、自然再生ワーキングでの検討事項
・保津川の河川環境を巡る課題
内容
内容
3)水際の現状と課題について
・保津川の河川利用を巡る課題
（次第）
（次第）
4)次回以降の進め方
・保津川かわまちづくりの情報発信について
５．閉会
2)次回以降の進め方
3)・ＷＧで当面の検討事項について
５．閉会
○ワーキングでの当面の検討事項について了解
○今後、環境保全と情報発信の具体的な取り組み
○水辺の保全再生については、事務局案を基本に
について、議論を深めていく
進めることについて了解。今後、整備の進捗
に応じて状況を報告する中で、必要に応じ検討を加
えていく
○内膳堤の復元については、次回、文献など基礎
結果
結果
資料を収集した結果を報告する
○その他、本ＷＧでの取り組みについては、次回以
降さらに議論を深めていく

第２回
第２回
第２回
日時 平成23年11月25日（金）14:00～16:00
日時 平成24年３月６日（火）13:30～16:00
日時 平成24年３月６日（火）10:00～12:00
場所 亀岡市役所６階会議室
場所 現地及び亀岡市役所３階会議室
場所 亀岡市役所２階会議室
１．開会
１．開 会
１．開 会
２．出席者紹介
２．現地調査（山本浜、保津小橋周辺、保津川下り
２．前回の振り返り
３．議 事
前）
３．議 事
1)今後のかわまちづくり計画の進め方について
３．議 事
1)内膳堤の復元について
2)これまでの各ＷＧでの主な意見の紹介
1)前回の振り返り
2)具体的な取り組み（案）について
3)ワークショップ
2)保津川下り周辺整備イメージ（案）について
3)今後の進め方について
・「野橋立」をどのように復元するか
3)山本浜に関する資料について
内容
内容 ４．閉 会
内容
・対象地域の中でのふれあいの水辺ゾーンの役
4)今後の進め方について
（次第）
（次第）
（次第）
割について
４．閉 会
・どこで誰が、どんなことをしたいかについて
4)今後の進め方について
４．閉会

○左岸側園路部は、今回提案された計画で整備を
実施する。
○高水敷の土地利用は、次回に当面及び最終的に
実施する内容を検討できるよう、亀岡市がたたき台
となる資料を用意し、各メンバーは検討に向けてそ
れぞれの考えをまとめて来る。
結果

資料 １

○高水敷の利活用については具体的な内容がまだ
決まっておらず、ワーキンググループで検討を重
ねて内容を具体化していくことを確認
○今回出された意見を整理し、他のグループとも調
整しつつ、技術的・法的な面から検討を進めて
いく
結果

第３回
日時 平成24年3月2日（金）13:30～15:30
場所 ガレリアかめおか 大広間「湯の花」
1)開 会
2)議 事
○前回の振り返りと今後の進め方
○年谷川千本松「野橋立」の復元計画について
○「(仮称)保津川 花回廊」の整備計画について
内容 ○意見交換
・ゾーニングの比較検討の説明
・ゾーニング、各ゾーンの使い方について
3)その他
4)閉 会

○本ワーキングでの当面の検討事項である「保津
○内膳堤の復元にあたっては、築造当時の目的や
川下り周辺整備」「山本浜の再生」「保津小橋 周辺
構造を明らかにするため、可能な限り当時の資料を
整備」に係る現地及び周辺状況を確認
収集する。例えば、内膳堤を築造した岡部氏の最
○保津川下り周辺整備については事務局案を基本
後の居城が岸和田城であり、岸和田市の郷土資料
に詳細検討を進めるものとし、細部のデザイ ン、
館に資料がある可能性があると考えられる。
既存の桜の保護方法、植樹種などは次回以降検討
○また、復元の今日的な目的の一つに、多様な生
していく。
物の生息環境の創出があり、そのため湧水、流水
結果 ○山本浜の再生については、かつての山本浜に関 結果 などの透水性への配慮が必要。
する写真等の資料収集にさらに努め、次回は 事
○水辺の保全再生にあたっては、産卵から生育の
務局案の整備方針を基本に整備イメージを提案す
場として、本川～水路～ワンド～水路～本川といっ
る。
た、つながりを持たせた新たな生息環境の創出にも
努めていく。
○ワーキングで、川の内外からの現地踏査、歴史
的構造物や自然再生の先進地視察を検討してい
く。
第３回
第３回
日時
日時
場所
場所

内容

内容

（次第）

（次第）

○桜並木と松並木の一部実施について報告があ
り、地元篠町から今後の桜並木の整備に取り組む
意向が表明された
○右岸側の高水敷のゾーニングは、事務局案を
ベースに各メンバーの意見を踏まえて修正していく
○次回から、より具体的に利用方法を検討できるよ
う、各メンバーに「それぞれができること」を考えてき
ていただく

結果

結果

結果

第２回
日時 平成23年11月17日（木）14:00～16:00
場所 京都府南丹広域振興局（亀岡総合庁舎）３階会議室
１．開会
２．前回の振り返り
３．議事
1)事務局からの報告
・桂川流域の河川水質の状況
・河川整備の取り組み事例
・「南丹ふるさとの川愛護事業」について
内容
・亀岡市の環境美化に関する取り組みについて
（次第）
・ＨＰの開設について
2)意見交換
・環境保全及び情報発信に係る具体的な取り組
みについて
４．閉会
○第１回及び第２回での意見を踏まえて具体的な
取り組みの案を整理した上で、次回議論を深めてい
く
○先進地視察については、円山川における豊岡市
等の環境保全の取組みを候補として、日程等詳細
をつめていく
結果

第３回
日時 平成24年３月２日（金）10:00～12:00
場所 亀岡市役所４階会議室
１．開 会
２．前回の振り返り
３．議 事
1)後の具体的な取り組み案について
2)先進地調査について
内容
４．閉 会
（次第）

○当面の取組みとして以下の内容の具体化を図っ
ていく。
（環境保全）
1)桂川クリーン大作戦への継続参加
2)亀岡市環境美化条例「美化推進重点地域」の指
定と、それを契機とした地域ぐるみでの環 境保
全活動の枠組みづくり等
3)市民がわかりやすい指標で河川環境を評価し
て環境美化につなげていく「川の通信簿」
4)「第10回海ゴミサミット2012亀岡保津川会議」と
結果 の連携
5)ゴミを捨てにくい環境づくりとしての「野焼き」等
（情報発信）
1)保津川かわまちづくりのＨＰ開設
2)様々なチャンネルを活用した情報発信
○これらの取り組みを進めていく上で必要となってく
る予算について、各種団体や企業の助成 等の活
用を検討していく。
○先進地として円山川（豊岡市等）における環境保
全の取り組みを視察する。

