
各 WG の開催経過 

●水端かわまちづくり WG 

開催日時 開催会議 内 容 

H23
年
度 

9/9 第 1回推進協議会 
●保津川かわまちづくり推進協議会について ●推進協議会の進め
方等について(WG の設置等) ●今後の予定 

11/25 
第１回水端かわま

ちづくりWG 

●河川利用にあたっての基本的事項 ●左岸堤防園路部の計画について
●地区をとりまく現況について ●地元提案資料の紹介 
●意見交換（会議形式） 

H24
年
度 

5/8 
第2回水端かわまち

づくりWG 
●左岸堤防園路部の計画について ●高水敷の利活用について 
●今後の進め方について ●意見交換（会議形式） 

6/29 第 2回推進協議会 
●保津川かわまちづくりの進捗状況について 
●各 WGの実績及び今後の予定 

9/19 
第3回水端かわまち

づくりWG 
●これまでの経緯と今後の進め方 ●基本計画（案）について 
●運営・維持管理について ●意見交換（WS形式） 

10/19 
保津町まちづくり

団体説明 
●これまでの経緯と今後の進め方  ●基本計画（案）について 
●運営・維持管理について  ●意見交換（会議形式） 

11/12 
第4回水端かわまち

づくりWG 
●前回の振り返り ●基本計画（案）について 
●運営・維持管理について ●現地視察 ●意見交換（WS形式） 

12/27 第１回WG 長会議 
●各 WGの開催状況報告 ●意見交換（WG相互調整事項の確認、高水
敷利活用の方向性等） ●桂川クリーン大作戦への参加について 

2/13 第 2回 WG 長会議 
●前回の WG 長会議の振り返り ●保津川かわまちづくり全体計画
（案）について ●意見交換（会議形式） 

2/19 
第5回水端かわまち

づくりWG 
●前回の振り返り ●左岸基本計画（案）について ●他の WGの検討
状況について ●運営・維持管理について ●意見交換（会議形式）

H25
年
度 

8/28 第 3回推進協議会 
●各 WGの進捗状況・実績及び今後の予定について 
※高水敷利活用基本計画を承認 

 
●ふれあいかわまちづくり WG 

開催日時 開催会議 内 容 

H23
年
度 

9/9 第 1 回推進協議会 
●保津川かわまちづくり推進協議会について ●推進協議会の進め
方等について(WG の設置等) ●今後の予定 

11/2 
第 1 回ふれあいか
わまちづくり WG 

●河川利用にあたっての基本的事項 ●河川の利活用の事例紹介 
●亀岡市の現況について ●意見交換（会議形式） 

11/25 
第 2 回ふれあいか
わまちづくり WG 

●今後のかわまちづくり計画の進め方について ●これまでの各WGでの
主な意見の紹介 ●意見交換（WS形式） ●今後の進め方について 

3/2 
第 3 回ふれあいか
わまちづくり WG 

●前回の振り返りと今後の進め方 ●年谷川「野橋立」（千本松）の
復元計画について ●「保津川花回廊（桜堤）」の整備計画について
●意見交換（WS形式） 

H24
年
度 

6/29 第 2 回推進協議会 
●保津川かわまちづくり進捗状況について 
●各 WG の実績及び今後の予定 

8/28 
第 4 回ふれあいか
わまちづくり WG 

●これまでの経緯と今後の進め方 ●地域主導型公共事業について 
●基本計画（案）について ●意見交換（WS形式） 

12/17 
第 5 回ふれあいか
わまちづくり WG 

●前回の振り返り ●基本計画（案）について ●運営・維持管理について
●現地視察 ●意見交換（WS形式） 

12/27 第１回 WG 長会議 
●各 WG の開催状況報告 ●意見交換（WG 相互調整事項の確認、高
水敷利活用の方向性等） ●桂川クリーン大作戦への参加について

2/13 第 2 回 WG 長会議 
●前回の WG 長会議の振り返り ●保津川かわまちづくり全体計画
（案）について ●意見交換（会議形式） 

2/17 
第 6 回ふれあいか
わまちづくり WG 

●前回の振り返り ●右岸基本計画（案）について ●他のWGの検討状
況について ●運営・維持管理について ●意見交換（会議形式） 

H25
年
度 

8/28 第 3 回推進協議会 
●各 WG の進捗状況・実績及び今後の予定について 
※高水敷利活用基本計画を承認 

資料４ 



 

●歴史・文化、自然再生ＷＧ 

●環境保全、情報発信ＷＧ 

 

開催日時 開催会議 内 容 

H23
年
度 

9/9 第 1回推進協議会 
●保津川かわまちづくり推進協議会について ●推進協議会の進め
方等について(WG の設置等) ●今後の予定 

10/28 
第１回歴史・文化、

自然再生WG 
●河川利用にあたっての基本的事項 ●ＷＧでの検討事項について 
●水際の現状と課題について ●次回以降の進め方について 

12/26 第１回ＷＧ長会議 
●各 WG の開催状況報告 ●意見交換（WG 相互調整事項の確認等）
●桂川クリーン大作戦への参加について 

3/6 

 

第２回歴史・文化、
自然再生ＷＧ 

●前回の振り返り ●内膳堤の復元について 
●具体的な取り組み（案）について ●今後の進め方について 

H24
年
度 

6/29 第 2回推進協議会 
●保津川かわまちづくりの進捗状況について 
●各 WGの実績及び今後の予定 

8/22 
第 3回歴史・文化、

自然再生WG 
●前回の振り返り ●下内膳堤の復元について 
●新たな生息環境の創出について ●今後の進め方について 

11/27 
第 4回歴史・文化、

自然再生WG 
●前回の振り返り ●地域主導型公共事業について 
●基本計画（案）について ●意見交換（WS形式） 

12/27 第 2回 WG 長会議 
●各 WGの開催状況報告 ●意見交換（WG相互調整事項の確認、高水
敷利活用の方向性等） ●桂川クリーン大作戦への参加について 

2/13 第 3回 WG 長会議 
●前回の WG 長会議の振り返り ●保津川かわまちづくり全体計画
（案）について ●意見交換（会議形式） 

H25
年
度 

8/28 第 3回推進協議会 
●各 WGの進捗状況・実績及び今後の予定について 
※高水敷利活用基本計画を承認 

開催日時 開催会議 内 容 

H23
年
度 

9/9 第 1回推進協議会 
●保津川かわまちづくり推進協議会について ●推進協議会の進め
方等について(WG の設置等) ●今後の予定 

10/19 
第１回環境保全、 

情報発信WG 
●保津川の河川環境を巡る課題 ●保津川の河川利用を巡る課題 
●情報発信について ●ＷＧの当面の検討事項について 

11/17 

 

第 2回環境保全、 
情報発信WG 

●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 ●亀岡市の環境美化に関する取り組み
について ●ＨＰの開設について 

12/27 第１回WG 長会議 
●各 WGの開催状況報告 ●意見交換（WG相互調整事項の確認、高水
敷利活用の方向性等） ●桂川クリーン大作戦への参加について 

3/2 
第 3回環境保全、 

情報発信WG 
●具体的な取り組み案について ●先進地調査について 

H24
年
度 

6/29 第 2回推進協議会 
●保津川かわまちづくりの進捗状況について 
●各 WGの実績及び今後の予定 

8/30 
第 4回環境保全、 

情報発信WG 
●前回の振り返り ●先進地調査（コウノトリ文化館＜コウノトリ郷
公園＞、円山川自然再生事業について 

11/19 
第 5回環境保全、 

情報発信WG 

●他のＷＧの検討状況 ●亀岡市環境美化条例「美化推進重点地域」
の指定に向けて ●海ゴミサミットを踏まえた上下流との連携づく
りについて ●ＨＰの活用について 

12/27 第 2回 WG 長会議 
●各 WGの開催状況報告 ●意見交換（WG相互調整事項の確認、高水
敷利活用の方向性等） ●桂川クリーン大作戦への参加について 

2/13 第 3回 WG 長会議 
●前回の WG 長会議の振り返り ●保津川かわまちづくり全体計画
（案）について ●意見交換（会議形式） 

H25
年
度 

8/28 第 3回推進協議会 
●各 WGの進捗状況・実績及び今後の予定について 
※高水敷利活用基本計画を承認 



 

●にぎわい拠点整備ＷＧ 

 

 

 

 

開催日時 開催会議 内 容 

H23
年
度 

9/9 第 1回推進協議会 
●保津川かわまちづくり推進協議会について ●推進協議会の進め
方等について(WG の設置等) ●今後の予定 

11/11 
第１回にぎわい 
拠点整備WG 

●河川利用にあたっての基本的事項 ●ＷＧでの検討事項について 
●意見交換 ●次回以降の進め方について 

12/26 第１回ＷＧ長会議 
●各 WG の開催状況報告 ●意見交換（WG 相互調整事項の確認等）
●桂川クリーン大作戦への参加について 

3/6 

 

第２回にぎわい 
拠点整備ＷＧ 

●前回の振り返り ●保津川下り乗船場周辺整備イメージ（案）に
ついて●山本浜に関する資料について ●今後の進め方について 

H24
年
度 

6/29 第 2回推進協議会 
●保津川かわまちづくりの進捗状況について 
●各 WGの実績及び今後の予定 

8/20 
第 3回にぎわい 
拠点整備 WG 

●前回の振り返り ●保津川さくら広場の整備について 
●山本浜再生に関する検討状況について ●今後の進め方について 

11/14 
第 4回にぎわい 
拠点整備 WG 

●前回の振り返り ●他のＷＧの検討状況について 
●さくら広場植栽計画について ●山本浜再生整備計画に係るＷＳ
について 

12/27 第 2回 WG 長会議 
●各 WGの開催状況報告 ●意見交換（WG相互調整事項の確認、高水
敷利活用の方向性等） ●桂川クリーン大作戦への参加について 

1/29 
第 5回にぎわい 
拠点整備 WG 

●前回の振り返り ●さくら広場のシンボルツリーについて 
●山本浜整備計画素案について  

2/13 第 3回 WG 長会議 
●前回の WG 長会議の振り返り ●保津川かわまちづくり全体計画
（案）について ●意見交換（会議形式） 

H25
年
度 

6/19 
第 6回にぎわい 
拠点整備 WG 

●前回の振り返り ●保津川かわまちづくり全体計画案について 
●山本浜整備計画案について ●保津小橋周辺整備計画案における
ワークショップについて 

8/28 第 3回推進協議会 
●各 WGの進捗状況・実績及び今後の予定について 
※高水敷利活用基本計画を承認 

10/1 
第 7回にぎわい 
拠点整備 WG 

●前回の振り返り  
●保津小橋周辺整備計画案におけるワークショップについて 

1/15 
第 8回にぎわい 
拠点整備WG 

●前回の振り返り  
●保津小橋周辺の現地調査及び計画方針の決定 

3/12 
第 9回にぎわい 
拠点整備WG 

●前回の振り返り  
●保津小橋周辺整備の計画の決定 


