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１．開  会 

 事務局(河川環境管理財団・青木）それでは定刻になりましたので、ただいまから「第３

回淀川管内河川レンジャー代表者会議」を始めたいと思います。私、事務局の青木でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日、ご出席をいただいております皆様のご紹介につきましては、お手元の委員リスト

に代えさせていただきたいと思いますが、本日、大阪市の齋木様が急遽ご欠席という連絡

が入っております。それから、当事務所の小俣所長が若干おくれるという連絡も入ってお

ります。あと、レンジャーの方も遅れておられますが、おっつけご出席いただけるものと

思います。定刻でございますので始めたいと思います。 

 本日の代表者会議は、全員19名のうち、片寄会長様を初め現在、15名の委員の出席をい

ただいておりますので、運営要領に定めます委員総数の３分の２以上という要件を満たし

ておりますので、本日の会議は有効に成立をしているということをまずご報告を申し上げ

ます。 

 なお、決議事項につきましては、出席委員の過半数により成立するということになって

おります。これにつきましては、あわせてお話をさせていただきます。 

 次に、資料の確認でございます。「議事次第」「委員リスト」「配席表」がございます。

そのほかの資料は全部で七つ、それから参考資料が１部となっております。さらに、ブル

ーの「発言にあたってのお願い」というペーパーが１枚入っていると思います。ご確認を

いただきたいと思います。 

 なお、配席表の中で、本多委員の漢字が間違っております。大変失礼申し上げました。

「田」は「多」でございます。失礼申し上げました。落丁等ございましたら、事務局のほ

うにその都度、ご連絡いただければと思います。 

 本日の会議の終了は、一応17時ごろを予定しております。また、途中で約10分間の休憩

をとりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 また、傍聴者の皆様方へのお願いでございますが、傍聴者の皆様のご意見は最後に伺う

ことにしております。あらかじめお配りしておりますブルーの用紙、「発言にあたっての

お願い」についての用紙に必要事項をご記入の上、事前に事務局までご提出いただければ

と思います。 

 それでは、これから以降は片寄会長に議事進行をお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 
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 会長（片寄）皆さん、こんにちは。第３回の代表者会議をこれから始めたいと思います。

この河川レンジャーというのは初めてできた制度でございまして、その制度をつくる以前

から関係している関係でここの座長の席に座っているように思いますけれども、私の思い

としては、川で子供たちが遊ばなくなったというときに大人が助けないでどうするという

時代に入っているんじゃないかと。できるだけ多くの川ガキをつくってほしいという思い

で、当初から河川レンジャーにはいわゆる元ガキ大将みたいな人にぜひなってほしいとい

う希望を出しておりました。大体そういう人たちがなってくださっているように思います

けれども、これまで非常によく活動してきていただきましたので、これからもこれがうま

く発展することをお願いしたいと思っております。 

 

２．報  告 

(1) 第９(10)回河川レンジャー運営会議の開催 

 会長（片寄）最初に、事務局から報告をお願いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 事務局（淀川河川事務所・日朝）それでは、事務局の河川事務所から説明させていただ

きたいと思います。「資料－１」を見ていただきたいと思いますけれども、「第９(10)回

河川レンジャー運営会議の開催概要」をご報告させていただきたいと思います。 

 ことしの２月に、五つの運営会議で行なわれました運営会議の開催概要をご報告いたし

ます。この運営会議はいろいろ議題がありまして、ご審議、ご意見をいただいた内容につ

いて、若干見繕ってお話しさせていただきたいと思っております。 

 まず、「会議の活性化や連携に関する事項」というところでのご意見を聞いております。

この中では、自治体の委員の方が平日にレンジャー活動に参加できるような企画をして多

くの意見をいただくようにしてはどうかという意見が出ております。 

 また、「河川レンジャーの広報・周知に関する事項」のところでは、皆さん、いろいろ

努力していただいていますけれども、高槻では高槻市のケーブルテレビでの広報チャンネ

ルを活用して広報する部門があるとか、木津川の運営会議ではレンジャーさんが参加して

いる里山の会で下敷き1000枚を作成してＰＲしたというような、レンジャーを広く知って

もらうような意見をいろいろいただきました。 

 あと、いろいろ意見をいただいている中で、「河川レンジャー希望者の増員に関する事

項」のところでは、やはり広報誌などでの募集を行なってはどうかというようなご意見が
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一番多く出ております。この辺については、レンジャー希望者の増員につながるように、

広く皆さんに見ていただけるような媒体がいるんじゃないかという意見が出ています。後

でまたご説明させていただきますが、先日の毎日新聞で取り上げられた記事も配布させて

いただいていますので、また見ていただければと思っております。 

 「河川レンジャー展開計画について」というところのご意見も、ちょっと少ないですけ

れどもいただいています。 

 その次に、「自治体との連携に関する事項」のところでは、大阪府さんのほうで「津波・

高潮ステーション」を開設したので、20～30名の参加者であれば、事前の予約があったら

説明者をつけたいという意見をいただいているところもございますし、また連携の部分で

は行政サイドでもＰＲの応援体制があればレンジャーも報われるのではないかということ

で、広報という面も含めて自治体との連携ができていくのではないかというご意見もいた

だいております。 

 あと、「レンジャー活動の拡げ方に関する事項」のところでは、いま実際やられている

レンジャー活動の中で、大学生が研究の中で入ってきていただいているところでも学生の

動員がふえてきているというご意見をいただいています。また、高槻では芥川の水辺100景

の写真とディスカッションの開催で、芥川に係わる機運ができてきているのではないかと

いうご意見もいただいております。 

 「レンジャー活動での悩み、あるいは改善すべき事項」のところでは、各運営会議の参

加者、各レンジャーさんがいろいろ思われていることがたくさんあります。数点、お話し

させていただきますと、福島・毛馬で書いてあるように、現在、参加者が集まりにくいと

ころがありますけれども、今後は淡水魚とか川自体が目に触れるような活動をしていくこ

とで人を集めていきたいという意見であるとか、枚方管内では、参加者をふやしたいが、

広報活動ができていないので改善したいというようなご意見もいただいております。 

 次のページにいかせていただきます。「レンジャー活動の成果・ノウハウ」のところで

は、福島・毛馬運営会議での意見をあげさせてもらいますが、レンジャー活動は自分で企

画して工夫して開拓していく力がいるのじゃないかとか、会議で承認を受けてステップア

ップしていくプロセスもあるので、すぐに認知されることは難しいけれども、継続してい

くといことがレンジャー活動をより充実させていくノウハウではないかというご意見もい

ただいております。 

 そのほか、いろいろご意見をいただいた項目がありますけれども、最後の「河川レンジ
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ャーの評価」というところが、皆さんの中でもどうなっているんだろうというような話が

ございました。これは、事務局からの報告で伝えさせていただきましたが、やはり客観的

にレンジャー活動が少ない、レンジャー活動をされている方の中には認知度が低いのでは

ないかと思われている方もいらっしゃいましたが、事務局で調べた中では、平成20年度は

１年間に活動に参加された一般の方が延べ9000人いるというのと、21年度ではレンジャー

の数も24名、新規レンジャーを入れて27名ですけれども、年間１万7000人程度の一般の方

がレンジャーの活動に参加されています。例を挙げれば、桂川クリーン作戦に約3000人の

方が参加したということも考えますと、このレンジャー活動への取り組みは広がりを見せ

ているということが、こういうところで客観的に見られるのではないかということでご報

告させていただきました。 

 以上のような内容が、この２月に開催された各運営会議の中でのいろいろな議論等の内

容でございます。 

 会長（片寄）いまご報告いただきました件で、ご質問とかご意見とかございますか。こ

の新聞記事、よろしいですね。美しいレンジャーの姿もりりしく出ておりますし。もっと

出ないといけないのですけどね。これ、大阪版なんですよ。私、兵庫県に住んでいるもの

だからなくてね。こういうことがもうちょっと大きく報道されてもいいと思います。 

 何かございませんでしょうか、ご意見とか補足報告とかあれば。 

 特にないようでしたら、次にいきましょうか。 

 

３．審  議 

(1) 淀川管内河川レンジャー（試行）運営要領の改正 

 会長（片寄）次の議事項に入りたいと思います。 

 事務局（日朝）事務局から、今回の審議事項の一つ目の「(1)淀川管内河川レンジャー（試

行）運営要領の主な改正内容」をご説明させていただきたいと思います。 

 「資料－２」を見ていただきたいと思います。主な改正内容が「資料－２」でございま

して、運営要領の原文の新旧対照表が「資料－３」のＡ４横の資料となっております。運

営要領自体の改正でございますので、この比較表も見ていただければと思いますが、説明

は主な改正内容を「資料－２」のほうでご説明させていただきたいと思います。 

 それでは、１ページ目ですけれども、「河川レンジャー会議の改組」でございます。文

章を追いかけていきますと、なかなか複雑になっていきますので、３ページの図を見てい
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ただければわかりやすいのではないかと思っております。この河川レンジャー会議の改組

ですけれども、現在は行政主導で進めてきた運営から「河川レンジャーが中心となった運

営」に移行するために、平成20年１月に講座研修実行委員会を発足させて、講座や研修な

どの企画・運営を通じて、河川レンジャーさん同士、河川レンジャーと運営事務局との意

思疎通を強化するとともに、レンジャーとしての連帯感と意識を高めていただいているも

のです。今回、その取り組みをさらに前進させるためにも、レンジャー会議を改組させて

いただきたいと思っています。 

 本来、この改組は、本日の代表者会議での審議を経てから確定となります。しかし、河

川レンジャー会議の開催時期やレンジャー活動への円滑な反映の関係から、昨年の12月12

日に開催した第６回河川レンジャー会議において、レンジャーの方々に説明を行い、賛同

を得て暫定的に改組を実施しております。 

 このため、代表者会議におきましては、先行的に、暫定的にではありますけれども実施

している河川レンジャー会議での改組を了承していただき、当該改組のご承認をお願いし

たいと思っております。改正案は主に第44条から第50条のところでございます。 

 ３ページの図を見ていただきたいのですけれども、現行の河川レンジャーの要領の中で

は、河川レンジャー会議の座長には、松岡センターレンジャーがついております。そして、

その組織の中に淀川管内河川レンジャー講座研修実行委員会がございまして、この中でレ

ンジャーの養成講座などの内容を深めていくということをさせていただいておりました。 

 今回の運営要領の改組というのは、このレンジャー会議の強化を目的としまして、今回

改正を考えております。 

 現行でいきますと、レンジャー会議の座長はセンターレンジャーがついていますが、今

後いろいろ対外的にも説明していく場合に代表がいることとか、あと議決を伴う場合も出

てくることもありますので、河川レンジャー会議の中に議長１名と、副議長複数名、いま

２名を考えていますけれども、今後そういう代表者を設けて審議をしていくべきではない

かということで改組では書かせていただいております。 

 この議長ですけれども、会議に出席のレンジャーによる互選で決定し、副議長は議長が

指名することになっております。先行して、レンジャー会議の中でお話しさせていただい

て皆さんでご議論いただいた結果、議長につきましては、暫定的に枚方管内の上田レンジ

ャー、そして副議長には京都府域では山村レンジャー、大阪府域で中島レンジャーという

ことで、議長と副議長２名ということで暫定的に決めさせていただいております。 
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 あと、レンジャー会議の役割を着実に推進するために実行委員会を必要ごとに設けるこ

とを考えています。実行委員会につきましても、基本的には講座研修実行委員会というも

のがこれまでありましたが、講座と研修のみをやるというのは、レンジャーの活動につい

て決めることとか検討することがだんだん多くなってきていますので講座研修というのを

とりまして、レンジャー会議の下部組織として進めていくための機関ということで実行委

員会を新たに改組して設けております。この中でも、委員長、副委員長を選出することに

なっております。 

 ただ、実行委員会ですべて決められるものではなく、昨年もありましたけれども、2009

年の「水都大阪」であるとか、京都府域でやっています「環境フェスティバル」などでも

それぞれに実行委員会を設けて決めていくことも多かったので、今後はこの実行委員会の

中に部会を設けてそれぞれ進めていただくということを考えております。 

 レンジャー会議の中で必要になってくるのは事務局の体制だと思いますが、ここで事務

局長、事務局次長を設けることにさせていただいています。事務局長には、松岡センター

レンジャーになっていただきまして、事務局次長には、いまは財団の業務を受けていただ

いて上流センターにいらっしゃる橋詰さんになっていただくというような形で進めており

ます。 

 事務局は、中央流域センター及び上流域流域センターに置くということで、きっちりと

事務局を明記させていただいたということでございます 

 そのほか、レンジャー会議というのは、あえて再度書かせていただきますが、レンジャ

ーの総会として位置づけられているために河川レンジャーの全員の出席を原則としますと

いうことと、議決する際のレンジャー会議というのはレンジャー総数の３分の２以上の出

席をもって成立し、出席のレンジャーの過半数をもって議決するというようなところもき

っちりとここで決めさせていただいております。 

 先ほどの実行委員会についてはその中で設けるということで、２ページ目の下のところ

で実行委員会についても書かせていただいています。これもまた見ていただければと思い

ます。 

 続いて４ページに入らせてもらいます。今回の改組の中で大きなポイントとなりますの

が、「特例の再任」というところでございます。いまのレンジャーさんの任期は試行期間

を１年、そのあと２期４年、足して５年ということでレンジャーさんの任期を設けており

ます。それでは５年で退任することが原則になってくるのですけれども、それを越えてさ
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らなる再任を運営要領で定めていく必要があるのではないかということになっています。 

 といいますのは、その下に「１期生全員の退任を回避すべき理由」というところで３点

ほど書かせていただいておりますが、１期生の河川レンジャーは活動の経験と知識が豊富

であり、地域の協力体制が構築できている方が多く、河川レンジャーの継続・発展には現

在まだ欠かせない状況であるというところ。また、新しい河川レンジャーの人材を確保す

ることが困難で、すぐ見つかるものでもないという状況。そして、運営会議の代表レンジ

ャーを核として、河川レンジャーの自主運営などを促進する河川レンジャー会議の改組を

今回実施するということですので、きっちり定着させていくためにも、すべて退任してい

ただくということではなくて、今後の発展等も考えると、残っていただくレンジャー、特

例の再任を設けていくべきだろうということになっています。 

 ４ページ目の「特例再任の要件」というところにつきましては、いまの実施要領でも現

行の要件が二つ書かれております。 

 「(1)地域住民との意見交換を通じて河川との関わりを定着させる役割を担っている者又

は担うことが十分に期待できる者」「(2)所属する運営会議において、他に同等の活動を担

うレンジャーが存在していない者で継続することが不可欠な活動を行なっている者」とい

うような条項がございますが、具体的にどのように再任を進めていくのかというところで

は漠然としているところもありますので、そこでの要件、ルールをつくっていく必要があ

るのではないかということで、追加の要件として二つを次の５ページに書かせていただい

ております。 

 「追加要件」として「(3)河川レンジャー全体の運営に尽力している者又は尽力していた

だく必要がある者」「(4)河川管理者が設置している委員会等に委員等として参画している

者でその任務を遂行することが事業の推進に不可欠であると認められる者」ということを

書かせていただいております。 

 これも言葉ばかりではなかなか理解しにくい部分があると思いますが、６ページのスケ

ジュールのカラーのところを見ていただければと思います。この特例の再任の方法ですけ

れども、まず、青色の10月の運営会議のところを見ていただきたいと思いますが、運営会

議は再任の手続ですので非公開の運営会議と考えております。この運営会議の中で推薦者

の審議・決定をまずしていただきたいと思っております。各運営会議ごとに上限１名とい

う上限を設けまして、推薦していただくことを考えています。 

 また、推薦者は、出張所ごとのレンジャー総数５名を越えない場合に限るということで、
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人数は全体的にふやしていきたいというところもありますので、そこの枠はつけさせても

らっております。 

 先ほど言いました非公開というところですが、レンジャーを除く委員、センターレンジ

ャーは参加というところで審議・決定していただいて、各運営会議から１名の推薦をいた

だくという手続をします。 

 あともう一つ、先ほどの追加要件の中にもありましたが、河川管理者からの推薦のとこ

ろで上限５名まで、これも運営会議と同じにしております。河川管理者が設置している委

員会などに、委員などとして参画していただいていて、その任務を遂行することが事業の

推進に不可欠な河川レンジャーの方を重視して決定ということで、実際、動いている事務

所での審議会等に委員として入っていただいているレンジャーさんについて、途中で替わ

られると地域の連携上、支障があるというようなところも含めて河川管理者からも推薦者

を出したい、お願いしたいということで、運営会議と河川管理者からの推薦をあわせた推

薦者を１月の代表者会議で審査・決定させていただきたいと思っております。 

 これまでは代表者会議を、きょうやっていますように３月にしていましたが、そういう

推薦の過程を踏みますので、今後は１月に特例の再任の審査も含めて代表者会議を行なう

ように改組させていただきたいと思っております。 

 代表者会議で、運営会議と河川管理者から推薦された特例再任のレンジャーさんの審査

をしていただきまして、その後、特例再任の要請者に意志確認をさせていただきます。こ

れは事務局から決まった事項を確認させていただきまして、この中で再任してもよいとい

う本人の意志をいただきましたら、次年度の年間活動計画の提出をお願いしまして、２月

末から３月に行なわれる運営会議で特例の再任と、１、２回目の河川レンジャーの再任を

させていただくようなことを考えております。 

 以上が、特例の再任についての追加要件と、今後のスケジュールについての提案でござ

います。 

 続いて７ページの「新規河川レンジャーの審査」というところでございます。こちらの

改組ですけれども、今年度、新規河川レンジャーの推薦を審査・決定する代表者会議を初

めて開催させていただきましたが、その際に「活動現場の視点が十分に反映できていない」

との意見がございました。そういう意味でも、河川レンジャーの実情に即した現場の意見

も強く反映できるようにということで、運営会議代表の河川レンジャー及びセンター河川

レンジャーにも委員に入っていただいて議決権を持っていただくほうが、より現場の意見
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も反映したレンジャーの推薦になっていくのではないかということで改組で追加させてい

ただいております。 

 ４番目は、「流域センターの追加」でございますけれども、現在はこちらの中央流域セ

ンターをよく使わせていただいていますが、活動拠点として伏見出張所の敷地にあります

上流域流域センターがございます。 

 また、木津川出張所の木津川出張所管内流域センターが現在、運用されています。これ

を明記させていただくとともに、来年度の秋からは、この３カ所に加えて寝屋川の点野地

区にある流域センターを正式に点野流域センターとして、ここはもともと倉庫を改造した

もので大きさはこれほど大きくはないですけれども活動拠点として点野流域センター、そ

して桂川にある淀川河川事務所の天神川浄化施設管理室、ここもスペース的にはそんなに

大きなものではありませんが、活動拠点として桂川流域センターとして位置づけて利用を

開始していきたいと考えています。点野流域センターは主に枚方出張所管内で活動される

河川レンジャーの活動拠点として、桂川流域センターは主に桂川で活動される河川レンジ

ャーの活動拠点として利用させていただきたいと思っています。 

 それが、次のページでございます。このような形でそれぞれの活動拠点をこの要領の中

に明記させていただきたいと思っております。 

 続いて９ページですけれども、改組の中の５番目、「レンジャー活動の目標とする数値」

ということも、今回、具体的に書かせていただくように考えています。レンジャー全体の

レベルアップに向けた数値指標を第10回の懇談会等の意見、審議を経て、前回の改正によ

り運営要領に位置づけております。いま、レンジャーは全く指標がない中で活動しており

ますが、やはり最低限、目標は持って広報なり、活動の計画を立てていただきたいという

こともございまして、活動１回当たりに一般参加者10名以上ということはお願いしたいと

いうふうに考えております。具体の数値は記載していませんでしたので、今回この数値を

把握しやすく周知できるように目標とすることで数値として運営要領に記載させていただ

くことにしました。 

 ６番目ですけれども、「年間活動計画の決定に当たっての河川レンジャーの義務」でご

ざいます。毎年２月に開催しています運営会議では、河川レンジャーの方が次年度に活動

する上で重要かつ必要な活動計画を確認して決定しています。この際、河川レンジャーの

方には特段の事情がない限り、ご自身で活動計画を説明していただき、運営会議の確認と

決定を受けるように運用してきました。 
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 今回、この運用を運営要領に位置づけて、河川レンジャーの義務であることを明確にし

ています。レンジャーの方が運営会議に出席できない場合は、事務局が年間活動計画を代

理説明して、確認・決定していくということがこれまでやられていたのですけれども、そ

うではなくて他の方法による取り扱いを運営会議で決定していただくようにします。そし

て、レンジャーの方には決定に沿っていただくようにします。具体的には、欠席された場

合には事務局が報告して承認を得ているような形をとっていますが、やはりご自身でどう

いう計画をするのかということを具体的に説明していただくようなプロセスをとりたいと

いうことです。それを、会議を開くのか、もしくは後日、代表に説明して、結果を周知し

ていただくのかを含めて運営会議の中でどういう確認をすればいいのかということを決定

していただいて、それに従っていただく。これまでのように、欠席していたから報告して

承認ということではないようにしたいと考えております。 

 続いて、７番目の「河川レンジャーの報酬の名称変更」でございます。これにつきまし

ては、河川レンジャーの報酬というのが現状の性質や昨今の情勢によって誤解を招く恐れ

があるということで名称を変えさせていただきたいというふうに考えています。報酬とな

りますと、支援しているのではなくて個別に雇って直接指揮・命令して仕事をしていただ

いているというようなことになりますが、現状は活動を支援するという形でこの河川レン

ジャー制度はずっと動いていますので、名称も「活動費」ということで、活動を支援して

いくための費用を支出しているということをここで明らかにしておきたいということで名

称を変更させていただいております。 

 以上、７点の主な改正内容について、今回、運営要領の中で改正していただきたいと考

えております。事務局からは以上です。 

 会長（片寄）ありがとうございました。 

 この河川レンジャー制度設立の段階から、日本で最初の試みなものですから、どうなる

だろうかということでありましたけれども、随分すぐれた個性的なレンジャーの方々が大

変よく活動してくださって、これまで何とかうまく運営できてきたんじゃないかなと私も

思っておりますが、その方々が来年で一応５年の最初の任期を終えられると。こうなると、

さてどうなるか、非常に不安が広がっておりまして、何とか助けてほしいという事務局の

願いがここに込められているように思います。安い報酬ならぬ活動費でだれが来てくれる

だろうかと、最初は大変心配していたんですけれども、すばらしいメンバーの方々が来て

くださって、それぞれ非常に個性的にやってくださった。「もう、しんどいわ」というこ
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とを漏らしている方もおられるようですけれども、「そう言わずに」という気持ちも込め

られているのではないかと思います。 

 事務局としては、この運営要領の改正をぜひしたいということでございますけれども、

これについてのご質問、ご意見等をお願いしたいと思いますが、委員の方々はどうでしょ

うか。自由にご発言いただいて結構でございますので。どうぞ。 

 舩橋委員 いまご説明いただきました改正の内容、全体的な方向性としては賛同させて

いただきたいなと考えています。それが前提です。それで、ちょっとごめんなさい、聞き

漏らしていたのか、よく聞いていなかったのかわからないのですが、特例の再任の追加要

件で説明いただいた分ですけれども、「資料－２」の５ページの「(4)河川管理者が設置し

ている委員会等に委員等として参画している者でその任務を遂行することが事業の推進に

不可欠であると認められる者」というのが、ちょっと意味がとりにくいのです。「河川管

理者が設置している委員会等に委員等として参画されている方」、それはわかります。で、

「その任務を遂行することが事業の推進」の「事業」というのは河川レンジャー事業です

か。ごめんなさい、表現としてちょっとよくわからなくて。 

 会長（片寄）ああ、そうですね。どうぞ。 

 事務局（日朝）これにつきましては、河川レンジャーのもともとの成り立ちから言いま

しても、やはり住民の声等を反映させていく、河川の事業に声を反映させていくという趣

旨で始まった制度だと思っています。具体的に言いますと、桂川の改修事業などがいまま

さに動いています。要は、整備の事業に住民の意見、また行政の意見を入れていくことが、

まさにいま進み出したところについては途中でレンジャーの方が替わっていただくという

ことは、全員が替わられるというのではなく、だれかに残っていただかないと継続性がな

いということと、住民との橋渡しになっているところもございますので、そういう事業が

ある部分に関しましては、河川管理者からも、いまはこの方に残っていただきたいという

推薦をさせていただきたいと思っております。 

 舩橋委員 難しいですね。 

 永山委員 言いかえたらどうなるのかな。 

 光田委員 ちょっと言いにくいですね。言いかえはあるでしょうけど、言いにくいです

ね。 

 舩橋委員 ご趣旨としては非常によくわかりました。 

 会長（片寄）ほかにどうでしょうか。 
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 何か、“書かずもがな”ですね。河川管理者のほうからも推薦するわけですから、別に

書いてあっても、特に追加要件とする必要が。 

 事務局（日朝）あえてここまで書く必要はないんじゃないかということですね。 

 会長（片寄）ええ。 

 舩橋委員 書くとすれば、かなり説明が必要になるのではないかと思います。 

 久保田委員 例えば、途中までやっているから途中でやめられたら困るじゃないかとい

うことですよね。 

 事務局（日朝）そうです。 

 光田委員 やめられたらというよりは、敵に回したら困るという。（笑）ごめんなさい、

ちょっと言い方に語弊がありますが。 

 会長（片寄）まあ、そういうことです。あまり文章に明記しないほうがいいかもしれな

いですね。そういうご意見ですけれども、事務局のほうはどうですか。 

 事務局（日朝）そうしましたら、いまいただいた意見を踏まえまして、内容については

再度。 

 久保田委員 上の(1)(2)(3)で十分言いあらわしているような気もしますけれども。 

 舩橋委員 これをあえて追加要件というふうにしてしまうと、これがクリアできないと

何か。 

 久保田委員 追加要件なんですかね。 

 舩橋委員 ちょっとよくわからないですね。 

 光田委員 追加要件は、(1)(2)(3)のいずれか一つでいいということでしょう。全部兼ね

備えていないといけないという意味ではないでしょう。 

 事務局（日朝）そういう意味ではないです。どれかの要件で特例の再任を推薦するとい

う理由です。どれかに当てはまるということで。 

 舩橋委員 そのために、(4)をあえておかれたということですか。 

 事務局（日朝）そうです。 

 舩橋委員 多分、いま言われている内容であれば、確かに(1)(2)(3)で、若干あいまいな

部分が出てくるのかもしれませんが、カバーできるのではないかなと思うのですけれども。 

 事務局（日朝）それでは、いま提案している(4)はなくても、上の条項で読めるのではな

いかというご意見をいただいたと思いますので、(4)を消すという提案をさせていただいて

よろしいでしょうか。 
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 会長（片寄）法律の専門家がアドバイスしてくださったので、そうしておいたらいいん

じゃないですか。 

 事務局（日朝）わかりました。ありがとうございます。それでは(4)を削除させていただ

きます。 

 会長（片寄）ほかに、何か。どうぞ。 

 中島委員 第13条の５項ですけれども。 

 会長（片寄）「資料－３」ですね。 

 中島委員 そうです。「資料－３」の６ページの第13条５項に、「河川レンジャーは活

動１回当たりに一般参加者10名以上を目標とする」というのがあります。これ自体は、結

構だと思います。それで、これはイベントだと思うんですけれども、今後の検討課題とし

て聞いていただければありがたいのですが、「毎回１回当たり」とありますけれども、例

えば１回でもいいのかどうか。１回しかしませんでした、というのはありかどうかという

ことです。 

 それから、イベントという言葉がいいかどうかわかりませんが、これはイベントを指し

ていると思うんです。ところが、河川レンジャーの活動の中には調査活動もあれば、下見

もあります。ある意味の河川巡視もあると思うんですね。例えば河川の状況はいまどうな

っているか、河川の利用状況はどんな感じか、あるいは利用者との交流ということもある

と思うんです。それは、河川レンジャーの活動に入るはずですね。だから、表現は難しい

と思うので、ここでどうこう言いたくないのですけれども、今後の課題としてはまずイベ

ントの最低回数の明記がいるのではないかということを思いました。「活動の中でイベン

トは最低何回はしてくださいよ」と。同時に「ほかのさまざまな活動も河川レンジャーの

活動に付随していますよ」ということを、書く、書かないはありますけれども、管理者側

にはそういう了解をしていただきたいということを、今後の検討課題として言わせていた

だきました。 

 会長（片寄）どうですかね。そういう意味では、この10名とかという話は何かイベント

中心の表現ですね。しかし、それをやる前に下見もしないといけないし。でも、10人で下

見することはないですよね、確かに。これはどういう表現にしたらいいですかね。どこか

にきっちり書いてあるんですか、その10名というのは。 

 久保田委員 ６ページに。 

 永山委員 そもそも10名という数字はなぜ必要なんですか。 
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 事務局（日朝）河川レンジャーには淀川の魅力であるとか防災について広めていくとい

う役割を持ってやっていただくのですけれども、特定の人だけではなくて広く広めていく

ことを考えたときに、やはり何かある一定の数字を設けないと、１人、２人とかいうもの

を計画してもいいのかという意見も出ているところがございます。そういうものも含めま

して、最低10名以上は集めるようなイベントですね。ここではイベントが中心ですけれど

も、そういうイベントを検討してくださいという、決まりというのもきついですから目標

ということで、あえてここでは書かせていただいたということです。 

 光田委員 木津川代表の光田ですが、「活動」という言葉がいろんなものを含むという

のであれば、市民向け公開活動とか、そういうふうにすれば何の問題もないことですが、

運営要領試行細則のほうに、「年間の活動回数はこのぐらいですよ」という目安の数値は

載っていなかったですか。以前、口頭ではそういう話が出たように思いますが、文章とし

ては出ていないのですか。 

  （事務局 うなずく） 

 光田委員 それはちょっと問題がありますね。やはり年間６回以上とか、何かそういう

ふうにしておかれたほうがよろしいかと思います。 

 会長（片寄）ここは現場の声で、レンジャーの方からのご意見が重要だと思うんですけ

れども。どうぞ。 

 永山委員 活動報告の中に、いまおっしゃっていた調査するとか、安全確認とか、そう

いうことも日報等で出てくるんですよね、各レンジャーごとに。それは、活動として認め

られているという意味ですよね。そうすると、ここの書き具合だけを変えたらいいのかな

と思いますけれども。 

 辻川委員 いま、光田先生のお話にもありますように、市民向けの事業と、そして調査、

下見等々は分けるべきだと思いますし、年間事業を毎年提示しますので、その中において

審査していただくという方向がありますので、審査側においてはそれを重視しながら、「も

う少し」というような指導をしていただけたほうがレンジャーとしてはいいのではないか

なと思っております。 

 永山委員 もう一つ質問です。その言い回しを変えたとして、10名というのはどういう

基準で決めたんですか。50名ではないんですか。30名でもなく、20名でもなく10名という

のは。 

 久保田委員 経験からきているのとちがいますか。 
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 光田委員 お天気によって変わりますでしょう。大学の授業でも同じで、１人でも来た

ら授業は成立するから教師はやるのですが、それが何年か続きますと、「もうその授業は

廃止せよ」という声が出るんです。お金を払うんですから、当然です。 

 会長（片寄）どうぞ。 

 山村委員 私は至って現場的に考えて、やったときに１人や２人だったら、報告すると

きに写真の格好がつかないから、10人ぐらいおられたらそこそこやっているという感じに

なるだろうと、それぐらいの軽い気持ちから10人ぐらいと出ているのとちがうのかなと思

うんです。10人だったらそこそこ報告もできるけれども、２人、３人ではちょっと絵にな

らないと。そういう数字とちがいますか。（笑） 

 光田委員 なるほど。微妙な表現やな。 

 辻川委員 いまおっしゃったように、実績の中でこの数字が出たのだと思います。レン

ジャーの仲間からそういう言葉が出るということ自体、私はちょっと残念に思う。やはり

目標が記載されないような事業がなされるべきだなというふうにも思っています。回りく

どい言い方でしょうか。 

 久保田委員 意味のあることであれば、人の数にはこだわらないでいいんじゃないかと

いうお話ですか。 

 辻川委員 やはりレンジャーの活動といいますのは公金の中で成り立っている部分もあ

りますので、その部分で「皆さん、10名という目標を持って頑張りなさいよ」というよう

なところだと思っています。それが山村さんの話とも通じるのではないかなと思っていま

す。 

 山村委員 私は、最終的に人数が集まらなかったら、それを進めたレンジャーの人が０

点だという考え方はまずいと思います。確かにレンジャー個人の努力もあろうかと思うん

ですが、「こういうふうにさせていただきます」「よし、それで１年、頑張れよ」という

ふうに手順を踏んでみんなで決めてきて、それで人数が集まらなかったことは、その人個

人の責任じゃないと思いますし、運営委員会を踏んできたわけですから運営委員会にも責

任があると思います。 

 そういうふうにしていったときに、これでどんどん「お前が悪い」という形で評価をす

る基準にするのはちょっと酷かなと思います。いろいろ問題があるところは、それについ

て承認をもらったり、あるいは決定もしてもらったり、そしてまた日ごろはいろいろな打

ち合わせもしながら進めていっているわけですから、私はレンジャーだけの責任という形
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の判断をする数字の位置づけはちょっとまずいかなと思って、ぼやっとしたような発言に

なったんですが、いかがなものでしょうかね。 

 光田委員 おっしゃることはよくわかりまして、それは正論ですが、ただ、これはどこ

でもそうです。文書として提出されたものと、その人が活動し、人を集め、人の前でいろ

んな話をするということとは全く別物なんです。つまり、文書だったら企画・立案のよう

にすばらしいことが書けるかもしれない。ただ、実際にそれを市民向けに実行するとなる

と、また全く別の能力が必要になります。ですから、山村さんの言うことは正論であり、

もっともだとは思いますが、実はそう簡単なものではないと私は経験上から思うんですが、

いかがなものでしょうか。 

 久保田委員 すみません。難しくて意味がわからなかったんですけれども。 

 光田委員 そうですか。要するに、プランニングというのは、仮に大学だとしましょう、

そうすると、こういう哲学者のことを紹介してこういうふうに現代のことを考えましょう

という、通称シラバスと言いますが、それを提出します。立派なように見えます。ところ

が、やってみるとその人には、そういう能力がないかどうかはわからないですけれども、

少なくとも人に対してそれを説明する力量が欠けているというケースはしばしばあります。 

 だから、我々は運営会議において、その企画・立案に当たる文書で審議するわけですか

ら、それに異論は唱えられない。ただ、現場でその人の能力が必ずしも実行できるかどう

かはわかりません。ここの落差というのは、実は個人の資質、努力によるものが大きいの

です。ですから、必ずしも運営会議でＯＫしたからお前たちにも責任があるというのは、

正論ではあるんですよ、その人の人柄を見抜けなかったという意味も含まれておりますか

ら。要するに、正論ではあるけれども、それでもってというふうな、言葉は悪いけれども、

免罪的に使われるとちょっと困るところがあります。おっしゃることはよくわかりますが。 

 会長（片寄）どうぞ。中島さん。 

 中島委員 目標ということですので、いろんなご意見がありますけれども、辻川さんも

おっしゃっていますし、「市民向け事業」とか「市民向け公開活動」という言葉も出てお

りましたけれども、当然そういう事業をやっていくわけですから、きょう、この場で完璧

な文言をすぐつくるのは難しいかもわかりませんけれども、「市民向け事業」とか何かそ

ういう言葉を入れて、市民に対する働きかけということですから、働きかけについてはや

はり10人以上を目指していこうという目標はあって当然じゃないでしょうか。厳密な人数

はだれにも言えない。何名以上を目標にするのが本当にいいのかということは、地域性も
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あるでしょうし、いろんな要因があって、多分、だれも言うことはできないと思います。 

 光田委員 お天気が大きいですよ。 

 中島委員 雨が降ったら中止します。「すみません」とか言って。いやいや、冗談です。 

 光田委員 雨が降ったり、寒かったり。 

 中島委員 そこは現実には問題があるとしても、「市民向け事業あるいは市民向け公開

活動については10人以上を目標にしましょう」というぐらいの記載は、いままでから管理

者側も言ってきていますし、私たちも了解していますので、それは構わないと思います。

ただ、第13条にあるように、さまざまなモニタリングや活動が河川レンジャーには本当は

課せられているんですよということも踏まえるということ。 

 あと、市民向け事業の回数を「２回以上」と書くと、また「２回でいいのか」というこ

とになったりするし、そのあたりは恐らくいろんな事情のある方でも２回以上は市民向け

事業を予定していると思うんですけれども、そこまで最低回数を書くかどうかは今後の検

討にしてもらってもいいのではないかなと思います。 

 とりあえずは、市民向け事業以外のすべての活動で、例えば下見やモニタリングが10人

というわけではないということだけがわかればいいんじゃないでしょうか。 

 会長（片寄）山村さん、どうぞ。 

 山村委員 こだわるわけではないのですけれども、設定することは基本的に問題ないと

思っていますし、そのことは目標という点では間違いではないし、方向としては正しいと

思っています。それで、これを設定しないといけない根拠は何かということが最初から論

議になっていますけれども、先ほどの運営会議の報告の中にそういったことが議題になっ

ていたということはあがっていませんね。だから、運営委員会の中で報告があって、そこ

で大きな問題になったよということがあれば、根拠づけにはなってくると思いますけれど

も、きっちりとした手順を踏んでいけばそういうものがないわけだから、僕がさっき言っ

たようにふわっとしたものにしておいて考える。そういう根拠だというふうに考えたんで

すけれどもね。報告の中で「人数が少なかったら、それはちょっと具合が悪い」というこ

とが事例としてあがって話題になっているのだったら、非常に論議は進むと思うんですが、

ちょっとそのあたりが報告の中では弱いような感じがします。これは建前の話だろうなと

いうふうには理解をしたんですけれども、いかがなものでしょうかね。 

 会長（片寄）まあまあ、それぐらいにしておいてください。何か。 

 小竹委員（(代理)河合）先ほどから出ています「活動」というひとくくりの表現をもう
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少し細かく幾つかに分類して書くことが必要かなと思います。 

 それと、10名以上という数値目標を出さざるを得ないといった状況も理解はできますけ

れども、先ほどからも幾つかご意見が出ていますように、天候の加減もあったりして10名

に満たないこともまま出てくると思います。もう一つは、活動の頻度、例えば月１回で何

とか10人ぐらいを満たしている。しかし、別のレンジャーさんは月に２回、３回と活動さ

れるけれども、それを平均してみると大抵は10人を満たしていないという場合、これはど

ちらがいいのかなということもあると思うんですね。ですから、活動の頻度ということも

ここに入ってくるのではないかなということを感じます。 

 ただ、そうやって市民を対象にして集めるのならば、企画されるレンジャーさんのほう

もできるだけ10人以上が集まるようにという努力は怠ってはならないと思います。ですか

ら、努力目標ですかね、表現として。そういう意味なのかなというふうに思います。以上

です。 

 会長（片寄）どうしましょうか、これ。はい、どうぞ。 

 仁枝委員 活動１回当たり一般参加者10名以上というのは、多分、１回当たりの目標値

のことを言っていると思いますけれども、私らが何か一つの活動を企画するときには打ち

合わせ計画や現地調査から安全管理まで全部入れてひとくくりの活動をするわけですね。

ですから、ここで、いや現地はこうだとか、そういう細かい物事を考える活動が出てきた

ときにどうするかということであって、いまのところは、私らはそういう業務を遂行する

上での下準備の段階のものは、１回当たりの中に含まれておりますので、私はこれで十分、

意味をなしているのではないかなと思っております。 

 ですから、あまりシビアに使うものじゃなくて、活動１回当たり10名を努力目標にして

くださいよというところで、それぞれいろんな計画を立案したり、２月、３月にかけて来

年度の事業を承認されるわけですから、そういう中でこういうものが出てくるのであって、

最初のとっかかりはもうこれでいいんじゃないかなと思いますけれどもね。 

 辻川委員 追加としまして、第９回の福島・毛馬管内の運営委員会で、「レンジャー活

動での悩み、あるいは改善すべき事項」の中で、参加者の問題について議論がなされまし

た。簡単に「現在の活動に参加者が集まりにくい」という簡単な文言でくくられています

けれどもが、その中におきましては、いま事業をしている中について改善すべきことがあ

るのではないかというような問題が出ておりました。このことを付け加えさせていただき

ます。 
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 事務局（淀川河川事務所・芝田）言葉として、「住民向け活動１回当たり10名以上を努

力目標とする」ということにさせていただきたいと思います。そして、10名というのは19

年度の平均値が大体10名ぐらいだということです。ですから、それなりの根拠はあるわけ

です。その数字を、細則にはありましたが、表に出すということに意味を持たせているわ

けで、細則だと埋もれてしまいますので、常に議論するのは要領で議論しますから、そう

いうことで今回、これを出させてもらいました。それぞれのレンジャーの方は努力されて

いますが、目標という漠然としたものですから、それで頑張っていただければいいだろう

と思います。ですから、「努力目標」という言葉にしたいなというふうに思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

 永山委員 19年度の平均というのは、一般参加総数を全レンジャーの回数で割ったとい

う意味ですか。 

 事務局（芝田）はい。共同でやった活動については除いております。それぞれのレンジ

ャーが１人でやられた活動の数でございます。ですから、共同でやられた場合には、物す

ごく多い場合がございます。 

 中島委員 「努力」という言葉をあえてつける意味がありますか。余計ややこしくなる。

目標だから、あっさりと「目標」でいいんじゃないですか。 

 光田委員 目標というのは努力するものですね。 

 事務局（芝田）そこにはこだわりませんが。 

 会長（片寄）いま、事務局から「数字を入れることに意味がある」というご発言があり

ました。あえて入れたいということですが、レンジャーの方々が「嫌だ」ということだっ

たらやめましょうよ。皆さん、特に異論はないですか。 

  （レンジャーより「いいです」の声あり） 

 会長（片寄）まあ、大した問題ではないんですけれどもね。いまはなかなか集まらない

んですよ、子供がみんな忙しいのでね。集めるのにみんな苦労しています。実際に、子供

さんはみんな忙しいものね。 

 光田委員 調べておかないと、学校の参観日と重なったりしてね。 

 会長（片寄）そんなこともあるし、とにかく子供にはみんな用事があるんですよ、いま

は。だから、みんな苦労しておられるのでね。だから、数字を入れたほうがいいのか悪い

のかよくわからないけど、特にレンジャーさんのほうで入れるのはまずいということでな

かったら、何か事務局のほうは数字を入れることにこだわりたいというお気持ちがあるよ
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うなので。 

 日笠委員 まあ、先ほどからおっしゃっているように目標ですから、それを目安にして

いただくということだから、レンジャーさんにプレッシャーがかかるかもわかりませんけ

れども、入れてもかまわないのではないかなと思いますけれどもね。 

 会長（片寄）いまの「努力」という言葉はいらないという話ですけれども、それでよろ

しいですか。 

 事務局（日朝）はい。わかりました。 

 会長（片寄）それと、市民向けということで。 

 事務局（日朝）住民向け。 

 光田委員 住民のほうがいいだろうな。 

 上田委員 それは何で住民向けですか。市民だったらだめなんですか。 

 事務局（日朝）市じゃなしに。 

 事務局（芝田）町もありますから。 

 事務局（日朝）全体として、流域に住んでいる方を。 

 上田委員 寝屋川市とか枚方市、そういう意味の市じゃなしに、広く一般の市民という

意味で。だから、市民、住民というような意味でとらえないと、広く寄せたときに、例え

ば管内で寄せる場合ともっと広く人を寄せる場合がありますし、あるいはある団体なんか

に呼びかけてやる場合もあります。この団体は住民じゃない場合がありますよね、流域住

民ではあったとしてもね。 

 日笠委員 市民、参加者のほうがいいでしょうね。 

 会長（片寄）でも、「住民」という言葉を使っていますよね。 

 事務局（日朝）一般の方ということなら市民という表現で足りるんですかね。市民とい

うと、市町村という。 

 上田委員 町民、市民の市民じゃなしに、町民も含めた市民。 

 舩橋委員 要領の中でうたうのであれば、住民という形でもいいのかなと、ちょっとほ

かの規定ぶりから見ていてそう思います。「住民向けの」とか「住民参加の促進」という

形で入っていますので。これは、恐らくさっき言われたような市町府というのを意識され

ているのかなと思いますが、この要領の中で入れるのであれば住民でいいのかなと思いま

す。 

 会長（片寄）そういうことで、住民向けでいきましょう。 
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 ほかにご意見ございませんか。はい、どうぞ。 

 山村委員 先に10名のほうにいったんですけど、私はこの原案はこれで何も異論はない

んですけれども、こういう形、こういう事態になったことは少し残念に思うんです。再任

をしないといけないという事態になったことについて、なぜなのか、何が足りなかったの

かという大きな原因があろうかと思いますし、もっと言えば、任期の２年というのがそれ

で適切だったのかどうかということも含めて、もう少し深く掘り下げて、こういうやむを

得ないというあたりをしておかないといけないと思います。やり方を変えて何とかもって

いくというのは、いささか軽過ぎるのではないかと思います。お互いの努力や頑張りもあ

ったと思いますし、これからも論議される養成講座とかそういった分を含めてもうちょっ

と深めておかないと、こうだからこうするという、何か場当たり的な感じがするんです。

やむを得ないこの事態については了解しておりますけれども、深めておいてほしいなと。

せっかくここまで考えたんだから、もう少しみんなで広い意見を出してほしなと思います。 

 会長（片寄）ありがとうございます。 

 ほかに、何かご意見はございませんか。 

 いま、七つの改正内容があるわけですけれども、ほかのことについてはどうでしょうか。

よろしいでしょうか。 

 なければ、基本的にはこの改正内容でいくということでよろしゅうございますか。 

 ご異議なければ、次にいきたいと思います。 

 

(2) 平成22年度 新規河川レンジャー展開計画の承認 

 事務局（日朝）それでは、審議事項の二つ目ですけれども、「平成22年度 新規河川レン

ジャー展開計画」をご説明させていただきたいと思います。資料は、カラーの「資料－４」

です。Ａ３の横のカラーです。これも文章だけを読んでいくとしんどいと思いますので、

後ろの図を見ながら聞いていただければと思います。 

 「新規淀川管内河川レンジャー展開計画（案）」ということで、先日の運営会議の中で

もご確認いただいて提案させていただくものでございます。 

 まず、福島・毛馬出張所管内河川レンジャー運営会議ですけれども、現在、福島出張所

管内で３名、毛馬出張所管内で４名のレンジャーさんがいらっしゃいます。今回の展開計

画では、まず福島管内で１名、毛馬管内で１名という人数をあげさせていただきたいと思

います。 
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 この人数ですけれども、段階的に増員させていくためには１名。急激に２名、３名とい

うのはしんどい部分もございますので、１名ずつふやしたいということです。毛馬のほう

は現在４名であり、出張所ごとに５名を目安としていることから、その上限として１名追

加をしたいということにしております。 

 活動区域ですけれども、次のページの資料も見ていただけたらわかりますように、福島

出張所管内では西淀川区、此花区、福島区を対象とし、それ以外の区域でも活動内容が非

常に魅力的であれば対象とするということにしております。 

 活動内容ですけれども、やはり河口域のために津波・高潮等防災上の観点より防災・救

援・救難の推進を図る活動や、海老江干潟での環境保全活動などが必要と考えられるため

に、これらの活動の充実を図りたいということで展開計画での内容とさせてもらっていま

す。 

 続いて毛馬出張所のほうですけれども、こちらについては活動区域を限定せず、毛馬出

張所管内全域ということで東淀川区、旭区、都島区を対象と考えています。 

 この活動内容の決定の根拠ですけれども、将来展開を含めた幅広い分野での活動の充実

を図りたいということで、特に活動内容を限定してはおりません。 

 続いて、枚方出張所管内河川レンジャー運営会議ですけれども、こちらは、現在、河川

レンジャーが５名いらっしゃいまして、現在は事務所全体で40名、各出張所５名を目標と

してやっており、現在、５名いますので増員への対応は難しいため、今回は募集はしない

というふうに考えております。 

 続いて、高槻・山崎出張所管内河川レンジャー運営会議ですけれども、高槻出張所では

現在、河川レンジャーが４名、山崎出張所の大阪府域側では１名となっております。こち

らも、それぞれ１名ずつの募集、展開計画としたいと考えています。 

 活動区域ですけれども、高槻のほうは区域は限定せずに、高槻出張所管内全域の桧尾川

合流点下流高槻市、摂津市を対象としたい。人材を重視したいため、活動区域は限定しな

いというふうになっています。 

 その活動内容ですけれども、先ほどの説明と一緒で、現在、担い手がいない活動分野や、

特に重要と考えている活動分野の展開・充実を図りたいということで、さまざまな活動を

ここには書かせていただいております。 

 山崎出張所の大阪府域側は、島本町を対象としたい。それ以外の区域であっても、活動

内容が非常に魅力的であれば対象としたいと考えています。 
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 活動内容ですけれども、島本町での活動に重点を置くため活動内容は限定せず、幅広い

分野での活動としたいというふうにしております。 

 続いて、伏見・桂川・山崎出張所の京都府域の管内での河川レンジャー運営会議です。

まず、伏見出張所のほうは、現在、河川レンジャーが３名おられまして、展開計画では１

名を希望します。 

 活動区域は、宇治川下流部の三川合流地点から巨椋大橋付近と、宇治川上流部の観月橋

から天ヶ瀬ダムを対象としております。それ以外の区域であっても、活動内容が非常に魅

力的であれば、対象とするというふうにしております。 

 活動内容ですが、現在担い手がいない活動分野での実施を図りたいというふうにしてい

ます。しかし、活動内容が非常に魅力的であれば、その内容も広げたいと考えております。 

 桂川出張所のほうですけれども、現在レンジャーが３名いらっしゃいます。そして、展

開計画の中では段階的に増員させるため１名ということで考えています。 

 活動区域ですけれども、桂川クリーン作戦の補強区間として、活動の展開を図りたいと

いうこともありまして、桂川の久世橋から羽束師橋を対象としています。それ以外の区域

であっても活動内容が非常に魅力的であれば、対象としたいというふうにしております。 

 活動内容ですけれども、行政と住民との間に介在し、住民が河川に関心を持つような活

動への取り組みや淀川水系河川整備計画における住民参加推進プログラムを実施していき

たいということで、展開計画の中では地域に密着した川に関心を持つような活動、河川の

環境保全を図る活動というふうにさせてもらっています。 

 あと、山崎出張所の京都府域側ですけれども、現在、河川レンジャーが１名いらっしゃ

いまして、こちらも段階的に増員させるために１名を希望します。 

 そして、活動区域ですけれども、現在、桂川左岸、伏見区を中心に活動されているため、

他区域での活動の展開を図りたいというふうにしておりまして、桂川右岸、羽束師橋下流

部の伏見区、大山崎町を対象としています。しかし、上記以外の区域であっても、活動内

容が非常に魅力的であれば、対象としたいと考えています。 

 活動内容ですけれども、桂川の改修が急務であるため、地域に密着した活動を対象とし

たいというふうにしております。 

 最後に、木津川出張所管内河川レンジャー運営会議からですけれども、木津川出張所の

ほうでは現在、河川レンジャーが３名いらっしゃいます。こちらも段階的に増員させるた

めということで１名を募集したいと思います。 
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 活動区域ですけれども、現在、活動が行なわれていない区域を中心に活動の展開を図り

たいということで、京田辺市及び上津屋橋・開橋・泉大橋周辺を除く木津川沿川区域を対

象にしております。上記以外の区域であっても、活動内容が非常に魅力的であれば、対象

としたいというふうにしております。 

 活動内容ですけれども、現在は河川の環境保全を図る活動が多く行なわれているため、

担い手がいない活動分野への展開を図りたいというふうにしております。ただし、書いて

あるもの以外の内容であっても、活動内容が非常に魅力的であれば、対象としたいという

ふうに考えております。 

 次のページは、その展開計画のエリアを書かせていただいている資料でございます。 

 以上のように、平成22年度の新規のレンジャーの展開計画（案）を提案させていただき

たいと思います。なお、先ほど、私のほうから各出張所の定員を５名と考えていると言い

ましたが、具体的にペーパーでしばっているわけではございませんので、いまの出張所の

体力も含めて、まずは５名を目安にというところで考えているということでございます。

以上です。 

 会長（片寄）それでは、「平成22年度 新規河川レンジャー展開計画」についてご審議を

お願いしたいと思います。何か質問等ございましたら。はい、どうぞ。 

 久保田委員 宇治川についてですけれども、宇治川は現在は伏見出張所の周辺が活動の

中心なので、その下流部の巨椋池のあたりと天ヶ瀬ダムに至るあたりまでの２カ所を１名

の方にという追加と、そういう感じなんですね。 

 事務局（日朝）そうです。対象区域が二つに分かれていますけれども、このどちらかの

区域で１名の募集ということで考えています。 

 久保田委員 わかりました。 

 会長（片寄）どうですか。現在のレンジャーさんの方々のご意見はありませんか。これ

は行政のほうの都合ということで、活動する側の都合ではないんですよね。ここのところ

に基本的に矛盾があるんですね。やっておられる方は、行政の区域なんか別に関係なしに

住民の方と活動しておられるわけで、そこのところのマッチングが若干難しいところがあ

ると思いますが、候補者が出てきたときはおおらかに見ていこうというような気持ちを持

っておいていただいたほうがいいんじゃないかなという気はいたします。川というのは、

そうずたずた切れているわけではなく全部つながっていますから、こんな都合で小さく分

けてしまうと非常に活動しにくいと思いますが、どうですか。いままでのところ、皆さん
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は何とかうまくやりくりしてこられていますか。何かご意見があれば、言っていただける

とありがたいですけれども。どうぞ。 

 仁枝委員 私のエリアは特に非常に入り込んでおりまして、私は羽束師橋から宮前橋で

すけれども、宮前橋下流については伏見出張所が管轄になっています。それから、対岸の

上流側は自治会で言えば淀という自治会が担当しております。下流のほうは、一応同じ区

域になっております。そんなことで、何か活動するとしたら、必ず伏見出張所の了解を得

ながらやらなければならない。ところが、実態は人と人のつながりというのが、淀という

一つの大きな地域になっておりまして、ここでは淀美豆にしても、納所にしても、横大路

にしても結構つながりがありますので、いまのところは私はこういう区域は関係なしに、

一応レンジャーとして住民を川につなぐと。そういうようなことで山崎を中心に山崎出張

所から伏見出張所のほうへ協議をお願いします、それから桂川出張所のほうへ協議をお願

いしますというような形でやっているのが現状でございます。 

 会長（片寄）ありがとうございます。 

 だから、その辺は代表者会議の皆さんの一応の合意事項というか、緩やかに川の流れに

従って見ていこうということにして、行政のほうの都合でこういう表現をされている面が

あるんですけれども、一応合意しておいていただいたらいいんじゃないでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

 上田委員 いままでの展開計画をよく見ていなかったんですけれども、活動内容、活動

区域、人数とありますけれども、いままでは活動内容についても大くくりで六つか七つほ

どあるものでよかったのではないのですか。今回、詳しく、これがないからここはこんな

ものがいるというのを初めて出されたんじゃないんですか。そんなことはないですか。前

から？ 

  （事務局 うなずく） 

 上田委員 この区分だけがいるというのであれば、それは行政で選んで行政で決めたら

いいじゃないかということになってくると思います。こういうことを基本にしながら、下

に書いてある「非常に魅力的であれば、対象とする」ということを重視しながら進めてい

ったほうが、活気のあるものになるのではないかなという気はします。 

 特に、防災の件については問題がありまして、辻川さんがやっておられますけれども、

往々にして職員さんのＯＢに依拠せざるを得ないようなところも出てくると思うんです。

その辺との関係もあって、職員のＯＢの人たちがいくらでも出てくるというのが、行政の
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働きかけではなしに個人の人が、「これを一生の仕事にしてやろう」という形で出てきた

らいいかなという感じがします。そのときに、あまり行政のほうから、こうしてほしい、

ああしてほしいということを明確に、方向性としては出してもいいですけれども、いま片

寄会長が言われているように、ちょっとおおらかなものにしたほうがいいかなという感じ

はします。 

 中島委員 上田さんの意見と重なるところもあるかと思いますけれども、同地区でメン

バーがふえるということは、ある意味で競合の関係にもなるということですね。協力の関

係も生まれますし、競合の関係も生まれると。だから、一定の活動調整が必要になってく

ると思います。 

 その前に、これに関連しながら今後の要望ですけれども、先ほどの特例再任の問題は終

わったんですけれども、特例再任というのは本来、例外的なものだという基本の踏まえ方

がいると思います。基本的には５年で身を引くべきであると。まず、そういうふうに思う

んです。 

 ところが、その方の活動とか地域性によっては継承性が問題になる場合が出てきます。

つまり、新たなレンジャーがふえていけば、どんどんねらいが実現できるとは限らない場

合もあるんですね。つまり、基本的には５年というのは普通なんですよと。例外的にいろ

んな事情があって特例再任というのが生まれたんですよということが一つです。それから、

活動の種類によっては継承性という問題が出てきますので、12人がちゃんと次の継承者を

つくっていれば、ほとんどが５年でやめれるわけですね。あるいはやめるべきなんです。 

 だから、継承性をどうつくるかということについては、運営委員会のほうも、出張所等

も含めて河川事務所のほうも、継承性をどうつくりますかという指導なり、支援なり、論

議ということもやっていただくということを今後、要望したいということです。なかなか

難しいんですよ。自分では探そうと思っているんですけれども難しくて、そういう問題が

一つあると思います。 

 それから、こういう項目をどんどんあげられるのは、ある意味では自由といえば自由な

んですけれども、もう少しその地区の運営委員会との協議とか、それがなされたのかどう

か全然わからないですけれども、あるいは現にその地域にいるレンジャーの一定の、もち

ろん国交省側のそういう課題として意識を持っておられるのは当然なんですけれども、一

定の状況聴取とか、あるいは協議的なものも今後、行なわれてもいいのではないかなと思

いました。特にこの案についての具体的な意見ではありませんけれども、要望として。ど
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うも失礼しました。 

 会長（片寄）みんな、それぞれ得意分野があるし、その個性を大いに発揮していただか

ないと、のびのびとしたいい活動にはならないという側面は非常に大事なものだと思いま

す。こうやってずらりと並べると、この辺が抜けているとかいろいろあるでしょうけれど

も、基本的には川というのは非常に総合的なものですから、あんまり細かく分類して、「こ

こが抜けている」とか言っても、しようがないですね。言っても、できない人はできない

しね。 

 だから、やっぱりそういう個性が非常に大事で、レンジャーという新しい組織制度です

から、永遠にかもしれませんけれども、試行錯誤でいかざるを得ないということで、この

代表者会議の合意事項としては、あんまりかたいことは言わないということにしていただ

きたいなと思います。 

 永山委員 私、伏見・桂川・木津川出張所管内の運営会議の代表で、このゾーニングに

ついては、地元で２月25日に、ここに来ています仁枝レンジャーを初め、地元の方々とい

ろいろ議論をしながら「こんな感じでいきましょうか」と合意して、ここの場合はきちっ

と運営会議でいろんな角度で議論をしてここの場にあがってきているというふうに認識し

ております。 

 事務局（日朝）基本的にこの展開計画は、いま永山さんに言っていただいたように、運

営会議のほうでどの部分の地域に密着というか、人とのつながりで足りないかという意見

を聞いたりとか、どういう活動がいま足りないかということで決めてあがってきたもので

すから、この内容は勝手に提案したものではなく合意事項だとは考えております。ただし、

実際に新規レンジャーを選ぶ際に、それだけに縛られているということは、実態として現

在もないと思っています。あくまで、「いま、こういう人材がほしい」という提案で、そ

のかわりに最後に「上記以外の区域であっても」とか、「上記以外の活動内容以外であっ

ても、非常に魅力的であれば、対象とする」というようなことを書かせてもらっているの

で、そういうところで理解していただければなと思っています。 

 会長（片寄）それから、５年任期というのも試行錯誤の段階ですから。みんな死ぬまで

やってほしいなと僕は思っているんですけれども。（笑）いずれにしろ、一度、この沼に

足を突っ込んだからにはなかなか抜けられないぞという覚悟でやっていただきたいなと思

います。それが、レンジャーという名前になるかならないかは別として、一生つき合って

いただけるといいなと思います。それだけの人材を集めたというか、本当に日本でこれだ
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け集めたところはほかにないのでね。いままですごい活動を展開しておられますので、も

っともっとうまく発展させていってほしいと思います。 

 それから、やめる前にはやっぱり「俺の後継者はこれだ」というのを連れてこないとや

められないぞという縛りがあってもいいんですけれどもね。（笑）しかし、それは一番難

しいことで、それを義務にはできないと思いますけれども、できるだけ次なる人を育てて

ほしいなと思います。非常に難しい問題ですからね、この問題は。 

 ということで、ほかにご意見がなければ、これもよろしいでしょうか。審議の２番目の

展開計画はご承認ということでよろしゅうございますか。 

 それでは、ここで休憩しますか。 

 事務局（青木）あの時計で50分から始めさせていただきます。 

 会長（片寄）あの時計で50分からということで休憩いたします。 

（ 休  憩 ） 

（ 再  開 ） 

 

４．その他 

(1) 河川レンジャーの活動費 

 会長（片寄）それでは、再開させていただきます。 

 ４番目の「その他」についてご説明いただきましょうか。 

 事務局（日朝）それでは、事務局から「資料－５」のご説明をさせていただきたいと思

います。これにつきましては、審議事項ではございませんが、委員さんのご意見等をいた

だきたいということで、「その他」のところであげさせていただいております。 

 「河川レンジャーの活動費について」でございます。河川レンジャーの活動費は、活動

を実施（準備を含む）された月に対して、月額約５万円を支払っております。交通費は活

動の下見などを含めて河川レンジャー本人と申請を受けた協力スタッフの人数分を現在、

支払っております。 

 平成20年度の実績では、河川レンジャー19名の方にお支払いした活動費と交通費の総額

が1200万円で、その内訳は93％が活動費で、７％が交通費となっております。詳細な額は、

この表のとおりでございます。 

 現在の活動費と交通費（実費）の支払いは、今後も想定される厳しい財政状況のもと、

河川レンジャーを増員するということに影響を与えることから、レンジャーを継続させて
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いくためにも見直しが必要となっています。 

 このために、交通費を含めた活動費の見直しは、平成23年度の運営要領の改正による実

施を目標として、代表者会議での検討、ご意見等をお願いしたいと思います。 

 いま、昨今の情勢の中で河川事業費もかなり厳しく切り込まれてきております。現在は、

仕分け作業の中にこれがどうこうということはございませんが、レンジャー制度を継続し

ていく中で、レンジャーの数もふやしていかないといけないというところも、こちらの課

題にはなっております。 

 そういう中で、いまは月額５万円プラス交通費（実費）というところで支払っておりま

すけれども、これも今後、事業費としては削られる可能性も考えられます。そういう意味

で、いまの実態を含めて活動費と交通費の部分を含めて維持できるかというと厳しい部分

がありますので、そこの部分でのご意見をいただければと思っていますが、なかなかこれ

だけではわかりにくいと思います。 

 事例を言いますと、淀川管内には四つの事務所がありますけれども、いま淀川河川レン

ジャーと琵琶湖の河川レンジャー、木津川の河川レンジャーにはおおむね５万円の活動費

をお支払いしております。猪名川については完全なボランティアということで、全く支払

われていないということです。 

 あと、交通費については、淀川では実費をお支払いしていますが、他の二つの木津川と

琵琶湖では交通費もお支払いしていないという、要は活動費の５万円の中ですべての活動

を支援するというふうに考えられています。 

 そういうこともありまして、今後、活動費を考えていく中での議論として、これ以上は

伸ばせないという中で、他の事務所の例もにらみながら、今後、どういう縮減を考えてい

くべきかというご意見、ご意見にならないかもわかりませんが、いまの実態についての意

見等をいただければと思っております。 

 本多委員 枚方の本多です。いままでにレンジャーの活動費ということでこんなふうに

示されたことはなかったと思います。それで初めて、「ああ、これだけお金が使われてい

るのか」というようなことがここでわかるわけですけれども、月額５万円を支払っていま

すということのもとになっている根拠はどのようにして決められたものなのでしょうか。 

 事務局（日朝）決定された当時の話を聞きますと、おおむねこういうボランティア的な

活動をしていただく支援としては５万円ぐらいが妥当じゃないかというところからきてい

ると聞いております。具体的に、人件費でどうという始まりではないですけれども、いま
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行政のほうでの整理としましては、人件費の１日分が２万6000円、これは積算の単価です

けれども、それの２日分で時間でいうと16時間分という言い方になりますけれども、おお

むねそれぐらいをこの活動の支援の報酬というか、報酬という言葉は変えましたので、活

動支援の額として積算しているのが実態でございます。 

 本多委員 レンジャーさんがいろいろ活動するについては、それぞれ費用がかかるわけ

で、その中で活動されているわけですね。活動していく中で、活動費としてどれぐらい必

要なのかということがある程度わからないと、これが妥当なのかどうなのかというのはち

ょっと判断がつきにくいのですね。そこで質問しているわけです。レンジャーさんからも、

その辺の話を出していただいたらいいかなと思いますけれども、私はそう思いました。 

 永山委員 私がレンジャー第１号のときに、ほぼこれぐらいの金額でどうだというのが

あって、検討委員会で議論されました。そのときのことを思い出しますと、レンジャーさ

んの活動内容によって時間を使う方、また使われない方、いろいろ議論が出てきたと思い

ますけれども、そのときに私自身がほかに仕事を持ちながら合間を塗って河川レンジャー

活動を始めたというところで、先ほどもちょっと質問したんですけれども、個々のレンジ

ャーにとっては本当の報告書を見ないとわからないところがすごく多いんですよね。です

から、そういう意味では、そういう基本的な数値の資料を若干いただければという思いも

あります。 

 例えば、いま19名いらして、来年度８名増員で27名、総予算が19名で約1200万円。これ

はもうふえないということではないのですね。ただ、これからどんどんふえていく中で単

価、また活動経費の考え方を今後、検討していってほしいという理解でよろしいのですか。 

 事務局（日朝）はい、そうです。要は、「幾らなので、この中でおさめてほしい」とい

う言い方ではございません。今後、河川事業費というものが縮減、いま世論でも言われて

いますように、事業費の予算は縮減の方向です。人数をふやしていく中で、いまのルール

としては月額約５万円というルールがありますので、それに応じた額は必要だと思ってお

りますけれども、ただ、ふえる量として今後もまだ増額が想定されますので、今後、縮減

を求められるときにどのような考え方をしていけばいいかということについてご意見をい

ただければということで提案しています。 

 永山委員 私は管内の運営会議の代表を務めていますから、個々のレンジャーさんの報

告書を見ているのは、実はその目線で裏付けを見ているんです。ですから、私が代表をし

ているレンジャーさんの活動報告をペーパーだけで見ずに、実は単価も規約には載ってい
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ますから皆さん御存じのはずなんですけれども、その辺でもう少し活動内容をセンターレ

ンジャーさんがチェックをして、それが認められているのか、認められていないのか、ま

たその他の経費というものがどういうふうに支出されているのか、そういうものも若干、

資料として今後いただければなというふうには思います。 

 事務局（日朝）いま、活動費のことばかりを先行させて言ってしまいましたけれども、

レンジャーの活動支援の中には、使う資材や備品は、事務所として支援の材料を用意して

お渡しするなどしていますので、あくまでいまお支払いしている額としての５万円のこと

を言っているだけでございまして、全体としての支援はいろいろやっております。 

 永山委員 ここでは、いわゆる活動費をもう一度考え直すということを進めてください

という意味ですか。 

 事務局（日朝）はい。レンジャー活動はこれまでずっと進めてきた中でいろんな資材、

備品は買ってきているのでそういう蓄積は結構あるんですけれども、新たな活動で必要に

なったものを買い足していっている状況ですから、ここではあくまで活動費の部分だけの

ご意見いただければと思っております。交通費も含めた活動費です。 

 光田委員 私も、５万円というのは前に聞いたのですが、それは報酬という形の５万円

だと思っていました。こんなことを言うとレンジャーの皆さんに嫌われることを承知であ

えて申し上げます。実は、私、某カルチャーセンターで月１回の現地講座というのを持た

せてもらっているのですが、当然、現地講座ですから下見に丸一日とか２日はかけます。

そして、当日は当然、８時間以上かけてつき合います。その２日ないし３日トータルで、

月１回でいただいているお金が２万5000円です。最初は２万円と言われたのですが、「現

地の下見があるから２万5000円に上げろ」と交渉した結果が２万5000円です。 

 これを比較するわけではないですけれども、結構、国交省はリッチだなという感覚を個

人的にいま持ちました。もちろん、レンジャーさんは「あいつ、何を言っているのか。ど

んなにしんどいと思っているのか」というふうにお思いでしょう。ただ、私も現地講座で、

１回に50数名を相手にします。下見もやるし、文献調べもやるし、話をどう組み立てよう

かとか、そういうこともやります。ですから、月５万円というのは妥当というよりは、む

しろなかなか国交省はリッチだという感覚を、個人的には持っています。もちろん、これ

は私自身が思っているだけであって、ここで議論していただく必要はありますけれども、

そういう感覚だということだけを申し上げます。すみませんね。ごめんなさいね。嫌われ

るかもしれないけれども、よろしく。 
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 久保田委員 私は全く反対のことを思っておりまして、最初から企画をしていろんな人

に声をかけて、それこそ、私らも実際に活動していると、地元の自治会長さんなんかに声

をかけて、あいさつに行って、電話もして、ファックスで目論見書を出すとかですね。 

 光田委員 私もやります。当然、地元にはやります。 

 久保田委員 そんなたくさんのことをやっているので、1200万円という金額だけを見る

と、こんなものであれだけのことができるのかなというような印象を持っております。 

 光田委員 私のほうが安過ぎるのかな。私は交通費も出ない。（笑） 

 久保田委員 そうとちがいますかね。こういう活動が地域の子供たちや地域の人のつな

がりをつけるということに役立っているという実感がすごくあるものですから、こういう

ものにお金が出るようにみんなで知恵を絞りたいという感じですね。だから、役所の方に

要望するというよりは、私らができることはないかなということで、例えばそういう助成

金をふやしてもらうような活動をするとか、国土交通省だけでなくて市役所なり行政のほ

うにも、何かお金をとる仕組みをみんなで考えたいなと。 

 光田委員 それが一番いいですね。 

 久保田委員 そういう方向を目指して検討したいなと思っています。 

 光田委員 実際に貢献しているというのは、今後は大いにあり得ることだから、そうい

う筋のほうで、つまり両方から取ると。昔の某商社じゃないけれど、そういう形で。 

 永山委員 可能な範囲で現状を教えてください。全レンジャーさんは均等に５万円の活

動費掛ける12カ月をとっているわけですか。そうではなくて、たしか活動がない月は出し

ていないと思うんですけれども。 

 事務局（日朝）そのとおりです。活動報告をあげてもらいまして、その月に活動があっ

たと認めるときには払いますけれども、その月は何もしていないというときには、その月

の５万円というのはお支払いしていないということになります。 

 永山委員 例えば活動があったとして、それが月に１日、２日でも認めて出していると

いうことですか。 

 事務局（日朝）基本的にはやられる活動とそれの下見が前の月にあったりとか、その活

動にかかわる内容がありましたら、その月は活動したという報告をいただいてお支払いし

ているというのが実態です。 

 永山委員 報告書をあげていただいて、それを事務局がチェックをされて、手続をする

という状況ですね。 
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 事務局（日朝）はい。 

 本多委員 いまのお話を聞きながら考えていたんですけれども、一つの活動をするにつ

いて準備というのがいりますね。下見からいろいろと準備しますよね。その準備を含めて

一つの活動というふうに考えるわけですね。それが月をまたがっていたときにはどのよう

に考えるのかということが一つあるわけです。そのようなことを考えていったときに、一

連の活動は１回の活動であるというふうに考えて、市民と一緒になった活動についてはど

うなのかという考え方もできるかなと思うんです。 

 下見等もすべて一つの活動であるということは前から言われていました。だけど、それ

は大きなイベントをするというか、市民との活動をするための準備であるというふうに考

えていったら、それも含めて一つの活動だと。それで、活動について活動費がいるんだと

いう考え方もできるんじゃないかなと思いました。月額どうこうという考え方じゃなくて

ね。そんなふうにも思います。 

 事務局（日朝）いま、お話があった中でのまたがった場合、つまり下見に行って、調査

をして、計画をして、最後にイベント的な住民向けの活動になると思いますけれども、そ

の準備からも活動と位置づけて、そういう準備をしていたという報告を受けたら、その月

のお金は支払っているということです。 

 会長（片寄）何か意見が出にくい雰囲気ですな。（笑） 

 久保田委員 ご本人たちは意見を出しにくいですよね。 

 光田委員 これは難しい。 

 上田委員 これは流域委員会の提言を受けてできたわけですね。その中で「有料でやれ」

という委員さんの発言があってそうなったと。その辺の経緯については、我々はあまり知

らないで、でき上がった話だけしか聞いていないのですけれどもね。そういうときに、「国

交省ができないことを市民にしてもらうのだから、いいように使うなよ。ただで使うなよ」

というような意味でできたということだけ聞いています。最低限それだけの話をね。その

辺のことがもう少し詳しくわかったら議論もできるのかなと思うんです。 

 小俣委員 二つの観点があって、レンジャーさんの目から見たものと行政から見たもの

とですね。いま、上田さんがおっしゃったことはレンジャーさんの目から見た世界だと思

うんですけれども、もともとこのレンジャーを始める段階で、「活動があれば月に５万円

をお支払いします」というのは、ある意味で契約事項みたいな話で、そういうものだから

なっていただいているということが前提としてあるので、レンジャーさんの立場から見て
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そこが一つ、入り口としてあるのだと思います。 

 先ほど来、予算の話をかなりしていますけれども、それでいくと問題意識としては、む

しろレンジャー間の公平性であったり、額の妥当性というよりはそういうことが問題にな

るのかなということを思います。特に、活動費については曲がりなりにも「月に活動があ

ればお支払いします」というルールがあって、交通費にしても「申請があればお支払いし

ます」というルールがあるんですけれども、その運用面がどうかということをいまの目で

見ていただいて、それがおしなべてみてレンジャー間として公平であるか、みんなが大体

納得できるような運用であるかといったことが、これだけやってきた中で１回チェックし

てみるということかなと思います。 

 それで、５万円が妥当かどうかということは、多分、議論が尽きない世界に入ってしま

って、私はここはそういうものとしてなっていただいているというところがまず入り口と

してあるのかなと個人的には思っている部分があります。 

 逆に、今度は役所の目で見ると、やはりいまの世情の中で、国が支出する金については

やたらとうるさい。こういう言い方を所長がしてはいけないですね。（笑）非常に厳しい

ということで、いま幾つかご議論がありましたけれども、実際にどのぐらい活動している

のかとか、いろんな意味でチェックを受けることは、確かにないことはないのですけれど

も、もともとこの河川レンジャーというのはＮＰＯのネットワークと役所とのつき合いと

は違っていて、役所がお願いしてなっていただいているというところがスタートラインと

してあります。ただ、そこが法律にもない、何か行政上の要綱にあるわけでもない、淀川

河川事務所独自の試みとしてやっているというところがあるので、事務所としては初期は

「試行です」とか「社会実験です」ということでいけるけど、だんだんそこが耐えられな

くなってくるというところが確かにあるので、少しずつ頭の整理をしていかなければなら

ないというところがあるというのが、これは行政側の悩みということでお聞きいただけれ

ばと思います。 

 ですから、今回、報酬というものを活動費という形に変えさせていただいているのも、

もともとの発祥から見れば報酬であるべきところかもしれないですね、レンジャーの立場

から見れば。ただ、役所からすると、位置づけもない人に法律上のものがないのになぜ報

酬を払っているのかみたいな変な話が出てくると厄介なので、やはり活動費という形のほ

うがだれの目から見てもわかりやすいというようなこともあって、そういう整理もさせて

いただいているところです。 
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 ですから、二面性があるというところは、まずご理解をいただければと思いますが、今

回の趣旨は、どちらかというと前者のレンジャー間の中の扱いがいまの目で見てどうかと

いうところが一つのポイントだというふうに、私は考えています。 

 あとは、当然、これからいろんな意味で予算は削られるし、お金の出し方の透明性みた

いなことをがんがん言われてくるので、そこのところで総量の抑制というのは当然、行政

側としては思いがあるので、そこら辺は現時点では頭の片隅に置いておいていただければ

と思います。ですから、そこのところも、出している金が「こういう理由で、こうなんで

す」と言い切れれば、とりあえずはいけるので、そこをレンジャーの代表者会議なり、あ

るいはレンジャーの会議でいろいろご議論いただいて、いまはこうなんだという頭の整理

をしておけば、とりあえずはもつかなというぐらいのことは思っています。 

 ただ、私どもはいまは河川環境管理財団に委託をして、それで対応しているところです

けれども、ここの仕組みについても、今後どうなっていくかも非常に不透明な時代でござ

いますが、先ほどの議論にありましたように、とにかくこの仕組み、あるいはレンジャー

の活動そのものは我々もずっと大事にしていかないといけないと思っているので、そうい

うところでつまずかないように、いまからいろいろ考えをめぐらせておかないといけない

なというところだというふうに考えているところでございます。 

 永山委員 来年度じゅうに考えていくというイメージですか。 

 小俣委員 整理はもうワンステップ、ワンステップ早い段階で、いまはこういう頭で、

いまはこうだという形でやっていっていただければと思います。特に来年のうちに何かし

ないといけないということではないのですけれども、「いまの目で見ると、ここはこう直

したほうがいいよ」とか「こう考えたほうがいいよね」ということは、段階、段階でまと

めていっていただくと、あるいは私もまとめていきたいなと思っているということです。 

 会長（片寄）どうしましょうかね。どうぞ。 

 上田委員 レンジャーの実行委員会をやっている関係上、我々の報酬というか市町村で

いう謝金は、労働の対価ではないけれども、動いたときにお支払いするお金だと。活動の

必要経費ということではなしにということで僕らは思っています。それで、そういうこと

でなったということです。 

 ただ、ここにいる人たちは、「もう、そんな金、いらんからな」というような気分では

やっていると。かといって、そのことをせっかく流域委員会でできて、皆さんに議論して

もらったものを、「金もらっていて、いろいろ言われるの、嫌やわ」という自分たちの都
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合だけでポツンと切ってしまうということになったときに、有料ボランティアということ

も含めていろいろあるわけですから、そういうことについて我々自身が出てきた芽を自分

たちでつぶしてしまうことになるというのは、いろいろ問題があるかなと思います。 

 そういう意味では、「活動にしか使うてないで」とか、「みんなで分けてもらってるね

ん」とか、いろんな話があります。でも、「個人的にこれをもらっていろいろ言われるの

だったら、嫌やな」ということを皆さん方が言っているということだけ、ちょっとご紹介

しておきます。 

 光田委員 皆さん、やっぱり懐が深いわ。 

 会長（片寄）ほかに、どうですか。微妙な数字ですね、５万円というのは。どうぞ。 

 山村委員 お金が出るということは、頑張る人、活動する人にはそれなりの効果がある

し、それが頑張りにこたえて右肩上がりにふえてくるということは、ますます頑張ろうと

いう気持ちになると。それが下がってくると、「ちょっと意欲が落ちるぞ。文句言うなよ。

期待もするなよ」ということになりますね。 

 この人数を見てもらっても、報告にもありましたけれども、かなりたくさんの人たちが

レンジャーの活動に参加してきてくれる。これだけの人数を引っ張ってこようと思ったら、

行政でやったらどれだけの金がかかるのか。これぐらいのことができるのかどうか。 

 それから、このことによって川というもののイメージを変え、そしてまた地域の人々が

国交省というものに対して、悪いことばっかりしてきたところが世間の話に出てるのに

（笑）こんないいこともやっているんですよというようにイメージを変えていく、大変な、

見えない、数字にあらわれない、お金にあらわれない、すごい効果を生んでいるのではな

いかと私は思います。ここのところの評価を間違ったらいけないと思います。 

 「お前、国交省の手先になって何やってんねん。そんなことするな」ということもいっ

ぱい聞きます。しかし、私のやっていることを理解して応援してくれるんだから、僕はや

るんだと。お金をもらおうともらわなかろうと、私はそれをやっていこうと思っています。

しかし、そのことについて評価をして、それを下げるというのはなんということだと。「お

かしい。世の中、逆さまに回ってるやないか。何でこんな提案するねん。こんなもん、間

違うてる。前原に言いに行こ」、私はそう思います。そうすると、「行ってくれ、行って

くれ」とね。京都だから、一度、行ってきたろうと思っているんだけどね。 

 ここは、こんな論議をさせるのではなくて、もっと激励をして、「こんないいことをや

ってくれて、ありがとう」と、それぐらいのことを言ってもらってもいいんじゃないかな。
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中には意に沿わない、１人か２人の事業があるようには聞きますけれども、それは全体の

中の部分であって、それをガサッと首を切るとか、少なくするとか、こんな議題にするこ

とではないと思います。あくまでもそれは部分の問題だから、その部分の中で何とか解決

するように力を合わせようと、レンジャーの中では私は言っているんです。「そういうこ

とがあったら、みんなで応援にいこうじゃないか。みんなの力を合わせて支えよう」と。

そういうことも論議をしているんです。それがいい仲間づくりで、お金以上の大きな効果

を生んでいるのではないかなと思います。 

 ですから、委員長さん、「こんなもの、持って帰ってよく考えて、頭洗って、顔洗って、

出直してこい」というぐらいの結論を出してほしいなと思っていますけど。 

 光田委員 結論が出たようですね。 

 永山委員 ちょっと聞きにくいことですけれども、事務局側の目線では、頑張っている

レンジャーさんとそうでないレンジャーさんがいるというような感じもあるのですか。非

常に言いにくいとは思いますけれども。 

 事務局（日朝）そういうものではないです。５万円の対価をどうこうとか、そういうこ

とを言っているわけではございません。あくまで支出としての、交通費と前に報酬と言わ

れていたものをあわせた活動費というものに対して縮減をするとすれば、ほかの事務所の

事例も含めて検討していかないと、整合がだんだんついていかなくなるということも含め

てご意見をいただきたいというところなんです。 

 永山委員 ですから、例えば検討していくにしましても、活動の中身がわからないと言

えないですよね。例えば伏見にいる中川レンジャーは31歳で、本音の報告を聞いているの

は、「もう、やめたい」とおっしゃっているわけですよ。はっきりと。やっぱりそれだけ

すごい報酬、活動費という部分じゃなくて、ほかに時間がとられる。私は、管内のレンジ

ャーさんの大体のストレスを吸い取ろうとして、いつも気にして聞いているんですが、や

はりその辺がもう少し見えないと、何とも言えないですよね。いま、実はそれがすごく詰

まっているんです。 

 変な話が、さっきの住民参加10名というのは、この辺から出てきているのかなというふ

うに思ったりもします。だから、いま、いろんなものが頭の中に出てきているんですね、

実は。 

 中島委員 これは、議事運営上のあれから見たら、審議事項に入っていませんね。 

 事務局（日朝）審議事項には入っていません。 
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 中島委員 だから、日朝さんが「検討してください」という言い方をすれば、永山さん

のようなご意見も当然出てきますし、個々のレンジャーの実態などがわからない中でどう

いうふうに話を持っていったらいいんだということになるので、これは、私たちも含めて

委員の皆さんに現状を率直に提示されたということで、今後いろんな見直しが出てくるか

もわからないというぐらいのことでとどめておいていただきたいと思います。 

 実際には、個々のレンジャーへは年度末に入金がありますので、「ああ、もらった」と

いう気持ちにはなるんですけれども、すべての必要物品を全部、河川事務所とかセンター

とか出張所からもらっているわけではないんです。皆さん、言っていませんけれども、や

はり自分たちでいろいろ買って準備したりすることもありますし、レンジャーの仕事は１

人では絶対できないです。ということは、協力スタッフをお願いするわけですね。ところ

が、協力スタッフには交通費はありますけれども活動費はありませんから、レンジャーの

方の中には謝金といいますか、それを出してお願いしていることもあるわけです。ですか

ら、少なくとももうかったという感覚を持っている方はおられないと思います。 

 そういう意味では、所長にもおっしゃっていただきましたけれども、現状を理解してい

ただいて、できるだけこれが続くように、状況によってはわかりませんけれども、きょう

は現状の承認といいますか、了解ということでとどめておいていただいて、次の項に移っ

ていただいたほうがいいように思いますけれども。 

 会長（片寄）ありがとうございます。 

 雑談みたいな話ばかりになりましたけれども、やはりレンジャー活動のＰＲが弱いので

すね。全国区でもっとテレビとかにがんがん出るぐらいのことをしないと、削られていく

ばかりになるのでね。その辺をこれからの活動でぜひやってください。だから、この新聞

記事はよかったなと思うんですよ。こういう感じで、もっと出ないといけないし、それは

後の課題としてぜひもうちょっと世の中に知ってもらうと。行政がこれだけ力を入れて住

民の方と一緒に川をつくっていくという新しい時代の象徴的な活動ですので、これをつぶ

すわけにはいかないと思うんです。もったいないです。 

 日本で初めてこういうものが動いてきたということですから、大事にしたいな、お金も

どんどんつけたいなという気がします。「こんな話、持ってくるなよ」というご意見もあ

りましたけれども、事務局のほうも一生懸命やっておられるのですけれども、レンジャー

さんのほうも、社会にもう少しアピールされるようにぜひお願いしたいなと思います。 

 お金の話はなかなかやりにくいので、この話はもうこれで打ち切りたいと思います。 
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 次にいってよろしいでしょうか。 

 

(2) 平成22年度 淀川発見講座・レンジャー養成講座 

 会長（片寄）次は、「4.その他」の２番目で、「(2)平成22年度 淀川発見講座・レンジ

ャー養成講座」でございます。 

 事務局（日朝）それでは、次の「平成22年度 淀川発見講座・レンジャー養成講座」の概

要についてご説明させていただきます。お配りしています「資料－６」と、このチラシを

見ていただければと思います。 

 レンジャーの発見講座・養成講座については、ことしも６月５日、６日に淀川発見講座

を行なう予定にしております。昨年、いろいろ意見をいただいた中で、やはりこの発見講

座が一番初めの入り口になりますので、募集をふやすには広く人を集めるほうがいいだろ

うというご意見もありましたので、今年度は大阪会場で６月５日（土曜日）、京都会場を

新たに設けまして６月６日（日曜日）に行います。それぞれの募集人員は、大阪で60名、

京都で30名ということで、合計90名の方にまずは入り口の講座を受けていただこうと思っ

ております。 

 具体的な講座の目的等は１ページに書いておりますように、「淀川に関心を持ち、愛護

する人材の育成」「河川レンジャーとしての基礎的知識・技術の習得」「淀川に関する知

識の習得」「河川レンジャーの募集」ということで講座の内容を設けております。 

 構成としましては、広く一般の方を対象にした「淀川発見講座」と、その発見講座を修

了した方を対象とした新規レンジャーを募集する「レンジャー養成講座」で成り立ってお

ります。 

 また、講座は引き続いて「ＮＰＯ法人川に学ぶ体験活動協議会」が定める「川の指導者

養成講座」の認定を受けて、すべての科目を受講されて、レンジャー活動演習に参加され

た希望者が、日本で唯一の体験活動資格である「川の初級指導者」の認定を受けられるシ

ステムを採用しているということでございます。 

 詳しい流れを書いているのが２ページになっております。募集といたしましては、流域

在住の平成22年４月１日時点で18歳以上の方をまず募集しまして、発見講座を行います。

それと、昨年度のレンジャー養成講座の受講者の方が13名おられるのですけれども、昨年、

すべて受講できなかった方も必要な科目を受けたらいけるよというふうに通知させてもら

っています。これも、昨年、門戸をもう少し広げるということで取り入れた制度ですけれ
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ども、ここで希望されて来られる方を含めてレンジャーの養成講座を３日間、受けていた

だいて、最終、レンジャーになりたい希望者をプレゼンテーションで審査するということ

になっております。 

 ３ページには日程を書かせていただいております。このチラシにも書いておりますよう

に、発見講座の募集期間は４月１日から５月24日までを募集期間としております。発見講

座は、大阪が６月５日、京都が６月６日、そしてそれを終えられた方を再度、レンジャー

養成講座の受講生募集ということで、６月７日から11日の１週間の中で行いたいと思って

おります。応募していただいた中から希望者に３日間の養成講座を受けていただくという

ことになっています。 

 会場については、以下のように、大阪会場は中央流域センター、京都会場は伏見出張所

にあります上流域流域センターになっております。 

 レンジャー養成講座は、昨年と同様で、１日目と３日目は中央流域センターで行います。

２日目については、昨年と同様、実習を木津川の開橋、講義の部分は木津川出張所管内の

流域センターで行なう予定にしております。 

 受講対象者は、先ほどお話しさせてもらったとおりですので割愛させてもらいます。 

 続いて、定員ですけれども、レンジャーの養成講座については先ほど言っておりません

でしたが、30名と考えています。これは、レンジャー希望者20名と、一般受講者の方でも

希望される方を含めて最大30名で考えております。 

 ７番のプログラムは、以下のようなプログラムを考えております。「淀川の魅力と治水」

は、元淀川河川事務所長の宮本博司さん、「淀川の特性と環境」は、大阪工業大学工学部

教授の綾史郎さん。そして、昼からは大阪会場では大阪歴史博物館の学芸員の八木さん、

大澤さんにお願いして、京都会場では御香宮神社の宮司の三木さんにお願いしております。

そして、「淀川と河川レンジャー」ということで、松岡センターレンジャーのほうからの

講義があるということで、発見講座は考えております。 

 レンジャー養成講座のほうですけれども、３日間の内容を５ページに書かせていただい

ております。まず、１日目が「河川レンジャーへの理解」ということで、代表レンジャー

の５名の方にお願いしている部分と、「水と生活」ということで、水資源機構の関西支社

長の原さんにお願いしている部分がございます。昼からは、「川に学ぶ体験活動」として、

ＲＡＣのトレーナーの田中さんにお願いしております。また、「水害と水防」ということ

で、昨年同様、元淀川左岸水防事務組合の柗永さんに、講義と実習をお願いしております。 
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 ２日目は、午前中に「淀川の自然（実習）」ということで、きょうも来ていただいてお

ります淀川環境委員の水域環境部会長の河合先生にお願いしております。昼からの「水辺

の安全」の講義と実習はレスキュー３ジャパン本部代表の佐藤さんにお願いしております。 

 ３日目は、午前中に「活動計画づくりの基礎 知識と実践」ということで、こちらも昨年

同様ＮＰＯ法人里山倶楽部理事の寺川さんにお願いしております。昼からは、「河川のル

ールと利用マナー」ということで、元近畿地方整備局水政課長の井村さんに昨年同様、お

願いしております。そして、最終は「これからの淀川」ということで、淀川河川事務所長

にお願いするということになっております。 

 以上が、３日間の発見講座と養成講座についての内容でございます。以上です。 

 会長（片寄）上田さん、何か補足説明がございますか。 

 上田委員 講座実行委員会のほうから。講師名を明記していますけれども、この講師を

選ぶこととか、講師との交渉、講義内容については講座実行委員会のほうでやりました。

事務的にまとめていただいているのは、運営受託者なり事務所のほうでやっていただいて

いますけれども、基本的にはそういうことを踏まえて、去年以上に我々のほうで実際に携

わったことがふえてきているということを報告しておきたいと思います。あとは、いろい

ろ議論がありまして、最終的にこういう具合に落ち着いたということでございます。 

 永山委員 これ、募集方法はどうされるのですか。 

 事務局（日朝）基本的には申し込み用紙で。これはチラシとホームページにも掲載して

おります。基本的にはこの申込書に書いて送っていただくことになっております。 

 永山委員 昨年と同じ募集方法ですか。 

 事務局（日朝）基本的に同じです。昨年と違うのは、先ほどの毎日新聞の記事があって

広く知っていただけたかなというぐらいだと思います。 

 永山委員 間に合うかどうかわからないのですけれども、昨年も人数が少なかったじゃ

ないですか。ですから、同じ方法だと多分、同じだと思うんです。出張所管内の会議には

地元の自治体さんが必ず出てきていらっしゃいますね。伏見でしたら、京都市、南区、洛

西、伏見、そこでは必ず区民新聞とか市民新聞とかを出していますので、それを事務局か

ら強力にプレゼンしてほしいんです。それがいわゆる広がりにもなるし、運営会議のスキ

ルアップにもつながっていくんです。多分、代表の皆さんは、行政関係で会議をしてもな

かなか絡まないことがあると思うんですね。それはやはり絡んでいる回数が少ないんです

よ。それをここ何年間かやらせていただいて非常に感じてきておりますので、ポジティブ
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に募集活動を通じて思い切り声をかけていただければなと思います。それに火がついて、

恐らくマスコミが食いついてくる可能性がすごく高いと思うんです。そういうところまで、

淀川管内、流域全体で河川レンジャー募集ということでやってほしいなと思います。 

 会長（片寄）相当な危機意識を持ってやっていただきたいと。 

 事務局（岡田）いまの自治体への広報という話ですけれども、運営会議の中でもずっと

出ていましたので、今年度はお願いしたいということで運営会議の中でお願いしました。

実際には、運営会議委員になっておられる自治体委員の方に、こういうことで広報に載せ

てほしいということで、既に依頼済みです。早いところでは２カ月前までに言ってくれと

いうところもありましたので、申し込みは５月24日までですので、５月10日ぐらいまでに

広報が出る予定があるところには載せていただきたいということをお願いしていますし、

いま幾つかの自治体からは具体的に内容を詰めて載せていただけるような準備になってお

ります。 

 それから、昨年度はチラシをそれぞれの大学とか自治体に置かしてもらうのが若干遅れ

ました。ことしは今週末、遅くとも来週早々には各自治体にも行きますし、大学にも置い

ていただくように手配をしております。また、この間の実行委員会の中で、先ほど出まし

たマスコミの方というのがありましたので、レンジャーさんが普段からおつき合いがある

というか取材に来られたお知り合いのマスコミの方にも積極的にＰＲしてほしいというこ

とでお願いをしております。 

 永山委員 各出張所管内の運営会議のクオリティをもっと高めていかないといけないと

思うんです。ですから、いわゆる沿川自治体の行政の方がもう少し河川レンジャーに興味

を示して、かかわらせるようなもっていき方というのを一番ねらっていきたいなと思って

いますので、マンパワーもあるし、いろんな媒体もあるので、大変かと思いますけれども、

募集というスタートを切って頑張ってほしいと思います。 

 会長（片寄）よろしくお願いします。はい、どうぞ。 

 辻川委員 淀川区におきましては広報新聞が月に１回、出ます。その中で地域の力とい

うことで河川レンジャーの特集をしていただきました。これは４月１日からの募集になり

ますけれども、そのときに発見講座があるというような広報をさせていただいたり、２月2

8日に1350人ほどのお掃除大会をした折に、大学生、中学生、高校生がかなりの人数入って

おりまして、その参加者にこの発見講座の、いいものではなかったのですけれども、仮刷

りのものを配布させていただいたという経過をご報告させていただきます。 
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 会長（片寄）よろしくお願いします。はい、どうぞ。 

 仁枝委員 伏見区のほうは既に具体的に進んでおりまして、きょう、最終的に打ち合わ

せをして、５月号の区民新聞に載せていただくことになっております。それから、自治会

のほうは、ほぼ皆さんが回覧してくれるということですので、そういうものを使ってやっ

ていきたいと思っております。 

 それから、京都府のほうはＮＰＯパートナーシップの中で、マスコミをとり上げる窓口

がありますので、そこへ出して積極的にＰＲしたいと思っております。 

 以上です。 

 

(3) 今後のスケジュール 

 会長（片寄）それでは、次にいきたいと思います。「(3)今後のスケジュール」です。 

 事務局（日朝）「資料－７」、Ａ３の折っているものを見ていただきたいと思います。

左肩に「河川レンジャー公式行事及び研修 年間スケジュール」と書かせていただいてい

るカラーの資料でございます。 

 平成22年度のスケジュールを右の欄に書かせていただいております。この代表者会議出

席者の方に一番関係のあるところは、先ほどの要領の改正でもお話しさせていただきまし

たように、会議等という一番左の欄ですけれども、昨年と同様、８月末から９月初めぐら

いにプレゼンテーションを兼ねた審査の第４回の代表者会議がございます。 

 また、１月ですけれども、今年度は３月ですけれども、来年度は１月に第５回の代表者

会議を行いたいと考えております。 

 それ以外の行事ですけれども、新たにことしふえているのが、５月にあります第７回河

川レンジャー会議でございます。これにつきましては、きょう、行いました代表者会議で

の審議事項を含めて報告をする場にさせていただきたいと思っております。また、レンジ

ャー間の意見交換、研修スケジュール等もこの中で話していきたいと考えております。 

 会議等のところでは、先ほどご説明させていただきました淀川発見講座が６月５日、６

日、そしてレンジャー養成講座が３日間あるということが載っております。それから、こ

としと同様、10月に第10回の運営会議、年が明けた２月末から３月にかけて第11回の運営

会議がございます。 

 年間スケジュールの中で特に見ていただきたいところは、レンジャーに対しての研修と

いうものをレンジャー実行委員会のほうで議論してきました。その中で、今年度は昨年度
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になかった研修も含めてメニューを出しております。昨年度にあった研修をそのまま書か

せていただいているのは、５月11日（火曜日）に開催予定であります「淀川水上見学会」、

そして６月に「救急救命講習会」で、昨年同様、ことしも計画します。「救急救命講習会」

につきましては、昨年はインフルエンザの関係で急遽中止になりましたけれども、ことし

は開催したいと考えております。 

 追加の新たな研修として、外来生物研修会というものを、まだ日は決まっておりません

が、来年度の中で検討しております。また、河川行政研修会は、河川事務所が管轄する事

業を理解する研修ということで、研修会を設けております。 

 あと、レンジャーの実務研修は、実施日等は決めておらず、随時、実施ということで考

えておりますが、他の河川レンジャーの活動にスタッフとして参加して活動のノウハウや

知識などのレベルアップを図るという目的とレンジャーとしての悩みや知識に関する意見

交換・勉強会をする場として実施するということで書かせていただいております。 

 それから、昨年の12月12日に実施しました淀川管内河川レンジャー活動発表・交流会に

つきましても、来年度の22年度もやりたいと考えております。参加者の方に早目に言って

おかないと、この日は来られないということになりますので、既に日は決定させていただ

いておりまして、12月11日（土曜日）に行なう予定です。いまのうちにカレンダーへの記

入をよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 会長（片寄）何かご質問ございますか。 

 ちょっと提案ですが、淀川は川から見ないとわからないというところがあるので、水上

見学会にマスコミの人たちを招待して、５月11日でもその前でもいいんですけど、レンジ

ャーの方にも力を貸していただいて淀川探検というのを企画していただいて、そのときに

発見講座とか養成講座の話を吹き込むということをぜひやっていただきたいなという気が

するんです。普通の人は川から陸地を見たことないんですよね。 

 中島委員 少ないでしょうね。ほとんどない。 

 会長（片寄）私は何度か見せていただいて、本当に感動しました。やっぱりいいものが

あるなあと思ったのですが、そういう機会にぜひマスコミの方を招待してくれませんか。

大変だと思うんですけれども、案外のってくる人がいると思いますよ。川好きの人という

のは結構いるんです、探してみると。募集すると来てくれるかもしれません。 

 もう一つは、レンジャーの実務研修の件ですけれども、前から私、提案していたのです
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が、レンジャーという活動はアメリカの国立公園から始まったものですね。そのアメリカ

の国立公園のレンジャーを経験してきた人が環境省におられます。２年、修行してきた人

がいて、この間、お会いしてきたんです。なかなかいい人でね。ですから、アメリカの話

を聞かせてもらうような機会を皆さんで企画していただくと、来てくれると思いますよ。

それでいろんな展開の道が見えてくるかもしれない。今のままやっていると、我々もなか

なか先が見えないなと思っていますので、ぜひそういう先進国というのかな、この点に関

してはどうしてもアメリカにかなわないなと思うぐらいよくやっていますし、ボランティ

アも含めてすばらしい活動がいろいろあると思いますので。とはいえ、向こうも行き詰ま

っている面があるとおっしゃっていましたけれども、そういう話や内実を聞かせていただ

くといいなと思いますので、ぜひ企画してほしいと思います。 

 会長（片寄）日程については、特にございませんでしょうか。 

 

５．一般傍聴者からの意見聴取 

 会長（片寄）なければ、一般の傍聴者の方々がお見えになっていますし、あるいはこの

委員会で一言も発言しておられない方もおられるんですけれども、この際、ぜひという方

がおられましたら、ご発言いただきたいんですが、どうでしょうか。はい、どうぞ。 

 小竹委員（(代理)河合）小さなことですけれども、一つは行政の方への提案ですが、先

ほどからもいろいろと運営要領ですか、とにかく参加者をいかに募るかとか、河川レンジ

ャーそのものの広報ということで、恐らく私の所属している福島・毛馬ももちろんですし、

ほかの管内でもいろいろご苦労されているということを聞きます。もちろん、そういった

広報も必要ですけれども、普段、淀川に何らかの形で、散歩であったり、ジョギングであ

ったり、足を運ぶ人はたくさんいらっしゃるわけですから、そういう人たちに直で情報が

伝わるような方法ですね。私も自転車で頻繁に走っているわけですけれども、堤防天端と

か、人がよく通るようなところに何か、河川レンジャーだけに特化した掲示板でなくても

いいかと思うんですけれども、目にとまるところにそういう掲示板があれば、淀川へ来る

人にもっと見てもらえて、「こんなおもしろいのがあるのなら、今度、１回、行ってみよ

うか」と。そんなことを日々、淀川をうろうろする中でふと感じたんですね。あまり人の

通らない天端もありますけれども、かなり人が行き交いするところもありますので、そう

いったところにそういう掲示板があると目をとめていただけるかなということを感じたこ

とがありまして、そういう提案をさせていただきます。 
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 会長（片寄）ほかに何かございませんか。行政の方もおいでいただいていますが。山村

さん、どうぞ。 

 山村委員 ここで言うのがいいのか、また違う場所があってそこで言ったほうがいいの

かわからないですけど、いま配らせてもらった２枚のチラシは、レンジャーになって初め

て京都府に行って、「それなら水をためてもいいですよ」ということで京都府に理解して

もらって、船を借りてきて子供たちに花見をさせました。２回目になったら、近所の商店

街が「一緒に加わるわ」と言ってくれたり、沿川の自治会の区長さんやそんな人たちも「応

援するわ」ということで、一緒に川を掃除したりして広がってきているわけです。今回は、

沿川にかかわる自治会は四つとも参加することになって、そろって前へ進むようになって

きて、よかったなあと。それぞれ「もっとホタルの出る川にしたい」とか「メダカのとれ

るような川にしたい」とかいろいろおっしゃいます。そういうふうにこの取り組みが始ま

ってきて、私はレンジャーとしてやってみてよかったなあと思っています。そういう取り

組みですので、ぜひ来てほしいなと思います。 

 こちらのもう一枚のほうは、２年間、一緒に活動してきた福井さんというレンジャー、

きょうもお見えですけれども、２年間の中で山城地域の川を歩いて、今度は一ぺん、一ぺ

ん、募集するのではなくて、こういうふうにシステムとして囲ってやれるような方向にな

ってくると内容も積み上げられるなということでこんなプランになって、１年間を通じて

やると。これは非常に積極的だと思いますし、すばらしいなと思います。 

 この取り組みの中で、「木津川にすんでいる魚」という下敷きをつくれるということに

もなってきて、成果としてはあるんです。ただし、囲い込みをして、「この日だけ来たい」

という方を省くのではなくて、「そういう方もどうぞおいでください」というように門戸

を広くしながら形としてつくられた。こういう取り組みが始まってきて、積み上がってき

ているなあというふうに思いました。 

 ここまでは、これの宣伝ですが、私はここのセンターにレンジャーが出しているこうい

うチラシを全部、「今月はこれだぞ」ということで寄せてきて、そしてここに展示をする

ということをぜひともやっていただきたいと思います。先ほどの話ですけれども、ここの

センターが自主的に集めてきて、ここにあるんだということで、センターの充実というこ

とでやっていったら非常にいいのではないかと思います。上流、中流、下流と順番に貼っ

ていくと、そういう掲示が次々、前へ進むのではないかと思います。宣伝効果の問題は非

常に大きな課題だし、レンジャー活動の生命線だと思うんです。そういう点で、いまでき
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ることからやろうと思ったら、まずこれを寄せる。これは出張所に全部集まっていると思

いますのでね。そういう形をとっていけたらいいかなと思います。 

 以上、提案です。 

 上田委員 先ほどの河合先生の提案ですけれども、堤防の天端だけじゃなしに、高水敷

の一番端に管理用道路がありまして、そこを多くの人が散歩したりしているわけです。鳥

の観察をしている人もおられます。寝屋川、枚方あたりではそういう人がたくさんおりま

すので、堤防以外にもそういうものを立てて、今回の募集に間に合うように何かできたら

いいなあと。特に一定の距離、ちょっとだけ歩くというのは少なくて大分歩かれますので、

かなりの幅を広げたところで１カ所、１カ所とあれば、じっくり読んでもらえると思うん

です。チラシのほうは、手にとってもちらっと見てそのままというのが多いと思うので、

看板に裏も表もあれば貼ると。できれば、大きな募集看板がありますね、チラシじゃなく

てね。そういうものをやったほうがいいかなと。ないというのであれば、僕らのほうで段

取りして、ガードのパイプのところにつけて、１メートルぐらいのものだったら、許可だ

けしていただければ、やるということにしたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思

います。 

 小竹委員（(代理)河合）私が先ほど堤防天端にと言ったのは、いま河川公園の管理の事

務所ですか、プレハブがありますね。あそこにはそういう掲示物が貼られたりしているん

ですけれども、なかなかあそこまで行く人は少ないんですね。天端だと、特に枚方から下

流になろうかと思いますけれども、人の行き来も非常にありますので、それで堤防天端は

どうかなということを提案させていただいたわけです。 

 会長（片寄）それでは、大体終わったと思います。 

 

６．閉  会 

 事務局（青木）長時間にわたりましてご審議いただきまして、まことにありがとうござ

いました。本日いただきました貴重なご意見をこれからの河川レンジャーの運営あるいは

活動に生かしてまいりたいと思います。今後とも引き続き、委員の皆様方のご支援、ご指

導をよろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして本日の会議を終わります。どうもありがとうございました。 


