
 

 

 

京都伏見ジュニア河川レンジャー 

活動レポート結果 
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参考資料－１







指令１ 十石舟から見た風景でいちばん好きな場所はどこか○をせよ。

・月桂冠の酒蔵　　・であい橋　　・三栖閘門および伏見みなと広場
・ほかに好きな場所があれば書こう

（複数回答あり）

その他の主な意見
寺田屋 4人
ほうらい橋 3人
伏見みなと公園 2人
三栖神社 1人
柳の木 1人
三十石船 1人

その他
12% (17人) 月桂冠の酒蔵

14% (21人)

三栖閘門および
伏見みなと広場
51% (73人)

であい橋
23% (34人)
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指令２ 十石舟から見た、川や川沿いにゴミがあったか？○をせよ。

・ゴミがあった　　・ゴミがなかった

それはどんなゴミだったか？　ゴミの種類は？

その他の主な意見
落ち葉 6人
生ゴミ 2人
プラスチック 2人
自転車 1人
ルアー 1人
傘 1人

（複数回答あり）

川や川沿いにゴミを見つけたとき、どう思ったか？

その他の主な意見
誰がゴミを捨てるのか 4人
いやだと思った 3人
自然破壊はいけない 3人
川がかわいそう 3人
魚は生きていけるの？ 3人

（複数回答あり）

ゴミがあった
91% (98人)

ゴミがなかった
9% (10人)

新聞･雑誌･
紙ダンボール
5% (10人)

タバコ吸殻
6% (12人)

その他
9% (20人)

ビニール袋
34% (75人)

菓子・パン・
弁当等の
空き箱･袋
12% (27人)

空き缶･ビン・
ペットボトル
34% (73人)

汚い
13% (19人)

もっときれいに
したい

12% (17人)

ゴミを捨てては
いけない
13% (19人)

その他
47% (65人)

なぜみんなゴミ
を捨てるのか？
11% (16人)

ゴミをちゃんと
捨てないといけ

ない
4% (6人)
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指令３ 十石舟から見た川の様子はどうだったか？○をせよ。いくつでもよい。

・水がきれいだった　　・泳いでいる魚が見えた　　・水がよごれていた
・川のいやな臭いがした　　・そのほか気がついたことを書こう

（複数回答あり）

そのほか気がついたこと
落ち葉がたくさんあった 8人
舟の通った後波がたった 6人
魚がはねていた 4人
水草がいっぱいだった 4人
水の流れが速かったり遅かったりした 3人
水が北から南に流れていた 3人
川が深そう 3人
水が緑色だった 3人
水に泡が浮いていた。 3人
緑に包まれた風景だった 2人
水がゆっくり流れていた 2人
水がにっごていた 2人

泳いでる魚が
見えた
36% (65人)

水が
きれいだった
11% (20人) 水が

よごれていた
45% (80人)

川のいやな
臭いがした
8% (15人)
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指令４ 今日、みんなが乗った十石舟より大きな三十石船という船があるが、

それに乗ってみたいと思うか？○をせよ。

・乗りたい　　・乗りたくない

乗りたい
98% (106人)

乗りたくない
0% (0人)

無回答
2%(2人)
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指令５ 今日のレンジャー活動で感じたことを自由に書こう。

（複数回答あり）

分類項目ごとの代表的な意見

分類項目

河川の現状
について

河川美化活動の
実行について

河川美化
について

代表的な意見

川はあまりきれいじゃなかったけど、これからきれいにしていこうと思いました。

十石舟に乗って楽しかったです、でもゴミがいっぱい捨ててあったから汚かったです、川の水も汚れて見え
ました。

十石舟に初めて乗ったけど、ゴミがあったから少し残念でした。

もし、川のゴミ拾いができればやりたい。

ゴミを捨てないでほしい。

川は本当はきれいなのだから、伏見の人がもっときれいにして、日本一きれいな川にしてほしいと思います。

三栖閘門の上にのぼりました、最初は怖かったけど後から怖くなくなって、すごく楽しかったです。

僕が手を振ると周りの人が手を振ってくれました、おもしろかったです。

十石舟から見た景色はすごくきれいでした、花が少し咲いていて十石舟に乗ってよかったです。

その他

十石舟の乗船
について

閘門に入るときドキドキした、ほかのところの町の人に自慢できる所があるからよかった。

その他
14%

河川美化
について

13%

河川の現状
について

16%

河川美化活動の
実行について

12%

十石舟の乗船
について

45%
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指令 5   今日のレンジャー活動で感じたことを自由に書こう。 
 
河川の現状について 
1. 川は汚かったけど気持ちよかった。 
2. 川にゴミが浮いてたくさん魚がいた。 
3. 川が汚れていることがわかった、いろいろな川と合流していた。 
4. 十石舟に乗せてもらってうれしかった。ゴミは少なかったのでうれしかった。 
5. 十石舟に乗って楽しかったです、でもゴミがいっぱい捨ててあったから汚かったです、川の水も汚れ
て見えました。 

6. 水の色がもうちょっときれいだったらよかった。鳥がもうちょっといたらいいと思った。 
7. 三栖閘門がきれいで見とれました、水が汚かったのできれいな水だったらいいのにと思いました。 
8. ゴミが無かったら鳥がたくさん集まってくるのかな、もし鳥が集まってきたら乗ってくれるお客さん
も喜んでくれると思います。 

9. 十石舟に初めて乗ったけど、ゴミがあったから少し残念でした。 
10. 水はちょっと緑みたいだった、でも上からみると水が澄んでいた。 
11. 柳の木の風景がきれいでした、水もきれいでした。 
12. 鳩が鳩と遊んでいてかわいかった、ゴミをなくしたらもっときれいな川に変身するかも。 
13. ゴミがあるのは残念でしたが、おじさんがあれこれしゃべってくれたので、十石舟のことを少しわか
ったよ、ありがとう。 

14. 景色が川に映ってきれいでした、自然がいっぱいありました、葉っぱがきれいでした。 
 
河川美化について 
1. 十石舟に乗って楽しかった、川にゴミをほかさないでほしい。 
2. いつまでも川の水を汚さないように気をつけようと思いました。 
3. 十石舟を管理している人が大変そうでした。川をもっときれいにできる。 
4. 川にちょっとゴミがありました、ゴミのないきれいな宇治川でいてほしいです。 
5. ゴミを捨てないでほしい。 
6. 十石舟でゴミがなくなるといいなぁ、もうちょっと自然を多くしたいです。次は三十石船に乗りたい
です。 

7. 水の色が汚かった、ゴミをなくした方がいい。 
8. ゴミを全然なくしてくれたらうれしいです。 
9. もっと川の水をきれいにすればもっとたくさんのお客さんが来てくれると思った。 
10. 十石舟から見た景色は地面がまん前に見えてとても気持ちがよかった。もっと川がきれいだともっと
気持ちがいいと思う。 

11. 川は本当はきれいなのだから、伏見の人がもっときれいにして、日本一きれいな川にしてほしいと思
います。 
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河川美化活動の実行について 
1. 川が汚くなっているから、みんなで川をきれいにしたいと思います。 
2. 川はあまりきれいじゃなかったけど、これからきれいにしていこうと思いました。 
3. もし、川のゴミ拾いができればやりたい。 
4. 三十石船にも乗せてください、十石舟にもまた乗せてください、僕たちも川をきれいにします。 
5. ほかの川よりゴミが少ないから誰かが守ってるんだなぁと思った。ゴミがひとつもない川にしたい。 
6. 川をきれいにしたいと思った。 
7. 鴨を一羽見ました、魚も三匹みました、ゴミをなくしたいです。 
8. 川にゴミも少しあったから、ゴミをなくしたいです。 
9. 魚がもっと見えたらよかった、水がちょっと濁ってたりゴミがあったところがあった。もっと川をき
れいにしたい。 

10. もっと川をきれいにしてもっと自然環境に役立ちたいと思っております。 
 
十石舟の乗船について 
1. 本当に眺めがよく隅から隅まで見れました。また乗りたいです。 
2. 舟が揺れて風が気持ちよかった。 
3. 僕が手を振ると周りの人が手を振ってくれました、おもしろかったです。 
4. 十石舟から見た景色はすごくきれいでした、花が少し咲いていて十石舟に乗ってよかったです。 
5. いつも岸から手を振っているけど、舟の中から手を振る気持ちが違っていた。 
6. 私はこの町に住んでいるのに、十石舟に乗ったことがなかったです。十石舟に乗れてよかったです。 
7. 十石舟に初めて乗れて楽しかったし、資料館の舟の模型もラジコンみたいでおもしろかった。 
8. 景色がきれいだった、涼しくて気持ちよかった、あいさつもちゃんとしました。 
9. 十石舟に乗せてくれたおじさんも優しそうでした、舟からの景色は紅葉しているところはあまりあり
ませんでした。 

10. 景色が川に映ってきれいでした、自然がいっぱいありました、葉っぱがきれいでした。 
11. 十石舟に乗って楽しかった、川にゴミをほかさないでほしい。 
12. はじめ乗ったときみんな乗れるのかなぁと思いました、みんな乗れました！！楽しかったです。 
13. 十石舟はすごくきれいで先生合わせて２６人なのにバランスが崩れないからすごいなぁ、また来たい
です。 

14. 十石舟から見た風景で一番すきなのは月桂冠の酒蔵です、昔はお酒をつくるのに歌を歌っていたので
す。 

15. 初めて乗っていい景色も見れてよかったです。けどルールを守らない人がいたので守ってほしかった
です。 

16. 十石舟に乗って景色を見ているとき外の周りがきれいだなと思います。 
17. 展望台や三栖閘門が見れて楽しかったです。 
18. 十石舟がいつも家の前を通っているけど乗れなかったので乗れて嬉しかったです。 
19. 三十石船や十石舟はどうやってつくられたのか知りたい。 
20. 川は汚かったけど気持ちよかった。 
21. おじさんがいろいろ話してくれました、放送みたいなのも流れて工夫しているなとおもった。 
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22. 舟に乗るのは 2回目なので、みんなと一緒で楽しかったです。 
23. 歩いているときより、船に乗っているほうが景色がきれいに見えた。 
24. 十石舟に乗せてもらったり三十石船の模型を見せてもらってよかった。 
25. 十石舟に乗せてもらってうれしかった。ゴミは少なかったのでうれしかった。 
26. 舟が揺れていた、ゆっくり進むと思ったけどちょっと速かった水が緑だった。 
27. 十石舟に乗って楽しかったです、でもゴミがいっぱい捨ててあったから汚かったです、川の水も汚れ
て見えました。 

28. 岸から見たら遅く見えるけど乗っていたら少し早かったよ、また行きたいです。 
29. 三栖閘門がきれいで見とれました、水が汚かったのできれいな水だったらいいのにと思いました。 
30. 月桂冠の酒蔵がすごくきれいにみえました、思ったよりゆっくり進んで、景色も見れてよかったです。 
31. 柳の木の風景がきれいでした、水もきれいでした。 
32. 十石舟をみんなに知ってもらって世界中に知られてほしい。 
33. 十石舟から見た景色は地面がまん前に見えてとても気持ちがよかった。もっと川がきれいだともっと
気持ちがいいと思う。 

34. みんなに十石舟や三十石船に乗ってほしい。 
35. ゴミがあるのは残念でしたが、おじさんがあれこれしゃべってくれたので、十石舟のことを少しわか
ったよ、ありがとう。 

36. 川の景色がきれいで涼しいから落ち着くからもっとお客さんにも乗ってほしい。 
37. きれいな花や緑に包まれているので、乗っていない人に乗ってほしいです。 
38. 十石舟に乗って景色や空気が気持ちよくてよかったです、また三十石船にも乗ってみたいです。 
 
その他 
1. 京都はきれいな景色があって静かなところです、私は大阪から来たけど景色がきれいです。 
2. 十石舟はこんな形でこんな大きさなんだとよくわかったよ。 
3. 展望台から見て桃山城のお城が見えたよ。 
4. 十石舟に乗っていたら絵を描いている人達がいました、資料館の中にいた人はすごく説明がわかりや
すかった。 

5. 魚も少し見えた、門みたいなやつで水の調節ができることもわかった。 
6. 閘門に入るときドキドキした、ほかのところの町の人に自慢できる所があるからよかった。 
7. 階段 50段でのぼった展望台から見た景色はすごかった。 
8. 子供 500円なのに、無料で乗せてもらったよ、自分たちは素敵な町をもっているから、自慢できてう

れしい。 
9. ゴミだと思っていたものが実は泡立った、舟の横に波がついている気がしました。 
10. 三栖閘門の上にのぼりました、最初は怖かったけど後から怖くなくなって、すごく楽しかったです。 
11. みんなが「きれいだね、また行きたいね」って言ってくれていました。 
12. ほかの地域の人たちにも伏見のきれいな水を見てほしい。 



指令６ 今日のレンジャー活動を家のひとと話し合おう。

（複数回答あり）

分類項目ごとの代表的な意見

分類項目

（保護者の皆様へ、今後のジュニア河川レンジャー活動のため、伏見の河川環境についてのご
意見をお聞かせください。）

河川環境の現状
に対して不満

河川美化活動に
参加したい

河川を美しく
してほしい

こんなにすばらしい川の近くに住めることを誇りに思います、このすばらしい川を未来の子供たちまで守っ
ていくためにこれからも学校活動などで毎年やっている川沿いの掃除など機会があればもっと参加してい
きたいと思っております。

これから川がきれいになるように何をすればよいか考えてみました、①ゴミを捨てる人を見たら注意する②
拾えるゴミは拾ってゴミ箱に捨てるということを決めました。

いつもきれいな伏見の自慢できる川沿いでありつづけるためにみんなできれいにしていきたいですね。

代表的な意見

今は観光シーズンでもあり十石舟運行のため、川の水量も豊富で美しく保たれていますが、シーズンが終
わると水量も少なく流れのない汚い川になるのが残念です。

川や川沿いにゴミが多くまたであい橋の､周りは鳩の糞で地面が汚れているためはだしになることができな
い。

河川を汚さないための意思を持つために、ゴミを捨てない看板又はゴミ箱の設置や呼びかけ運動など定
期的に行うようにしてほしい。

河川レンジャー活
動は環境学習と
して重要

河川整備に
関する意見

百聞は一見にしかずで川の水質生き物川沿いの風景や環境自分たちの目で観察できたこと、よい機会に
恵まれたなと思っています。

私たちが子供の頃は汚い川でしたがこのような活動ができることはうらやましいです。川辺ということで先生
方は気がきではないとは思いますが大変よい活動だと思います。お年寄りや子供が川辺に行きやすいよう
に河川への上り下りできる場所がもう少し必要では、と思います。

川の土手や河川敷にもっと緑や花を植えて美しい河川にしてもらいたい、また自分たちでもできることから
はじめたい。

伏見は伏水というくらい川、疏水、井戸と豊かな水に囲まれた地ですね。子どもの頃からこの水に関心をも
つのはとてもよいことですね。

河川レンジャー
活動は環境学習

として重要
33%

河川整備に
関する意見

13%

河川を美しく
してほしい

29%

河川環境の現状に
対して不満

8%

河川美化活動に
参加したい

17%
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指令 6   今日のレンジャー活動を家のひとと話し合おう。 
（保護者の皆様へ、今後のジュニア河川レンジャー活動のため、伏見の河川環境についての

ご意見をお聞かせください。） 
 
河川環境の現状に対して不満 
1. 川や川沿いにゴミが多くまたであい橋の、周りは鳩の糞で地面が汚れているためはだしになることが
できない。 

2. 川の回りも整備され以前に比べると川も美しくなったと思います、でもみなと公園の中に布団が干し
てあったり、大根やねぎなどが植えられているのを見ると、とても残念です。 

3. 今は観光シーズンでもあり十石舟運行のため、川の水量も豊富で美しく保たれていますが、シーズン
が終わると水量も少なく流れのない汚い川になるのが残念です。 

4. お母さんも十石舟に乗りたいな、乗るなら今よりも水がきれいになっていたほうがうれしい。みんな
の少しずつの心がけで今より水がきれいになったらうれしいですね。 

 
河川美化活動に参加したい 
1. 私やこどもたちを含めて、ゴミをほかさないよう気をつけようと思います。 
2. こんなにすばらしい川の近くに住めることを誇りに思います、このすばらしい川を未来の子供たちま
で守っていくためにこれからも学校活動などで毎年やっている川沿いの掃除など機会があればもっと

参加していきたいと思っております。 
3. 十石舟が通っている川で昔、お父さんは泳いで遊んでいたそうです。今では汚れてしまって泳げない
けどこれ以上汚さないためにどうしたらいいかを子どもと一緒に考えたいです。 

4. 昔は十石舟が普通に走っておりさぞかし伏見は活気があったんだろうなと思います。私も酒蔵の周り
は好きな風景なので川が少しでもきれいになるように協力したいと思います。 

5. 伏見の河川を美しく保つために､一人一人が気をつけることが大切だと思います。緑の水が透明になっ
てほしいと思います。家でも洗剤などの種類を考えていこうと話し合いました。 

6. 河川にゴミがたくさん落ちていて環境が悪いということもわかり、今後この経験が生かせるよう何か
できればいいと思います。 

7. これから川がきれいになるように何をすればよいか考えてみました、①ゴミを捨てる人を見たら注意
する②拾えるゴミは拾ってゴミ箱に捨てるということを決めました。 

8. 水の濁りは私たちの力だけでは無理かも知れませんが、親子でゴミのポイ捨て禁止看板を作ったりゴ
ミ拾いをするのはどうでしょう。 

 
河川を美しくしてほしい 
1. つりをした時の釣り糸や針の後始末や散歩のときのゴミ捨て、フンの後始末など、1 人 1 人が気をつ
けたいものです。 

2. いつもきれいな伏見の自慢できる川沿いでありつづけるためにみんなできれいにしていきたいですね。 
3. 川にゴミを捨てる人がいるのは悲しいことですね、一人一人がもっとまちのうつくしさに真剣になる
べきだと思います。 

4. ここ最近観光客の方がたくさん伏見に来られています、きれいなまちづくりを住んでいるわれわれが



- 13 - 

考えていかなくてはいけないと思います。 
5. 環境保護について大人も子供も協力して考えていく必要があります。子供も子供なりに自分たちので
きることを考えてくれたことをうれしく思います。 

6. 普段自分たちが通る道とは違う角度から､河川を見たので子供にとってはよい経験になったようです。
子供と話し合う中でこれからはもっと伏見の町並み景観河川の環境について考えて行かなければいけ

ないと改めて感じました。 
7. 伏見には素敵な歴史がたくさん残っていてすばらしいですね、ただそのすばらしい景色や環境がゴミ
などで失われることはとても残念なことですね。美しい伏見にして、いつまでも伏見の歴史を残して

ほしいですね。 
8. 河川を汚さないための意思を持つために、ゴミを捨てない看板又はゴミ箱の設置や呼びかけ運動など
定期的に行うようにしてほしい。 

9. 観光客の人たちが写真をとりたくなるような川を作り守っていけるといいですね。 
10. ゴミを見つけると「自分もすててもいいや」という気持ちにさせると思います。きれいと印象付ける
ことが大切だとおもいます。 

11. 川をきれいにするためどうすべきか、という問いかけにみんながゴミを捨てなければいいという簡単
な答えしかでてきませんでした。もっと日頃から大人たちが子供たちと一緒に考えていかなければな

らない。 
12. 次の世代に少しでもよい環境を作っていくのがわれわれのしていかなければならないことである。 
13. 昔はどこの川でも遊べていました、今の子供たちはザリガニ取りやカニ取りなど私たち親が子供の頃
よくしていた遊び、そういう遊び方に触れる事も無いのが今の現状だと思います。そういうことを知

らない子供たちのためにも川の自然を守っていくことが私たちの役目だと思います。 
14. 川の水質がよくなるといろいろな種類の生き物が見られると思うので､みんなでがんばりましょう。 
 
河川レンジャー活動は環境学習として重要 
1. いつも見ている川も舟に乗ってまじかに見るといつもと違う印象を子ども達ももったと思います。子
供たちにも一人一人が気をつけて川をきれいにという気持ちが芽生えるといいですね。 

2. 十石舟に向かって石を投げる人がいると聞きとても驚きました。ジュニア河川レンジャー活動が活発
に発動しそのようなことが防げるようになってほしいです。 

3. 10月に参加した河川ゴミ拾いは子供にとってよい体験となりました。そうした体験を通じて今後とも
美しい環境づくりを意識してほしいと思っております。 

4. お風呂に入ったとき「この水は琵琶湖の水？」といっていました､地域のこと環境のことを学習してよ
り身近に感じてほしいです。 

5. 私たちが子供の頃は汚い川でしたがこのような活動ができることはうらやましいです。川辺というこ
とで先生方は気が気ではないとは思いますが大変よい活動だと思います。お年寄りや子供が川辺に行

きやすいように河川への上り下りできる場所がもう少し必要では、と思います。 
6. 伏見は伏水というくらい川、疏水、井戸と豊かな水に囲まれた地ですね。子どもの頃からこの水に関
心をもつのはとてもよいことですね。 

7. 川を巡る環境について子供たちに見て学ばせることはとてもよいことだと思いました、清掃活動など、
定期的に参加できればよいなと持っております。 
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8. 子どもともゴミを捨てないようにきれいな川にしようと話し合いました。まず大人が襟をただし、マ
ナーを守る姿勢を子供に見せられるように成らなければいけないと考えます。 

9. この伏見の町は歴史もあり全国からたくさんの観光客の方も来られます、この町に住んでいる私たち
の手でこの町の自然を守っていこうという意識を持つことはとても大切です。 

10. 学校の勉強の中でこのような活動をしていただけることは子供にとって川に意識を向けるよい機会だ
と思います。 

11. 十石舟から見た風景や川の様子を見てほしかったのですが、舟の様子のほうが気になっていたみたい
です。身近な場所の歴史を知ったり、環境のことを考えたりできることはとてもよい活動だと思いま

す。 
12. 百聞は一見にしかずで川の水質生き物川沿いの風景や環境を自分たちの目で観察できたこと、よい機
会に恵まれたなと思っています。 

13. 今後もまたレンジャー活動をしてください。 
14. 近くに住んでいたのに十石舟に乗るチャンスが無かったのでとてもよい機会でした。十石舟に乗った
ことにより今まで気にもかけていなかった宇治川派流に関心が持ててよかった。 

15. 河川のゴミ拾いをすることで、この体験を通していろいろ考えさせられる心の勉強になると思います。 
16. 昔からこの土地に住んでいたわけではありませんので､昔の川の様子がどんなものだったのか知りた
いです。 

 
河川整備に関する意見 
1. 冬は日が短いので、河川周辺はもう少し明るさがほしいと思います。 
2. 十石舟に乗ってみる川沿いをきれいな花でいっぱいにすれば舟に乗るのがもっと楽しくなると思うね。 
3. 私たちが子供の頃は汚い川でしたがこのような活動ができることはうらやましいです。川辺というこ
とで先生方は気が気ではないとは思いますが大変よい活動だと思います。お年寄りや子供が川辺に行

きやすいように河川への上り下りできる場所がもう少し必要では、と思います。 
4. ９年前に引越ししてきたときとは比にならぬほど美しく整備され住民として誇りを感じます。弁天橋
より東側ももう少し手を加えていただければと思います。 

5. 川の土手や河川敷にもっと緑や花を植えて美しい河川にしてもらいたい、また自分たちでもできるこ
とからはじめたい。 

6. であい橋より南の景観が寂しく思われる。あのあたりにもっと花などを植えてみてはどうか。 




