
取組み紹介パンフレット

自分たちの水辺での活動をみんなに伝えたい方

【主催】「私の水辺」大発表会実行委員会
大阪府都市整備部・環境農林水産部、アクアフレンズ、近畿子どもの水辺ネットワーク、ＮＰＯ法人芥川
倶楽部、近木川流域自然大学研究会、ねや川水辺クラブ／寝屋川再生ワークショップ、男里川干潟を守る
会、市民ボランティアネットワーク「石津川に鮎を」、他で構成

【協賛】大阪府河川協会、大阪府港湾協会、大阪府ため池総合整備推進協議会
（一社）大阪府環境水質指導協会

地域住民・学校・市民団体・行政等がパートナーシップを築き、良好な水辺環境の保全・活用
を行うきっかけづくりのため、身近な水辺への想いや日ごろの様々な取組みについての発表、
ボート乗船や水辺の生物観察など水辺活動の体験をしていただく場として「私の水辺」大発表会
を開催しています。

本発表会を通して、「水辺」への関心・「水辺」に関わる方々の交流をさらに深めていただく
とともに、関係団体が一体となった「共につくり、守り、育てる」水辺づくりを目指しています。

今後も様々なイベントを開催します！

「私の水辺」大発表会とは・・・

や水辺の発表会 水辺体験 盛りだくさん！など

発表したい！

知りたい！

遊びたい！

みんな大歓迎！

みんなが行っている水辺での活動を知りたい方

水辺での体験イベントに参加してみたい方

大阪府都市整備部 河川室 河川環境課 環境整備グループ
TEL：06-6941-0351（内線2952）

○地域事務局

地域 担当事務所 電話番号 所管市町村

北 部
池田土木事務所 072(752)4111 池田市、箕面市、豊中市、能勢町、豊能町

茨木土木事務所 072(627)1121 高槻市、茨木市、吹田市、摂津市、島本町

北河内 枚方土木事務所 072(844)1331
枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、大東市、交野市、
四條畷市

中河内 八尾土木事務所 072(994)1515 東大阪市、八尾市、柏原市

南河内 富田林土木事務所 0721(25)1131
松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、河内長野市、
大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村

泉 北 鳳土木事務所 072(273)0123 堺市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町

泉 南 岸和田土木事務所 072(439)3601
岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、
田尻町、岬町

○全体事務局 （「私の水辺」大発表会 全般についてのお問合せはこちら）

（各地域交流会の開催予定や内容についてのお問合せはこちら）

＜お問合せ先＞ 「私の水辺」大発表会実行委員会 事務局

第１０回近畿「子どもの水辺」交流会 in 兵庫

●大阪府からの交流会参加団体
○発表参加団体
・八尾市立東中学校
・貝塚市立永寿小学校
ふれあいルームかわっぱクラブ
・川とあそぼう♪大和川クラブ
・ねや川水辺クラブジュニア

○作品展示団体
・「私の水辺」大発表会
中河内地域交流会

近畿各地から２７の団体や小学校・中学校
等の約１７０名が集合！学校や地域で取り
組んでいる身近な水辺での活動や体験を熱
い想いを込めて発表しました。
一般参加者や協力団体等を含めると、総

勢約３１０名もの方に参加いただき、会場
は大盛況！子どもたちは、体験や展示物な
ども満喫しながらたくさんの方と交流し、
楽しく有意義な1日となりました。

近畿各地の水辺で活動・調査を行っている団体や学生が集まって発表・交流を行うイベ
ントが毎年開催されています。
平成２８年度は兵庫県で開催されました。

平成２９年２月４日（土）１０：００～1５：４０
兵庫県民会館

発表会・交流会。みんなの熱い想いが伝わってきました！！

「水辺からのおくりもの」「未来のぼく・
わたしに伝えたい水辺」などについて10年
後の自分へ宛てた手紙をかきました。

体験交流プログラムでは川の改修や災害、コウノ
トリの生態、ため池や瀬戸内海・日本海の生き物、
水質など様々な水辺について専門家から意見を聞
き、生き物に触れたり実験するなどして、楽しく

体験しました。



「地域交流会」と題して、各地域で様々なイベントを開催しています。
（例）・学校や市民団体等の皆様による「身近な水辺で行っている活動や調査結果

の発表」
・誰でも参加可能な「水辺での遊び・調査体験」 など

詳しくは下の各地域交流会の報告をご覧ください。

北部地域交流会
①とよなか市民環境展2016 平成28年11月25・26日 豊中市豊島体育館
②たかつきｴｺﾌｪｽﾀ2017 平成29年 1月27・28日 高槻市生涯学習ｾﾝﾀｰ展示ﾎｰﾙ
③あくあぴあ芥川企画展 平成29年 2月4日～3月5日 芥川緑地資料館
④北部地域水辺活動企画展INｲｵﾝﾓｰﾙ茨木 平成29年 3月18日 ｲｵﾝ茨木ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

水辺活動を通して、川や水路などの地域の身近な水辺環境について、その大切さ・楽しさを学習して
もらうために、水辺の楽校や生き物観察会などを実施しました。これらの活動について、
①とよなか市民環境展2016では、水辺での取組を展示し、来場者に少しでも水辺に関心を持ってもら
うとともに、缶バッチを制作し交流を図りました。②たかつきエコフェスタ2017、 ③あくあぴあ芥川
企画展、④北部地域水辺活動等企画展INイオンモール茨木では、水辺活動や子供達の学習成果を展示す
るとともに関西大学KUMCによる環境・防災クイズ、工作コーナー等で来場者との交流を図り、水辺や
環境の大切さ・楽しさを考えるきっかけづくりを図りました。

●交流会参加団体
【箕面市立】とどろみの森学園
〔高槻市立〕南平台小学校、土室小学校 等
〔茨木市立〕安威小学校 等

NPO法人芥川倶楽部、たかつき環境市民会議、
あくあぴあ芥川（芥川緑地資料館）
ＮＰＯ法人とよなか市民環境会議アジェンダ21

約10団体約2200名が参加

●交流会参加団体
淀川管内河川ﾚﾝｼﾞｬｰ
ねや川水辺クラブ
点野自治会
摂南大学（石田ゼミ・エコビル部）
水辺に親しむ会
大阪府立大学高専大谷研究室
大阪府水生生物センター
大阪電気通信大学

①淀川点野水辺のつどい
点野ワンドや点野流域センターの見学、α化米の炊き出しなど水辺に親しみながら学んでいただくことができました。

②淀川まるごと体験会
Eボート乗船体験や、水中歩行体験、釣り、アシ笛づくり、土のう作り体験など淀川の魅力と水害の備えについての学習を
通して淀川をまるごと実感していただけた体験会となりました。

③川勝水辺ひろばのつどい
約50名が集まったなか、自然観察や生き物調査などを行い、水辺に親しんでもらうことができました。

④茨田イチョウまつり
約１50名に参加いただき、水辺活動の発表、パネルの展示、アシ笛づくり淀川クイズ、Eボート乗船体験も行いました。
またα化米の炊き出しや防災クイズを実施し、防災について楽しく学んでいただくこともできました。

北河内地域交流会
①淀川点野水辺のつどい 平成28年4月29日（金・祝） 10:00～15:30 淀川河川公園点野砂す
②淀川まるごと体験会 平成28年 8月21日（日） 9:00～16:00 点野砂州周辺（寝屋川市）
③川勝水辺ひろば水辺のつどい 平成28年 8月28日（日）9:00～13:00 川勝水辺ひろば（寝屋川市）
④茨田ｲﾁｮｳまつり 平成28年11月23日（水・祝） 10:00～15:00 茨田樋遺跡水辺公園（寝屋川市）

約10団体約250名が参加

中河内地域交流会

①石川魚道づくり
八尾市立東中学校科学部とともに、野生のアユ遡上のための魚道作成に参加しました。

②秋の水辺まつり
お手玉や葦を使ったコースター、パタパタ船、牛乳パックとんぼづくりや、紙すき体験、ボート乗船などの体験型プログラムを実施。参
加いただいた子供たち（約100名）に感想を書いてもらい、交流会も開催しました。

③水辺の学校（ハッピーアースデイ）
久宝寺緑地にて環境をテーマにしたハッピーアースデイに参加。私の水辺発表会の活動状況のパネルの展示、葦を使ったコースターづく
りの体験などを実施しました。●交流会参加団体

八尾市立高美南小学校
八尾市立安中小学校
柏原市堅下北小学校 等
八尾市立東中学校
大阪経済法科大学
アクアフレンズ
恩智川環境ネットワーク会議
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ「大和川釣り人クラブ」
築留土地改良区
新田ゼラチン㈱

①石川魚道づくり 平成28年 4月16日(土) 10:00～17:00 石川河川敷（松井井堰付近）
②秋の水辺まつり 平成28年10月 8日(土) 9:30～12:00 長瀬川沿いの公園（安中町５丁目公園内）
③水辺の学校(ﾊｯﾋﾟｰｱｰｽﾃﾞｲ) 平成29年 3月25日(土) 11:00～17:00 久宝寺緑地

約10団体約550名が参加

①南河内水辺の生き物水族館２０１６
地域団体が連携してH24.12に設立した『南河内ほわ～っと流域ネットワーク』のＰＲと、南河内の水辺に生息する生き物や環境の紹

介のため、石川河川公園管理事務所で水辺の生き物水族館を平成28年度も開催しました。平成２８年度は子供たちがつくったテーマを
決めて各自でｍｙ水槽を作るという試みを行いました。オイカワ、カマツカ、タモロコ、モツゴ、ヨシノボリなどのよく見られる魚にく
わえて、アユやタウナギ、ドンコなど普段あまりみられない魚も展示され、訪れた人たちは涼やかな水槽の中を一生けん命にのぞきこん
でいました。期間中、延べ約３00名の方が来場しました。

②秋色みっけ♪流域こどものまつり 自然や生き物が大好きな子供を育成・応援し、地域で活動している水辺団体の連携・交流のさら
なる促進のため、『ほわ～っと流域ネットワーク』及び地域で活動しているその他の団体とともに実施しました。当日は天候にも恵ま
れ、午前の観察会については、森と川に分かれて観察会が行われました。川の観察会ではいろいろな魚が観察されました。一方、森の
観察会ではたくさんの昆虫が観察できました。午後のブース展示では、手作りの昔懐かしいおもちゃ作りや石川の自然に関する展示が
好評でした。さらに和太鼓サークル「若駒」さんの演奏会や生き物ビンゴ大会が行われ、参加者は楽しいひと時を過ごしていました。
当日は約２5０名の方が参加しました。

●交流会参加団体
太子“ｅ”メガネ
南河内自然と子どもﾈｯﾄﾜｰｸ
飛鳥川じゃこ取りﾈｯﾄﾜｰｸ
富田林の自然を守る会
南河内水生生物研究会
狭山の副池自然づくりの会
石川自然クラブ
ゴミンゴ・ゴミ拾いﾈｯﾄﾜｰｸ
（特活）里山倶楽部
富田林高校科学部
石川河川公園指定管理グループ
都市公園長野公園管理共同体

南河内地域交流会
①南河内 水辺の生き物水族館2016＆南河内ほわっと流域ﾌｫｰﾗﾑ

平成28年7月30日～8月13日 石川河川公園管理事務所ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ・会議室
②秋色みっけ♪流域こどものまつり

平成28年10月10日(月・祝) 長野公園 奥河内さくら公園（長野地区）及び周辺の河川（石川）

約10団体約1300名が参加

●活動・成果の舞台発表
和泉市立緑ヶ丘小学校／大阪市立新北島中学校科学部／大阪府立富田林高校／雨水利用ｉｎ堺／岡本欣也氏

●作品・パネル展示
（堺市）鳳小学校、黒山小学校、さつき野学園さつき野小学校、 新金岡東小学校、八田荘小学校、浜寺小学校、
浜寺東小学校、原山台小学校 深阪小学校、百舌鳥小学校、大浜中学校、五箇荘中学校、さつき野学園さつき野中学校
月洲中学校、八田荘中学校、日置荘中学校、東百舌鳥中学校、平井中学校、宮山台中学校
（和泉市）青葉はつが野小学校、芦部小学校、北池田小学校、北松尾小学校、光明台北小学校、光明台南小学校
国府小学校、信太小学校、鶴山台南小学校、伯太小学校、緑ケ丘小学校、南池田小学校、南横山小学校、横山小学校
和気小学校、石尾中学校、和泉中学校、北池田中学校、信太中学校、槇尾中学校、南池田中学校、南松尾中学校
（泉大津市）旭小学校、戎小学校、楠小学校、条東小学校、条南小学校、浜小学校、
（その他）大阪市立新北島中学校、大阪府立大学大塚研究室
大阪府港湾局・(一社)大阪府清港会、堺市、高石市、大阪府鳳土木事務所
●ブース出展・工作教室
市民ボランティアネットワーク石津川に鮎を／堺葦船学校／いずみの国の自然館クラブ／
あすの槇尾川を考える会／雨水利用ｉｎ堺／ミニ水族館（岡本氏）／手作り顕微鏡教室（岩野氏）

泉北地域交流会

約60団体約250名が参加

泉南地域交流会 ①近木川ｷｬﾝﾄﾞﾙﾅｲﾄ 平成28年 8月 6日(土) 15:00～20:00 近木川汽水ワンド ほか
②泉南こども地域交流会 平成29年 1月28日(土) 13:00～16:00 大阪府泉南府民センター

①近木川キャンドルナイト
少しでも多くの人が水辺環境に関心を持ち、近木川に目を向けてもら

えればとの思いで、今年度もキャンドルイベントを開催しました。
アドプトリバー２２３（ＴＵＴＵＭＩ）さん、地元子ども会さん、交

流会でも大活躍のかわっぱクラブさんはじめ、参加者全員で子どもたち
が一生懸命に作った灯籠を汽水ワンドと中流の護岸に並べました。

②泉南こども地域交流会
子どもから大人まで幅広い世代の方々に身近な水辺活動や調査等を発

表・展示していただき、約８０名の方にご参加いただきました。
参加者は、クイズ形式の発表に積極的に参加したり、自作の絵を持っ

て発表したり、非常に詳しい調査結果を熱心に聞くなど、身近な水辺環
境に対する関心を深めることができました。

●交流会発表団体
府立りんくう翔南高等学校
熊取町立東小学校
貝塚市立永寿小学校かわっぱｸﾗﾌﾞ
NPO法人 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ熊取
岸和田市立光陽中学校
府立泉鳥取高等学校ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ部

●交流会パネル展示団体
男里川干潟を守る会
貝塚市立自然遊学館
南部流域下水道事務所
泉州農と緑の総合事務所
岸和田土木事務所
岸和田市都市計画課 約12団体約80名が参加

①大阪ふれあいの水辺 地引網で生物調査（第8回、第9回）
大阪ふれあいの水辺（大阪市都島区）で、平成23年に砂浜を整備したことによる整備前後の生物種の変化の把握と府民の川への関心

向上のため、地引網による生物調査を実施し、5月は約350名、10月は約100名の方が参加しました。
地引網の他にも、大川の水と数滴の醤油を垂らした水の水質比較実験をすることで、大川の水質が良好であることやちょっとしたこ

とで川が汚れてしまうことを体験してたり、ツアー形式で水辺を歩くことで、都市部の河川でも様々な生き物が暮らしていることを実
感しました。

●交流会参加団体
ふれあいの水辺利用推進委員会

(地独)大阪府立環境農林水産総合研究所
おお川水辺クラブ
淀川管内河川レンジャー
大阪市環境局、都島区役所
大阪府河川室、西大阪治水事務所、府民文化部
水生生物センターサポートスタッフ

中央地域交流会
①大阪ふれあいの水辺 地引網で生物調査 （第8回、第9回）

平成28年5月28日(土)、平成28年10月22日(土) 大阪ふれあいの水辺

約5団体約450名が参加

①体験型「私の水辺」in 槇尾川 平成28年7月30日（土）10:00～12:00 槇尾川上流
②「水」からつながるなんでも博覧会 平成29年1月28日（土）11:00～15:00 泉北府民センタービル

①体験型「私の水辺」in槇尾川
槇尾川上流で水生生物の調査と観察を行いました。約40人が参加しました（事前申込）。

②「水」からつながるなんでも博覧会
地域の小・中学校や高校、大学の皆さんによる水辺活動・成果の発表を行いました。
会場内で小・中学校等による水辺に関わる作品展示や、地域で活動する団体の皆さんによる各種ブースの出展、葦笛づくり教室やペッ
トボトルを使った手作り顕微鏡教室などを通じ、子どもも大人も一緒になって楽しみながら水辺について学びました。


