
⼤阪府流域下⽔道の⼀般開放施設
家族で︕恋⼈と︕乗り物・マンホール愛好家にもおすすめ︕

無料の外遊びスポット特集

大阪府都市整備部下水道室



スカイランドHARADA ①
（原田水みらいセンター・豊中市）

川俣スカイランド ⑦
（川俣水みらいセンター・東大阪市）

高槻スカイランド ②
（高槻水みらいセンター・高槻市）

虹の広場・風の広場 ⑧
（今池水みらいセンター・松原市）

鴻池スカイランド ⑤
（鴻池水みらいセンター・東大阪市）

下水道ふれあいプラザ ⑥
（鴻池水みらいセンター・東大阪市）

大井ふれあいらんど ⑨
（大井水みらいセンター・藤井寺市）

せせらぎの丘・かがやき広場 ⑩
（狭山水みらいセンター・大阪狭山市）

いこいの広場 ③
（渚水みらいセンター・枚方市）

なわて水みらい緑地 ④
（なわて水みらいセンター・四條畷市）

⼤阪府流域下⽔道の⼀般開放施設（無料の外遊びスポット）

大阪府広報担当副知事
もずやん
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スカイランドHARADA
所在地 猪名川流域下⽔道 原田水みらいセンター

豊中市原⽥⻄町1-1
連絡先 スカイランドHARADA管理事務所

06-6846-8181

開園時間 9:00〜17:00
休園日 ⽊曜⽇（祝⽇の場合翌⽇）、年末年始
⼊場料 無料
駐⾞場 ￥100/30分、最大￥800

（駐⾞可能台数144台）

●トイレ１か所●授乳室なし●救護室なし●飲食施設なし●飲食
物の持込可●自販機１か所●ベビーカー可●車いす可●原則犬同
伴不可

アクセス●車⇒阪神高速池田線豊中JCTより北西へ3km、約6分。
●電車⇒JR・阪急伊丹駅より市バス神津経由岩屋循環クリーンラ
ンド前行き、岩屋東下車すぐ

▲航空機の迫⼒ある離発着が すぐ近くで⾒ることができます

▲芝生広場には遊具もありお子様も楽しめます ▲ 処理⽔を使ったせせらぎ広場

▲多目的運動広場（事前予約要） ▲施設平面図

入場
無料



高槻スカイランド
所在地 淀川右岸流域下⽔道 高槻水みらいセンター

高槻市番田２丁目１番１号
連絡先 北部流域下⽔道事務所 高槻管理センター

072-671-1381

開園時間 9:00〜17:00
休園日 火曜日（祝日の場合翌日）及び、年末年始
⼊場料 無料
駐⾞場 無料（93台）

●トイレ３か所●授乳室なし●救護室なし●飲食施設なし●飲食
物の持込可●自販機2か所●ベビーカー可●車いす可●原則犬同
伴不可

アクセス●バス⇒阪急茨木駅またはＪＲ茨木駅より京阪バス枚方
市駅行き利用。番田下車すぐ

ＪＲ高槻駅南または阪急高槻駅より高槻市営バス下田
部団地行き利用。下田部団地下車、徒歩約１５分。

▲平成28年4月15日よりオープン。
周辺緑地（トリムコース）とも繋がっており、ウォーキングに最適。

▲府内屈指の新幹線撮影スポット ▲四季を通して様々な花が咲きます

▲周辺緑地（トリムコース）の滝と野鳥 ▲施設平面図

入場
無料



いこいの広場
所在地 淀川左岸流域下⽔道 渚水みらいセンター

枚方市渚内野4丁目
連絡先 東部流域下⽔道事務所 渚管理センター

072-855-0600

開園時間 9:00〜17:00
休園日 年末年始
⼊場料 無料
駐⾞場 無料（20台・・・・うち障がい者用3台）

●トイレ１か所●授乳室なし●救護室なし●飲食施設なし●飲食
物の持込可●自販機１か所●ベビーカー可●車いす可●犬同伴可

アクセス●車⇒第二京阪道路交野南ＩＣより北へ9km、約30分。
●電車⇒京阪牧野駅から徒歩約18分。京阪御殿山駅から徒歩
約25分。

▲春には広場の桜が満開になります

▲ベンチでひと休みもできます ▲処理⽔でつくられたせせらぎ

▲散歩コースに最適 ▲施設平面図

入場
無料



なわて水みらい緑地
所在地 寝屋川流域下⽔道 なわて水みらいセンター

四條畷市砂４丁目
連絡先 東部流域下⽔道事務所 鴻池管理センター

06-6911-9595

開園時間 9:00〜17:00
休園日 ⽕曜⽇（祝⽇の場合翌⽇）、年末年始
⼊場料 無料
駐⾞場 無料（28台・・・うち障がい者用2台）

●トイレ１か所●授乳室なし●救護室なし●飲食施設なし●飲食物
の持込可●自販機１か所●ベビーカー可●車いす可●原則犬同伴不
可

アクセス●車⇒第二京阪道路寝屋川南ＩＣより南西へ200m、約2分
●電車⇒京阪萱島駅から徒歩約20分。JR忍ケ丘駅から徒歩
約25分

下⽔処理施設の屋上に広⼤な芝生

▲きれいな花も鑑賞できます ▲発掘された馬の遺跡を展示しています

▲お散歩コースに最適 ▲施設平面図

入場
無料



鴻池スカイランド
所在地 寝屋川流域下⽔道 鴻池水みらいセンター

[東側] 東⼤阪市北鴻池町1-18 
[⻄側] 東⼤阪市⻄鴻池町4

連絡先 東部流域下⽔道事務所 鴻池管理センター
06-6911-9595

開園時間 9:00〜17:00
休園日 ⽕曜⽇（祝⽇の場合翌⽇）、年末年始
⼊場料 無料
駐⾞場 無料(21台・・・うち障がい者用2台（東側のみ））

●トイレ１か所●授乳室なし●救護室なし●飲食施設なし●飲食
物の持込可●自販機１か所●ベビーカー可●車いす可●原則犬同
伴不可

アクセス●車⇒近畿自動車道高速門真ICより南へ2.6km、約7分。
●電車⇒JR片町線(学研都市線) 鴻池新田駅 から
[東側] 徒歩約5分。 [⻄側] 徒歩約15分。

▲下⽔処理施設の屋上に広⼤な芝生

▲ベンチでひと休み ▲処理⽔でつくられたせせらぎ

▲お散歩コースに最適 ▲施設平面図

入場
無料



下水道ふれあいプラザ
所在地 寝屋川流域下⽔道 鴻池水みらいセンター

東大阪市北鴻池町1-18 
連絡先 東部流域下⽔道事務所 鴻池管理センター

06-6911-9595

⾒学時間 9:00〜17:00
休園日 土日祝、年末年始
⾒学料 無料（※要事前予約）
駐⾞場 無料（30台）

●トイレ１か所●授乳室なし●救護室なし●飲食施設なし
●飲食物の持込可●自販機なし●ベビーカー可●車いす可
●原則犬同伴不可

アクセス●車⇒近畿自動車道高速門真ICより南へ2.6km、約7分
●電車⇒JR片町線(学研都市線) 鴻池新田駅 から徒歩約10分

▲流域下⽔道管渠のモニュメント（⼿前）と実際に⼯事使⽤されたシールドマシン（中央）

▲府内市町村のデザインマンホールを鑑賞できます ▲流域下⽔道50周年記念につくられた
もずやんマンホール

▲下水道ふれあいプラザのある鴻池水みら
いセンターでは、マンホールカードを配布中 ▲施設平面図

入場
無料



川俣スカイランド
所在地 寝屋川流域下⽔道 川俣水みらいセンター

東大阪市川俣2丁目1-1
連絡先 川俣管理センター

06-6789-0201

開園時間 8:00〜17:00
休園日 ⽕曜⽇（祝⽇の場合翌⽇）、年末年始
⼊場料 無料
駐⾞場 無料（25台）

●トイレ１か所●授乳室なし●救護室なし●飲食施設なし●飲食
物の持込可●自販機１か所●ベビーカー可●車いす可●犬同伴不
可

アクセス●車⇒阪神高速東大阪線長田ICより北西へ約2km、
約10分。●電車⇒JR高井田中央駅・地下鉄中央線高井田駅か
ら徒歩約10分

▲下⽔処理施設の屋上に広⼤な芝⽣

▲再生水でつくられたせせらぎ ▲お散歩コースに最適

▲すべり台など幼児向け遊具が充実 ▲施設平面図

入場
無料



「虹の広場」・「風の広場」
所在地 大和川下流下⽔道 今池水みらいセンター

松原市天美⻄7丁目265-1
連絡先 南部流域下⽔道事務所 今池管理センター

072-336-7655

開園時間 8:00〜17:00
（春分の日から秋分の日までは8:00〜18:00まで）

休園日 虹の広場 年末年始
風の広場 火曜日（祝日の場合翌日)、年末年始

⼊場料 無料
駐⾞場 無料（25台）

●トイレ３か所●授乳室なし●救護室なし●飲食施設なし●飲食
物の持込可●自販機なし●ベビーカー可●車いす可●原則犬同伴
不可

アクセス●電車⇒近鉄南大阪線河内天美駅から徒歩約20分
地下鉄御堂筋線北花田駅から徒歩約25分

▲施設屋上に整備された風の広場。中央が多目的広場（要予約）。

▲せせらぎ⽔路のある虹の広場 ▲桜のころは各所でお花⾒が楽しめる

▲イングリッシュガーデン（風の広場） ▲施設平面図

風の広場

入場
無料



大井ふれあいらんど
所在地 ⼤和川下流流域下水道 大井水みらいセンター

藤井寺市⻄⼤井１丁⽬４０７番地の１
連絡先 南部流域下⽔道事務所 ⼤井管理センター

072-938-5816

【ふれあい広場】
開園時間 9:00〜17:00

(4月から7月までの土曜日、日曜日、祝祭日は9:00~18:00)
休園日 火曜日（祝⽇の場合翌⽇）、年末年始
⼊場料 無料
駐⾞場 無料(21台)

●トイレ２か所●授乳室なし●救護室なし●飲食施設なし●飲食
物の持込可●自販機なし●ベビーカー可●車いす可●原則犬同伴
不可

アクセス●電車⇒近鉄南大阪線藤井寺駅北口から近鉄バスに乗
車し小山停留所にて下車。徒歩約１５分。

▲ふれあい広場からは市街地を一望できます

▲ふれあい緑地の桜並木を大水川から望む ▲古墳のような外観

▲下⽔処理施設の屋上に広大な芝生広場 ▲施設平面図

入場
無料



「せせらぎの丘」・「かがやき広場」
所在地 大和川下流流域下⽔道 狭山水みらいセンター

大阪狭山市東池尻６丁目１６４７
連絡先 南部流域下⽔道事務所 狭山管理センター

072-365-2490

開園時間 7:00〜18:00(10月1日から3月31日は7:00
~17:00)

休園日 毎月第１、第３火曜日(祝日の場合翌日)
年末年始

⼊場料 無料
駐⾞場 無料(17台)

●トイレ１か所●授乳室なし●救護室なし●飲食施設なし●飲食物
の持込可●自販機なし●ベビーカー可●車いす可●原則犬同伴不可

アクセス
●電車⇒南海高野線大阪狭山市駅から徒歩約15分

▲せせらぎの丘では処理場内に修景施設を整備し、府⺠の皆様に憩いの場を提供しています

▲かがやき広場では様々なスポーツを楽しめます ▲遊歩道の途中にはあずまやもあります

▲せせらぎには処理⽔が利⽤されています ▲施設平面図

入場
無料


