
  

        
  
 

 
         

平成２５年２月９日の土曜日に、大阪市内のドーンセンターで、近畿各地の小・中学生が、学校や地域で
取り組んでいる身近な水辺での活動を、熱い想いを込めて発表しました。 
交流会には発表者の子ども達が約250人、一般入館者や関係者も含めると総勢約600名が参加しました。 
今回の交流会を企画・運営してくれた若手スタッフは、小学生の頃に発表者と同じように水辺活動の発表

をした経験がある方や、現在水辺で活動している方など、言わば発表者の先輩のお兄さん、お姉さん達でし
た。当日は自分達の経験を活かして子どもたちとの距離を縮め、発表者のサポーターとして大活躍しました。 
参加者の子ども達は、近畿中から集まった水辺の仲間たちと交流し、お兄さん、お姉さん達からたくさん

学び、楽しく有意義な１日を過ごしました。 
 

交流会の概要…近畿「子どもの水辺」交流会は、近畿府県の小中学生が学校や地域で取り組
んでいる身近な水辺活動を広く発信していただくもので、上下流・府県間な
どを越えて、水辺に関わる近畿のみなさんの交流を深め、地域ぐるみの水辺
活動の継続・広がりを共につくり、守り、育てることを目指しています。   

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  

主催／近畿「子どもの水辺」交流会実行委員会 
（近畿府県の水辺活動団体等、近畿の学生、近畿地方整備局、近畿各府県等、河川環境管理財団、近畿建設協会）  

後援／近畿農政局、近畿地方環境事務所、近畿各府県教育委員会、近畿各政令市、 
       近畿各政令市教育委員会、琵琶湖･淀川流域圏再生推進協議会、琵琶湖･淀川流域圏連携交流会  

 ○(財)河川環境管理財団（河川整備基金）、(社)近畿建設協会、大阪府河川協会から助成を受けています。（順不同） 
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★ みんなで開会宣言を！  
近畿各地から参加した３０の学校や団体が、ド

ーンセンターのホールに集まりました。実行委員
会会長の辻山正甫さん（近畿「子どもの水辺」ネ
ットワーク）と子ども達が一緒になって開会宣言
を読み上げ、第６回近畿「子どもの水辺」交流会
がスタートしました。 
 
 

★ 近畿各地から集まった、 
「水辺」のなかまを紹介 

 
参加した 30 の学校や団体を、司会の小松お姉さ

んが、みんなに紹介しました。 
スクリーンに、参加したみんなの「活動している水
辺」や「活動しているなかま」の写真を映し出しな
がら、参加者全員へいつも活動している水辺の紹介
や活動の内容をアピールしました。 
 
 

★ お兄さんお姉さんの進行で、 
交流会の流れを話しました  
お兄さんお姉さんチームのリーダーであり、第５

部のファシリテーター（進行役）を務める吉村お兄
さん（吉村元貴さん）から、第２部で各発表場所の
コーディネーターとなる 10 人のお兄さん、お姉さ
ん達の紹介をしました。 

 
その後、言美お姉さんがアイスブレイク（静かにしてみようゲーム）を行い、小林お兄さんが大阪の水
辺○×クイズをして、子ども達の緊張を少しでもほぐして発表できるような雰囲気作りをしてから、交
流会の流れを説明し、第１部を終了しました。 
 
 
 
 
 
 

 

第１部 
開会式・参加者紹介

  



   
10 箇所の発表場所に分かれて、グループ別発表会を行いました。各コーディネーターの進行

で、それぞれ自由に工夫したポスターを使って、自由な方法で日頃の水辺での活動を発表してく
れました。中には、劇や、クイズ、遊びを取り入れた発表もありました。                                                                                                                    

 
 

発表者には、様々な質問や、「いいねカード」を使ったたくさんの感想が寄せられました。 
                                                                                                                      

 
① 西京極児童館自然探検隊2004 

（京都府）
「川はみんなの遊び場所」 

② 水のかけ橋エコクラブ （滋賀県）
              「気候変動とびわ湖について」 

③ 環境パトロールキショウブ 
ウォーターガールズ  （大阪府）

              「ホタルについて」 
 
 

 
④ 堺市立神石小学校 理科・栽培委員

会          （大阪府）
   「親しめる石津川を目ざして」 
⑤ ホタルの学校     （滋賀県）

「みんなで、ホタルや生きものたち
を守っています！」 

                                           ⑥ 福田川クリーンクラブ （兵庫県）
                                             「福田川の秘密を探る」 

 
① 自然と文化の森協会・ 

猪名川キッズクラブ  （兵庫県）
  「猪名川・藻川からのすてきな 

おくり物」 
② NPO法人蒲生野考現倶楽部 

（滋賀県）
             「わくわく探険隊による水の命の 

宝物探し」 
③ 中田 才貴      （大阪府）

             「タガメの採集を通じて感じた事」
 

 
④ 池田市立秦野小学校 エコクラブ   （大阪府）

「これで１０年目だよ！はたのっ子ビオトープ！」
 

⑤ 京都市立静原小学校         （京都府）
       「生きものいっぱい静原川」 
 

⑥ 三田市立武庫小学校 さかな委員会  （兵庫県）
       「学校ビオトープと自然環境について」 
 

 

グループ C北

 
① 橿原市立畝傍中学校科学部 

（奈良県）
 「自然と街と歴史的景観を繋ぐ飛鳥
川」 

② 明日香村立聖徳中学校  
郷土自然部      （奈良県）

              「明日香の水辺」 
③ 神戸山手女子中学校  （兵庫県）

              「神戸市内のカメ類の分布と 
イシガメの保全活動について」 

グループ F 

 
①木津川管内河川レンジャー活動に参加している子どもたち 
NPO法人やましろ里山の会木津川子ども部会  （京都府）

 「木津川の川ガキたちで、大好きなワンドを調査したよ！」 
 
②高島市立マキノ東小学校            （滋賀県）
 「琵琶湖で体験！水辺の学習レポート」 
 
③たつの市立小宅小学校 環境クラブ       （兵庫県）
 「人も自然も笑顔いっぱい 守ろう私たちの自然大好き村」 
 
 
 

④ 石川こども自然隊    （大阪府）
           「川や川原の生き物”あれっ ふしぎ”」

⑤ アシレンジャー     （兵庫県）
           「住宅地を流れる川でも観察できる 

水辺の生き物たち」 
⑥ 京丹後長岡緑の少年団こども 

エコクラブ       （京都府）
           「大谷川の生きものを調べて考えたこと」
 

 

グループＡ北 

 
① NPO法人子どもと川とまちの 

フォーラム       （京都府）
            「「川ってなんやろう?」2012」 

② ＴＡＮＡＫＡＭＩこども環境クラブ 
            （滋賀県）

「いきものがつなぐ 川・田んぼ・琵琶湖」
③ エコロジー美園小    （大阪府）

            「自分達の身近な水辺で」 
 

④ エコアイディアキッズびわ湖 
（アイキッズ）     （滋賀県）

「びわ湖の恵みを知り、豊かなびわ湖を守
っていくために出来る事を考え行動する。」

⑤ 川とあそぼう♪大和川クラブ 
（大阪府）

            「きれいな大和川であそびたい」 
⑥ 玉一アクアリウム    （兵庫県）

            「明石川を生き物で、ざわめく川に 
するために」 

グループＢ北 

 
① 山内エコクラブ     （滋賀県）
  「水と暮らしと生き物みっけ」 
 
② かわっぱクラブ     （大阪府）
 「水間電車で行く近木川ミステリー 
ツアー「龍王伝説のなぞを追え」」 

 
③ 三浦 悠里       （兵庫県）

            「ぼくの見つけたたん水の生き物」 
 

グループＥ 

第２部 
グループ別発表会

●コーディネーター：言美 貴子さん 

●コーディネーター：岩崎 英里子さん・小松 若菜さん 

●コーディネーター：石田 真隆さん 

●コーディネーター：浜田 友世さん 

グループＡ南 

●コーディネーター：中野 修一さん 

グループＢ南 

●コーディネーター：山本 脩雄さん 

グループ C南

グループＤ北

グループＤ南

●コーディネーター：小林 慧人さん 

●コーディネーター：坂元 祐馬さん 

●コーディネーター：北原 秀隆さん 

●コーディネーター：平塚 安さん 
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10 箇所の発表場所に分かれて、グループ別発表会を行いました。各コーディネーターの進行

で、それぞれ自由に工夫したポスターを使って、自由な方法で日頃の水辺での活動を発表してく
れました。中には、劇や、クイズ、遊びを取り入れた発表もありました。                                                                                                                    

 
 

発表者には、様々な質問や、「いいねカード」を使ったたくさんの感想が寄せられました。 
                                                                                                                      

 
① 西京極児童館自然探検隊2004 

（京都府）
「川はみんなの遊び場所」 

② 水のかけ橋エコクラブ （滋賀県）
              「気候変動とびわ湖について」 

③ 環境パトロールキショウブ 
ウォーターガールズ  （大阪府）

              「ホタルについて」 
 
 

 
④ 堺市立神石小学校 理科・栽培委員

会          （大阪府）
   「親しめる石津川を目ざして」 
⑤ ホタルの学校     （滋賀県）

「みんなで、ホタルや生きものたち
を守っています！」 

                                           ⑥ 福田川クリーンクラブ （兵庫県）
                                             「福田川の秘密を探る」 

 
① 自然と文化の森協会・ 

猪名川キッズクラブ  （兵庫県）
  「猪名川・藻川からのすてきな 

おくり物」 
② NPO法人蒲生野考現倶楽部 

（滋賀県）
             「わくわく探険隊による水の命の 

宝物探し」 
③ 中田 才貴      （大阪府）

             「タガメの採集を通じて感じた事」
 

 
④ 池田市立秦野小学校 エコクラブ   （大阪府）

「これで１０年目だよ！はたのっ子ビオトープ！」
 

⑤ 京都市立静原小学校         （京都府）
       「生きものいっぱい静原川」 
 

⑥ 三田市立武庫小学校 さかな委員会  （兵庫県）
       「学校ビオトープと自然環境について」 
 

 

グループ C北

 
① 橿原市立畝傍中学校科学部 

（奈良県）
 「自然と街と歴史的景観を繋ぐ飛鳥
川」 

② 明日香村立聖徳中学校  
郷土自然部      （奈良県）

              「明日香の水辺」 
③ 神戸山手女子中学校  （兵庫県）

              「神戸市内のカメ類の分布と 
イシガメの保全活動について」 

グループ F 

 
①木津川管内河川レンジャー活動に参加している子どもたち 
NPO法人やましろ里山の会木津川子ども部会  （京都府）

 「木津川の川ガキたちで、大好きなワンドを調査したよ！」 
 
②高島市立マキノ東小学校            （滋賀県）
 「琵琶湖で体験！水辺の学習レポート」 
 
③たつの市立小宅小学校 環境クラブ       （兵庫県）
 「人も自然も笑顔いっぱい 守ろう私たちの自然大好き村」 
 
 
 

④ 石川こども自然隊    （大阪府）
           「川や川原の生き物”あれっ ふしぎ”」

⑤ アシレンジャー     （兵庫県）
           「住宅地を流れる川でも観察できる 

水辺の生き物たち」 
⑥ 京丹後長岡緑の少年団こども 

エコクラブ       （京都府）
           「大谷川の生きものを調べて考えたこと」
 

 

グループＡ北 

 
① NPO法人子どもと川とまちの 

フォーラム       （京都府）
            「「川ってなんやろう?」2012」 

② ＴＡＮＡＫＡＭＩこども環境クラブ 
            （滋賀県）

「いきものがつなぐ 川・田んぼ・琵琶湖」
③ エコロジー美園小    （大阪府）

            「自分達の身近な水辺で」 
 

④ エコアイディアキッズびわ湖 
（アイキッズ）     （滋賀県）

「びわ湖の恵みを知り、豊かなびわ湖を守
っていくために出来る事を考え行動する。」

⑤ 川とあそぼう♪大和川クラブ 
（大阪府）

            「きれいな大和川であそびたい」 
⑥ 玉一アクアリウム    （兵庫県）

            「明石川を生き物で、ざわめく川に 
するために」 

グループＢ北 

 
① 山内エコクラブ     （滋賀県）
  「水と暮らしと生き物みっけ」 
 
② かわっぱクラブ     （大阪府）
 「水間電車で行く近木川ミステリー 
ツアー「龍王伝説のなぞを追え」」 

 
③ 三浦 悠里       （兵庫県）

            「ぼくの見つけたたん水の生き物」 
 

グループＥ 

第２部 
グループ別発表会

●コーディネーター：言美 貴子さん 

●コーディネーター：岩崎 英里子さん・小松 若菜さん 

●コーディネーター：石田 真隆さん 

●コーディネーター：浜田 友世さん 

グループＡ南 

●コーディネーター：中野 修一さん 

グループＢ南 

●コーディネーター：山本 脩雄さん 

グループ C南

グループＤ北

グループＤ南

●コーディネーター：小林 慧人さん 

●コーディネーター：坂元 祐馬さん 

●コーディネーター：北原 秀隆さん 

●コーディネーター：平塚 安さん 
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★ 今回、交流会には参加できなかった団体のポスターや、「水辺」に関する絵画コンクールや海外からの作品など
の展示を行いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
★ 会場では、大阪にいる水生生物の展示や、インクの分離実験を体験できるコーナーなどが設けられ、 

フリータイムにはたくさんの参加者で賑わいました。 
 
  

作 品 展 示 

体験・交流プログラム 

葦(あし)笛 つくってみよう！ 
（堺葦船学校）

 

大阪湾と和歌山のチリメンモンスターをさがそう！
（きしわだ自然資料館）

 

大阪府の淡水魚の水槽展示とクイズ 
（（独）大阪府立環境農林水産総合研究所 水生生物センター）
 

水を使って、インクを分離してみよう 
（（株）共立理化学研究所）

 
 

誰が一番可愛いのが出来るかな？ 
（近畿子どもの水辺ネットワーク）

 

釣りゲーム 
(NPO日本下水文化研究会関西支部) 

 

実は、黒いインクは色々な色が混ざ
って出来ているのは知っています
か？ 
実験は簡単☆用意する道具は水と紙
とペンだけ☆ 
さらに、他の色はどうなるかな・・・？ 

今日は、ため池や河川などでよくみ
られるコイ等の他に絶滅危惧種のメ
ダカ、カワバタモロコ、ニッポンバ
ラタナゴなど珍しい魚も展示してい
ます。また、大阪府の淡水魚クイズ
に挑戦してください。 

水辺でしか生きていけない「葦」は、
人との関わりの中で強く、たくまし
く育ちます。そんな「葦」を使って、
笛をつくります。今回は「横笛」で
す。笛作りをつうじて、人と「葦」
との関わりについて興味を持ってい
ただけたらと思います。 

みなさんがふだんよく食べている
チリメンジャコやシラスに、イワ
シシラス以外の生き物が入ってる
のを見たことがありませんか？身
近な海に、これらの生き物「チリ
メンモンスター」がいるか、さが
してみませんか？ 

磁石で紙の魚を釣るゲームで
す。釣り上げた魚の名前を当て
てください。 
※子供に、魚などの生き物に興
味を持ってもらって、水環境に
関心を持ってもらうゲーム。 

・植物の実で作るシャボン玉液 
作り体験 

・ドングリころがしゲーム 
・クラフト（ドングリでトトロ作り。

シュロの葉で噛みつきヘビ作り。
マツボックリで矢倉タコ作り） 

第３部 
フリータイム

  
 
 
★ グループ別交流会 
 
 第４部は、みんなに水辺のお宝自慢をしてもらいました。子ども達の心がほぐれた後で、ファシリテ
ーターのお兄さん、お姉さんからテーマが与えられ、子ども達だけで水辺の宣言文を作りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
★ 全体交流会 
 
第５部は、みんなの自慢の水辺のお宝を大きな近畿の地図が描かれた旗に貼り付け、第６回近畿「子

どもの水辺」お宝マップを作り上げました。その後、ファシリテーターの吉村お兄さんと言美お姉さん
の進行で、第４部に各部屋で作った近畿子どもの水辺宣言 6 箇条をみんなで読み上げました。吉村お兄
さん達の提案でこの宣言は来年またみんなで会うまでのそれぞれの水辺活動での約束事にしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 閉会式では、みんなで作ったお宝マップと記念撮影した後、次回開催地である滋賀県の野崎室長から
次回に関するメッセージが伝えられ、交流会を閉幕しました。 

第４部・第５部 
グループ別交流会・全体交流会 

・高島市立マキノ東小学校 
・池田市立秦野小学校エコクラブ 
・三田市立武庫小学校 さかな委員会 
・木津川管内河川レンジャー活動に 
 参加している子どもたち 
 NPO法人やましろ里山の会 
 木津川子ども部会 
・堺市立神石小学校理科・栽培委員会 
・エコアイディアキッズびわ湖 
（アイキッズ） 
・福田川クリーンクラブ 
・中田 才貴 

 
・高島市立マキノ東小学校 
・池田市立秦野小学校 エコクラブ 
・橿原市立畝傍中学校科学部 
・堺市立神石小学校  

理科・栽培委員会 
・西京極児童館自然探検隊2004 
・環境パトロールキショウブ 
 ウォーターガールズ 
・水のかけ橋エコクラブ 
・山内エコクラブ 

 
・たつの市立小宅小学校 環境クラブ 
・NPO法人 

子どもと川とまちのフォーラム 
・石川こども自然隊 
・かわっぱクラブ 
・川とあそぼう♪大和川クラブ 
・NPO法人蒲生野考現倶楽部 
・環境パトロールキショウブ 

ウォーターガールズ 
・三浦 悠里 

 
・たつの市立小宅小学校 環境クラブ 
・ホタルの学校 
・かわっぱクラブ 
・京丹後長岡緑の少年団 
 こどもエコクラブ 
・環境パトロールキショウブ 
 ウォーターガールズ 
・京都市立静原小学校 
・福田川クリーンクラブ 

 
・池田市立秦野小学校 エコクラブ 
・三田市立武庫小学校  

さかな委員会 
・水のかけ橋エコクラブ 
・環境パトロールキショウブ 
 ウォーターガールズ 
・西京極児童館自然探検隊2004 
・神戸山手女子中学校 
・山内エコクラブ 

 

・エコロジー美園小 
・ＴＡＮＡＫＡＭＩこども環境クラブ 
・玉一アクアリウム 
・自然と文化の森協会・ 
 猪名川キッズクラブ 
・エコアイディアキッズびわ湖 
 （アイキッズ） 
・アシレンジャー 
・明日香村立聖徳中学校  

郷土自然部 
・京都市立静原小学校 

グループ A グループＢ

グループＣ グループＤ 

グループ E グループＦ 



  
 
 
★ グループ別交流会 
 
 第４部は、みんなに水辺のお宝自慢をしてもらいました。子ども達の心がほぐれた後で、ファシリテ
ーターのお兄さん、お姉さんからテーマが与えられ、子ども達だけで水辺の宣言文を作りました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
★ 全体交流会 
 
第５部は、みんなの自慢の水辺のお宝を大きな近畿の地図が描かれた旗に貼り付け、第６回近畿「子

どもの水辺」お宝マップを作り上げました。その後、ファシリテーターの吉村お兄さんと言美お姉さん
の進行で、第４部に各部屋で作った近畿子どもの水辺宣言 6 箇条をみんなで読み上げました。吉村お兄
さん達の提案でこの宣言は来年またみんなで会うまでのそれぞれの水辺活動での約束事にしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 閉会式では、みんなで作ったお宝マップと記念撮影した後、次回開催地である滋賀県の野崎室長から
次回に関するメッセージが伝えられ、交流会を閉幕しました。 

第４部・第５部 
グループ別交流会・全体交流会 

・高島市立マキノ東小学校 
・池田市立秦野小学校エコクラブ 
・三田市立武庫小学校 さかな委員会 
・木津川管内河川レンジャー活動に 
 参加している子どもたち 
 NPO法人やましろ里山の会 
 木津川子ども部会 
・堺市立神石小学校理科・栽培委員会 
・エコアイディアキッズびわ湖 
（アイキッズ） 
・福田川クリーンクラブ 
・中田 才貴 

 
・高島市立マキノ東小学校 
・池田市立秦野小学校 エコクラブ 
・橿原市立畝傍中学校科学部 
・堺市立神石小学校  

理科・栽培委員会 
・西京極児童館自然探検隊2004 
・環境パトロールキショウブ 
 ウォーターガールズ 
・水のかけ橋エコクラブ 
・山内エコクラブ 

 
・たつの市立小宅小学校 環境クラブ 
・NPO法人 
子どもと川とまちのフォーラム 

・石川こども自然隊 
・かわっぱクラブ 
・川とあそぼう♪大和川クラブ 
・NPO法人蒲生野考現倶楽部 
・環境パトロールキショウブ 
ウォーターガールズ 

・三浦 悠里 

 
・たつの市立小宅小学校 環境クラブ 
・ホタルの学校 
・かわっぱクラブ 
・京丹後長岡緑の少年団 
 こどもエコクラブ 
・環境パトロールキショウブ 
 ウォーターガールズ 
・京都市立静原小学校 
・福田川クリーンクラブ 

 
・池田市立秦野小学校 エコクラブ 
・三田市立武庫小学校  
さかな委員会 

・水のかけ橋エコクラブ 
・環境パトロールキショウブ 
 ウォーターガールズ 
・西京極児童館自然探検隊2004 
・神戸山手女子中学校 
・山内エコクラブ 

 

・エコロジー美園小 
・ＴＡＮＡＫＡＭＩこども環境クラブ 
・玉一アクアリウム 
・自然と文化の森協会・ 
 猪名川キッズクラブ 
・エコアイディアキッズびわ湖 
 （アイキッズ） 
・アシレンジャー 
・明日香村立聖徳中学校  
郷土自然部 

・京都市立静原小学校 

グループ A グループＢ

グループＣ グループＤ 

グループ E グループＦ 



 
 
 

○第１条 きれいな水辺を守るためにできること 
わたしたちは、せいそうかつどうをします！ 
 

○第２条 たのしい水辺を守るためにできること 
豊かな生き物たちと一緒に泳げる水辺を 
いじするためにルールを守ります！ 
 

○第３条 にぎやかな水辺を守るためにできること 
みんなで、人や生き物を集めます！ 
 

  ○第４条 おいしい水辺を守るためにできること 
   水を大切にして、がいらいしゅをおいしく食べます！ 
 
  ○第５条 すばらしい水辺を残すためにできること 
   水辺のごみをなくし、水辺のみりょくをみんなに伝えます！ 
 
  ○第６条 すてきな水辺を伝えるためにできること 
   ごみをへらして、みどりがおおく、自然がゆたかな、川をめざすために、ポスターを作って、 
   大人の目に入る、いろいろなところにはります！ 
 
 
  ★ 発表した子どもたちの感想（一部）  

・ いろいろな発表があり、自分もたくさんの人に発表できてうれしかった。 
・ みんなで川のことや川をどうやってきれいにすればいいのかを相談して

いるのがとてもたのしかった。 
・ 宣言を決めたりお宝を発表したり楽しかった。 
・ 来年ももっとすごい発表をしようよ。         

■■滋賀県にて開催予定！■■ 
開催時期・内容等については、近畿「子どもの水辺」交流会実行委員会にて検討中！ 

企画決定後、関係機関のホームページに掲載しますのでご覧ください。                                     

近畿子どもの水辺宣言 ６箇条 

第７回 近畿「子どもの水辺」交流会（予告） 

■国土交通省 近畿地方整備局 河川部 地域河川課 
 TEL 06-6942-4407 FAX 06-6942-1867 
■福井県 土木部 河川課 
 TEL 0776-20-0480 FAX 0776-20-0696 
■滋賀県 土木交通部 流域政策局 河川・港湾室 
 TEL 077-528-4154  FAX 077-528-4904 
■京都府 建設交通部 河川課 
 TEL 075-414-5287  FAX 075-432-6312 
■大阪府 都市整備部 河川室 河川整備課 
 TEL 06-6943-7409  FAX 06-6949-3129 
■兵庫県 県土整備部 土木局 総合治水課 
 TEL 078-362-9261  FAX 078-362-3942 

お問い合わせ先 
■奈良県 土木部 河川課 
 TEL 0742-27-7504 FAX 0742-22-1399 
■和歌山県 県土整備部 河川・下水道局 河川課 
 TEL 073-441-3134 FAX 073-433-2147 
■三重県県土整備部河川･砂防課河川計画グループ
 TEL 059-224-2682  FAX 059-224-2684 
■財団法人 河川環境管理財団 近畿事務所 
 TEL 06-6942-2310  FAX 06-6942-2118 
■社団法人 近畿建設協会 
 TEL 06-6941-0174  FAX 06-6941-1742 
■大阪市 建設局 下水道河川部 河川課 
 TEL 06-6615-6839  FAX 06-6615-6583 

参 加 者 の 声 


