
【主催】「私の水辺」大発表会実行委員会 

構成：大阪府都市整備部・環境農林水産部、アクアフレンズ、大阪子どもの水辺ネットワ

ーク、恩智川環境ネットワーク会議、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 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 

    （社）大阪府環境水質指導協会 

【後援】大阪府教育委員会 

※本事業は、「きれいな川と暮らそう」基金の助成を受け実施しています。 

府内各地域において、特色のある交流会

を開催し、川、池、水路、海辺など、身近

な水辺で調べたこと、清掃などの水辺活動

の取組み、「水の都大阪」の未来について、

小中学生や市民団体等の方々に発表・展示

を行っていただきました。 

また、「私の水辺」大発表会の活動が 10

年目の節目を迎えたことを記念したフォー

ラムを開催し、「いい川・水辺づくり宣言」

をまとめ、これからの取り組みの推進に向

け、決意を新たにしました！ 

 

「私の水辺」大発表会は、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

みについて発表していただく場として、平成 14年度より開催しています。 

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り、「共につくり、守り、育てる」水辺づくりを目指しています。 

身近な水辺で見つけた！学んだ！きれいにした！ 

 

 

 「私の水辺」大発表会の活動が 10年目の節目を迎え、今後の地域の川や水

辺のあるべき姿や取組みを考え、地域の“いい川・水辺”をより一層保全・活

用していく契機として、『～地域との協働による～大阪の“いい川・水辺づく

り”フォーラム』と題し、記念行事を開催しました！  

 この10年間に子どもとして発表された方々によるパネルディスカッション

や、水辺の活動に携わっている皆さんによるワークショップを行い、最後に、

フォーラムの参加者全員で、「いい川・水辺づくり宣言」をまとめました。 

＜「私の水辺」大発表会実行委員会事務局＞ 
○全体事務局 

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） http://www.pref.osaka.jp/kasenkankyo/ 

○地域事務局 

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

茨木土木事務所 TEL:072(627)1121（所管地域：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 TEL:072(844)1331（所管地域：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 TEL：072(994)1515（所管地域：東大阪市、八尾市、柏原市） 

南河内 富田林土木事務所 TEL：0721(25)1131（所管地域：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 TEL：072(273)0123（所管地域：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 TEL：072(439)3601（所管地域：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） 

第 5回近畿「子どもの水辺」交流会 in兵庫 
 

●交流会参加団体（大阪府のみ） 

○発表参加団体 

  ・石川こども自然隊 

  ・和泉市立信太中学校 理科部 

  ・貝塚市立南小学校 かわっぱクラブ 

  ・川とあそぼう♪大和川クラブ 

  ・堺市立神石小学校 理科・栽培委員会 

 ○作品展示団体 

  ・「私の水辺」大発表会 

    中河内地域交流会実行委員会 

 近畿各地から 26 の団体や小学校・中学校等の約 250 名が

集まり、５グループに分かれてのグループ別発表会や、全員が

一堂に会しての全体交流会を行い、身近な水辺で観察したこと

や、体験したこと、取り組んだ活動などを発表・発信してくれ

ました。 

 一般参加の方や協力団体等を含めると、総勢約 800名に参

加いただきました。子どもたちは、博物館ならではの体験や展

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。 

平成 24年２月４日（土）10：00～15：00 
兵庫県立人と自然の博物館（兵庫県三田市） 

『～地域との協働による～大阪の“いい川・水辺づくり”フォーラム』 
平成 24年２月 19日（日）10：30～16：30 

大阪市中央公会堂 ３階小会議室 

 

大阪の水辺って子どもが遊べ、身近にふれあい、 

いろいろな生きものがいっぱいであってほしいなぁ！ 

地域の輪を拡げつつ、流域での行動につなげ、 

人々が水辺に関われる仕組みをつくり、 

自慢できるすてきな水辺を実現しよう！ 

http://www.pref.osaka.jp/kasenkankyo/


 

北部地域交流会 

「水」からつながるなんでも博覧会 

～泉北地域交流会～ 

泉南こども地域交流会 

 

●交流会参加団体 

茨木市立西河原小学校 

高槻市立桜台小学校 

高槻市立清水小学校 

高槻市立土室小学校 

高槻市立真上小学校 

高槻市立堅田小学校 

高槻市立上牧小学校 

 

高槻市立竹の内小学校 

関西大学初等部 

箕面市立とどろみの森学園 

（小中一貫校） 

豊中市立少路小学校 

NPO法人芥川倶楽部 

あくあぴあ芥川緑地資料館 

ハグロトンボ調べ隊 

 

 

 

①平成 23年 7月 9、24日、8月 13、27日、9月 10、25日、10月 8日 芥川（高槻市） 
②平成 23年 11月 21、28日、2月 16日、3月 8、21日 箕面市立とどろみの森学園（箕面市森町中 1-23-14） 
③平成 23年 12月 9、10日 豊中市立豊島体育館（豊中市服部西町 4-12-1） 
④平成 24年  2月 24、25日 高槻市立生涯学習センター 1・3階（高槻市桃園町 2―1） 
⑤平成 24年  3月 10日～12日 イオン茨木 １階 ジョイプラザ（茨木市松ヶ本町 8-30） 

昨年度に引き続き、あくあぴあとの共催で芥川での①ハグロトンボマーキング調

査を行いました。調査を通して、芥川の豊かさを感じることが出来ました。 

また、新たな取り組みとして、箕面市立とどろみの森学園内に児童とともに②ビ

オトープを作りました。来年度はそこに集まる水生生物の観察を行っていく予定で

す。③豊中市民環境展や④北部地域交流会（「たかつきエコフェスタ」との併催）で

は、それらの取り組みについて展示を行うとともに、来場者との交流を図りました。

⑤イオン茨木での展示会では、防災についてのミニ講座なども行い、水辺について

関心を高めてもらうとともに防災意識の啓発も行いました。 

① ﾊｸﾞﾛﾄﾝﾎﾞﾏｰｷﾝｸﾞ調査 

  ②ビオトープづくり ④北部地域交流会(たかつきｴｺﾌｪｽﾀ) 

●交流会発表団体 

 貝塚市立南小学校かわっぱクラブ 

 阪南市立尾崎小学校 

 大阪府立貝塚高等学校 

 府立泉南、りんくう翔南高等学校 

府立泉鳥取高等学校ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ部 

 男里川を守る会 

 うみべの森を育てる会 

●交流会パネル展示団体 

貝塚市立西小学校 

阪南市立福島小学校 

泉南市立東小学校 

NPO ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ熊取 など 

①ウミホタル観察会 

せんなん里海公園にて、地域で活動されてい

るボランティア団体のご指導のもと「ウミホタ

ルの観察会」を実施しました。勉強会の後、夜

の砂浜でウミホタルを捕獲！青白く光るその姿

はとても美しく、参加者は大興奮！水辺への関

心が高まりました。 

②泉南こども地域交流会 

地元の小学校、高校、NPO 団体と幅広い世

代の方々による水辺に関する日頃の活動発表会

を行いました。また、手づくり名刺の交換、パ

ネル展覧会、最後は班に分かれて「理想の水辺」

というテーマで議論し、たくさんの意見が集ま

りました。 

①平成 23年 9月 17日(土)18:00～20:00 せんなん里海公園（岬町淡輪地先） 

②平成 24年 1月 29日(日)13:00～16:00イオンモールりんくう泉南（岸和田市野田町 3丁目 13-2） 

平成 24年 1月 28日（土）10:00～16:00 

泉北府民センタービル（堺市西区鳳東町４丁 390-１） 

 
地元の小学校・中学校・高校、ＮＰＯ団体と幅広い世代の方々による日ごろの学習・活動成果

の発表を行いました。また会場では、パネル展示、クイズラリーのほか、地域で活動する団体や

NPO、企業、大学等の皆さんに、木やドングリを使った工作、水生生物の観察、水質実験や雨水

を貯留する装置の展示、「葦笛作成教室」等、こどもも大人も一緒になって楽しみながら学ぶブー

ス出展をしていただきました。 

●発表団体 
堺市立神石小学校理科・栽培委員会、和泉市立信太中学校理科同好会 
和泉市立槇尾中学校、大阪府立泉北高等学校サイエンス部  

市民ボランティアネットワーク石津川に鮎を、泉北笑働ねっと 
●作品の部 

 和泉市立芦部小学校、和泉市立黒鳥小学校、和泉市立伯太小学校、 

和泉市立南横山小学校、和泉市立横山小学校、和泉市立北池田小学校 

和泉市立光明台南小学校、和泉市立和気小学校 

●パネル展示、ブース出展団体 
大阪府立大学院、(株)シマノ、和泉めだかネットワーク、 
堺自然ふれあいの森、雨水利用 in堺、堺葦船学校、 
(社)大阪府環境水質指導協会、堺水質博士、 
みずからまもろうふるさと芦田川の会、(社)大阪府清港会、 
 

中河内地域交流会 

北河内地域交流会 

①長瀬川沿いで一斉打ち水を実施し、自然の営みによる「涼」の復活と打ち水を通した環境学習とし

てその効果（温度差）を検証していただきました。 

②長瀬川を散策し様々な魅力を感じてもらうとともに、その源でもある大和川では、魚の水槽展示、

モンドリ・投網による小魚の採取、水質調査等を行ない水辺環境の大切さを認識していただきました。 

③水生生物によるお手玉づくり、牛乳パックによる工作船づくり等の体験型プログラムを実施すると

ともに参加者全員による水辺への思いを語る交流会も開催しました。 

④アリオ八尾で、中河内地域の小学生による水辺活動の発表会や水辺活動のパネル展示等を行うとと

もに、水辺の取組みや「思い」を共有する場としてスタッフどおしの井戸端会議も実施しました。 

●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 等 

 アクアフレンズ 

 恩智川環境ネットワーク会議 

 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙ「ピープル」 

 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 

①平成 23年 8月 5日（金）11:00～11:30 長瀬川沿い（中河内地域） 
②平成 23年 9月 10日（土）13:00～16:30 長瀬川及び大和川河川敷 
③平成 23年 10月 9日（土）9:30～12:00 長瀬川沿いの公園（安中町５丁目公園内） 
④平成 23年 12 月 26日（月）11:00～15:30 アリオ八尾（レッドコート） 

  ⑤イオン茨木展示会 

平成 23年 11月 23日（水・祝）10:00～15:00 

茨田樋遺跡水辺公園（寝屋川市点野１丁目） 

 

寝屋川市内の水辺活動を行っている団体・学校、地元自治会・こども会、淀川管内河川レンジャ

ーなど約３０５名が集まり、「茨田イチョウまつり」を開催しました。 

①淀川の水を流す幹線水路でおこなったＥボードの乗船体験は、地域の子供たちに大人気！ 

②③シンボルツリーである大イチョウにしめ縄を張ったあとは、みんなで集めた大イチョウの銀

杏や、各団体が持ち寄った材料をもとに、秋の実りを食べる会を実施。焼きたての銀杏、地元産

新米や児童が育てたサツマイモもふるまわれました。 

④会場内には水辺活動のパネルを展示。児童、団体による水辺の活動成果が発表されました。 

 

     
   

茨田イチョウまつり 

●交流会参加団体 

淀川管内河川ﾚﾝｼﾞｬｰ 

点野自治会 

摂南大学 

水辺に親しむ会 

若葉町こども会 

大阪府水生生物ｾﾝﾀｰ 

FUKUYA ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｼｮｯﾌﾟ 

NPO NOAC 

（社）寝屋川青年会議所 

府立高専藤長研究室 

オール電算協働組合 

寝屋川市自然を学ぶ会 

ねや川水辺クラブ  など 
①Ｅボード乗船体験 ②しめ縄張り ③秋の実りを食べる会 ④水辺活動のパネル展示 

水都大阪 2009『でっかい会場で、ちぃちゃな子どもの井戸端会議』に

おいて、日ごろ「身近な水辺」で活動している子どもたちが、「都会の水

辺」を見て・感じて“未来の水都に望む夢”を描いた“大絵地図”を展示

しました。 

これを一般の方々に見て頂き、“子ども達が水都に抱いた思い”を感じ

る場を創出するのをねらいとし、展示を見た感想や、現在の水都への思い

や水辺でしたいことなど自由なメッセージを書いてもらいました！ 

 

平成 23年 10月 22日(土)～10月 30日(日) 10:00 ～ 17:00  

場所：中之島水上劇場横 

【主催】 近木川流域自然大学研究会 

【協力】 「私の水辺」大発表会実行委員会※ 

      ※構成： 「私の水辺」大発表会中央交流会事務局 

 


