
【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、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」、あおぞら財団 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、清掃など水辺活動の取組み、「水の都大

阪」の未来などについて、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。 

各地域では、水生生物の観察、葦笛づくり、ボ

ートの乗船体験やクイズラリーなど様々なプロ

グラムが企画され、多くの方々の協力のもと、そ

れぞれ特色のある交流会が開催されました。 

「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！ 

 

 

近畿各地から３０の団体や小学校・中学校

等の約250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６00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。 

＜「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） 

●大阪府からの交流会参加団体 

○発表参加団体 

  ・石川こども自然隊 

  ・環境パトロールキショウブウォーターガールズ 

  ・中田 才貴 

  ・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 

・池田市立秦野小学校 エコクラブ 

  ・エコロジー美園小 

  ・かわっぱクラブ 

 ○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 

第６回近畿「子どもの水辺」交流会 in 大阪 
平成 2５年２月 9日（土）10：０0～1５：30 

ドーンセンター（男女共同参画・青少年センター） 

今回の交流会では小・中学校の
時に発表者として参加してくれた
お兄さんやお姉さんが企画・運営
に携わってくれました！これから
も一緒に水辺への関心を広めてい
きましょう！ 

みんなでつくった水辺のお宝マップと記念撮影！！ 

グループに分かれて発表会・交流会。 
みんなの熱い想いが伝わってきました！！ 

体験コーナーも大盛況！！ 

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 

平成 25年 1月 26日（土）10:30～15:30 

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、ボランティア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やクイズラリーのほか、地域で活動する団体や企業、

大学等の皆さんに、水生生物の観察、水質実験、水中観察船や雨水を貯留する装置の展示、葦笛作り、

ペットボトルによる顕微鏡作成教室等、子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 
府立泉北高校、府立福泉高校、私立精華高校、和泉市立北池

田中学校、堺市立神石小学校、泉大津市立戎小学校、雨水利
用 in堺 

●パネル展示、ブース出展団体 
大阪府立大学院、府立堺工科高校、和泉めだかネットワーク、堺葦船
学校、堺水質博士、市民ボランティアネットワーク「石津川に鮎を」、
環境教育インストラクター、(社)大阪府環境水質指導協会、(社)大阪府
清港会、 
●作品展示 

和泉市立槇尾中学校、堺市立榎小学校、堺市立桃山台小学校、

泉大津市立穴師小学校、和泉市立芦部小学校、和泉市立国府小学校、

和泉市立南松尾小学校、和泉市立南池田小学校、和泉市立横山小学校、

和泉市立和気小学校、 

●交流会発表団体 

 貝塚市立西小学校 

 大阪府立貝塚高等学校 

 貝塚市立永寿小学校 かわっぱｸﾗﾌﾞ 

府立泉鳥取高等学校ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ部 

 岸和田市立光陽中学校 他 

●交流会パネル展示団体 

熊取町立東小学校 

泉南市立東小学校 

阪南市立福島小学校 

NPO ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ熊取 

男里川干潟を守る会 

うみべの森を育てる会 他 

①平成 24年 6月 10・23日、7月 8・21日、8月 5・25日、9月 9・23日、10月 7日 芥川（高槻市） 
②平成 24年 7月 17日、11月 16日、12月 14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 24年 12月 7・8日 豊中市立豊島体育館（豊中市服部西町 4-12-1） 
④平成 25年  1月 19・20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 25年  3月 20・21日 イオン茨木 １階 ジョイプラザ（茨木市松ヶ本町 8-30） 

あくあぴあ芥川（芥川緑地資料館）との共催で、①ハグロトンボのマーキン

グ調査を芥川で行いました。また、②箕面市立とどろみの森学園内で昨年に引

き続き児童とともにビオトープを作り、水生生物の観察会を行いました。 

そして小学生が河川や水路での生きもの調査で学んだ成果を、③豊中市民環

境展や④たかつきエコフェスタ２０１３で展示を行うとともに、来場者との交

流を図りました。また、⑤イオン茨木での展示会では、学習成果の展示ととも

に、備蓄食品から耐震化等の展示も行い、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。 
 

●交流会参加団体 

茨木市立山手台小学校 

茨木市立西河原小学校 

高槻市立南平台小学校 

高槻市立如是小学校 

高槻市立土室小学校 

高槻市立真上小学校 

高槻市立上牧小学校 

高槻市立松原小学校 

箕面市立とどろみの森学園 

NPO法人芥川倶楽部 

あくあぴあ芥川（芥川緑地資料館） 

ハグロトンボ調べ隊 

 

中河内地域交流会 

北河内地域交流会 

南河内地域交流

会 ①石川の生物・環境を多くの人に知ってもらい、人々が「つながる」きっかけ

づくりとして、絶滅危惧種であるカワバタモロコをはじめとして石川流域で

採取した生き物を展示したほか、地域の水辺団体の活動のパネル展示を行い

ました。また、来場者の方々に南河内地域で活動を行っている水辺団体を紹

介するガイドブック（小冊子）を配布しました。約１か月の期間中に、のべ

1,120名の方々が来場しました。 
●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 

(公社)大阪自然環境保全協会ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟﾁｰﾑ 

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 

藤井寺工科高校生物部 

河内長野市立天見小学校 

河内長野市自然環境保護協議会 

河内長野水生生物研究会 

石川“ｅ”公園ﾈｯﾄ(石川河川公園指定管理者) 

①水生生物・パネル展示     平成 24年 7月 14日～８月 12日 

②みんなでつながるシンポジウム 平成 24年 8月 11日(土)13:30～16:00 

開催場所：石川河川公園管理事務所エントランスホール・会議室 

②上記のｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄとして、参加協力団体の方々にお集まり

いただき開催しました。地域で水辺活動を行っている各団体の

活動報告や、パネル展示を行いました。また、今後の活動につ

いてのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを開催した結果、水辺と向き合う方々がゆるや

かにつながる場づくりを行っていくことで合意しました。 

①幸町公園水辺のつどい 平成 24年 9月 １日 （土）  10:00～13:30幸町公園 

②茨田イチョウまつり  平成 24年 11月 23日（金・祝）10:00～15:00茨田樋遺跡水辺公園 

茨田イチョウ祭り 
寝屋川市内の水辺活動を行っている団体、地元自治会、大学、淀川管内河川レンジャーなど、約

１５０名が集まり、「茨田イチョウまつり」を開催しました。 

淀川の水を流す幹線水路で行ったボートの乗船体験は、地域の子どもたちに大人気！ 

シンボルツリーの大イチョウにしめ縄を張ったあとは、各団体が持ち寄った材料で秋の実りを食べ

る会を実施。水辺に関するクイズラリーに参加された方には銀杏をプレゼントしました。 

また、各団体による水辺活動の発表やパネル展示を行い、交流を図りました。 

幸町水辺のつどい 
寝屋川市幸町公園では、自然観察会・カヌー乗船会等と併せ、寝屋川の環境整備事業や洪水リス

クに関する説明・パネル展示を行いました。 

    

●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 
（澤井研究室・石田研究室 

・エコシビル部）  

寝屋川市自然を学ぶ会 

大阪府水生生物ｾﾝﾀｰ 

（社）寝屋川青年会議所 

府立高専大谷研究室 

大阪電気通信大学高岡研究室 

FUKUYA ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞｼｮｯﾌﾟ 

ふれあいプラザ香里 

点野小学校 

成美小学校 

三井小学校 

ねや川水辺クラブ  など 

中河内地域交流会 

①長瀬川沿いで一斉打ち水を実施し、長瀬川沿線の小学生たちと自然の営みによる「涼」の復活と打ち水

を行い、環境学習としての効果（温度差）を検証していただきました。 

②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、柏原市域の長瀬川から会場の八尾市域まで子どもたちのメッセージをカプセルに入れ、会場の子ど

もたちに川などの思いを伝える「水の旅人伝言丸」を行い、このメッセージによる交流会も開催しまし

た。 

③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、

大和川コンクール受賞作品の朗読発表も実施しました。 

●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 24年 8月 6日（月）11:00～11:30 長瀬川沿い（中河内地域） 
②平成 24年 10月 13日（土）9:30～12:00 長瀬川沿いの公園（安中町５丁目公園内） 
③平成 24年 12月 21日（金）11:30～16:00 アリオ八尾（レッドコート） 

泉南こども地域交流会 

①ウミホタル観察会 

せんなん里海公園で、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。大阪湾でこんなに

素敵な生き物が観察できることに参加者一同大

感動！毎年恒例の大人気イベントです。 

②泉南こども地域交流会 

地元の小中学校、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成果

の発表会を行いました。最後は班に分かれて「理

想の水辺」というテーマで議論し、世代や所属

を超えた交流をしました。 

いろいろな活動や意見を知ることで、子ども

にも大人にも、よい刺激になりました。 

①平成 24年 9月 15日(土)18:00～20:30 せんなん里海公園（岬町淡輪地先） 

②平成 25年 1月 26日(土)13:00～16:00   元関空交流館（貝塚市二色三丁目） 


