
取組紹介パンフレット

自分たちの水辺での活動をみんなに伝えたい方

「私の水辺」推進協議会

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、ねや川水辺クラブ、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」、水辺に学ぶネットワーク、大阪府、大阪府立環境農林水産総合研究所

【協賛】大阪府河川協会、大阪府ため池総合整備推進協議会

【助成】大阪湾広域臨海環境整備センター 【共催】一般財団法人 都市技術センター

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様々なイベントを開催

しています。

「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」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

中 央 大阪市
西大阪治水事務所 06(6541)7771

寝屋川水系改修工営所 06(6962)7661

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

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

北河内
枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、大東市、

交野市、四條畷市
枚方土木事務所 072(844)1331

中河内 東大阪市、八尾市、柏原市 八尾土木事務所 072(994)1515

南河内
松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、太子町、

河内長野市、大阪狭山市、河南町、千早赤阪村
富田林土木事務所 0721(25)1131

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

泉 南
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
岸和田土木事務所 072(439)3601

○総合事務局 （全般についてのお問合せはこちら）

（各地域でのイベント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」推進協議会事務局

府民との協働による魚道などの整備

寝 屋 川 （ 川 勝 水 辺 ひ ろ ば ） に お け る 取 り 組 み

芥 川 （ 川 島 井 堰 ） に お け る 取 り 組 み

芥川（川島井堰）では、住民や学識経験者などと何度も議論を重ね、全国的にも珍しい「石の魚道（通称：小わざ魚

道）」を令和元年に整備しました。完成後の小わざ魚道の手直しや維持管理も住民により行われています。

川島井堰における魚道完成後の遡上調査（延べ６回）では、オイカワやムギツクなど８種類の魚の遡上を確認しました。

■市民によるドローン撮影写真

減勢プール
（石のプール）

堰提からの越流水を受ける排水路

■石の魚道（通称：小わざ魚道）

【工夫した点】
○ 川を流れる量が少ないとき、多いときに魚がのぼるルートを
考えた石の配置になっています。

○ 減勢プール（石のプール）から下流の小プール群に流す流
量のコントロールを行っています。

○ 現地の石を使用しています。 など

■遡上調査で確認できた魚■プール間の流れの様子

寝屋川の「川勝水辺ひろば」では、住民との協働により令和元年に魚道の整備を行いました。

また、魚道の整備と併せて、「川勝水辺ひろば」をより親しみやすいものとするため、「渡り橋」の整備も行いました。

※川勝水辺ひろば：「川勝水辺ひろば」の整備は、平成13年6月～平成14年1月にかけて5回実施された「寝屋川再生プラ

ン・ワークショップ」と平成22年11月～平成24年１月にかけて6回実施された「寝屋川（打上川治水緑地下流）ワーク

ショップ」において計画づくりが行われました。

■川勝水辺ひろばの「魚道」の様子（左：川が流れる前 右：川が流れた後） ■川勝水辺ひろばの「渡り橋」■「魚道」の流れの様子

資料提供：芥川倶楽部



① 大阪ふれあいの水辺 地引網で生物調査（第１２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、5月に地引網による生物調査を開催し約５００名の方が参加しました。

② 水辺の楽校 in 恩智川

東大阪市立加納小学校の５年生約120名の皆さんを対象に、総合治水の話、河川ゴミの話、水質調査（パックテスト、透視度テス

ト）また、水防倉庫で土のう積体験や土のう作り体験を受講してもらいまいした。●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

大阪市立東高等学校

大阪ECO動物海洋専門学校

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

近畿水環境交流会・河川フォーラム実行委員会

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1２回） 令和元年5月12日 （日） 大阪ふれあいの水辺

②水辺の楽校 i n 恩智川 令和元年10月17日（木） 東大阪市立東加納公園（恩智川沿川）

「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、各地域交流会の報告をご覧ください。 5団体 約620名が参加

北部地域交流会
①水辺の楽校 令和元年 6月～10月 芥川・安威川（高槻市・茨木市）

②とよなか市民環境展2019 令和元年11月15・16日 豊中市豊島体育館

③たかつきエコフェスタ 令和2年 1月17・18日 高槻市生涯学習ｾﾝﾀｰ展示ﾎｰﾙ

④あくあぴあ芥川企画展 令和2年 2月8日～3月1日 高槻市立自然博物館あくあぴあ芥川

① 水辺の楽校
総合学習の一環として、芥川・安威川地域の小学校7校で、自然体験活動を通じ水辺に親しんでもらうとと

もに、地域の自然環境・治水対策や水難事故など河川防災について学ぶことを目的に、出前授業を実施しました。
② とよなか市民環境展2019

水辺の生物紹介や水難事故防止を啓発するブースを出展しました。ブースには、豊中市内の小学生を中心に

約650名が立ち寄りました。
③ たかつきエコフェスタ

水辺の楽校での小学生の学習成果や水難事故防止や治水対策等の防災啓発パネルを展示し、水辺に関する缶
バッジ制作ワークショップも行いました。会場には約1,200名の市民の皆様が来場されました。

④ あくあぴあ芥川企画展
水辺の楽校での小学生の学習成果、水難事故防止や治水対策等の防災啓発パネルを展示しました。

●交流会参加団体

高槻市、芥川小学校、

真上小学校、南平台小学校、

土室小学校、西河原小学校、

耳原小学校、安威小学校、

NPO法人芥川倶楽部、たかつき環境市民会議、

高槻市立自然博物館あくあぴあ芥川、豊中市、

茨木バラとカシの会、生物多様センター、

NPO法人豊中市民環境会議アジェンダ２１

15団体 約2,800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

摂南大学（石田ゼミ・エコシビル部）

水辺に親しむ会、大阪府立高専

大阪電気通信大学、大阪府立西寝屋川高等学校

① 水辺の楽校

天野川の水生生物調査などを通して、子供たちが川に親しむことが出来ました。また、川に入る時の注意事項や天野川の水質につい

ても学んでいただきました。

② 淀川まるごと体験会

Eボート乗船体験や、ヨシ笛づくり、防災啓発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 茨田イチョウまつり

パネルの展示、点野玉作り、ヨシ笛づくり、芝人形づくり、Eボート乗船体験を行いました。また、α化米の炊き出しや防災かるたを

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水辺の楽校 令和元年07月20日（土） 0 天野川（枚方市）

②淀川まるごと体験会 令和元年08月04日（日） 0 点野砂州周辺（寝屋川市）

③茨田イチョウまつり 令和元年11月24日（日） 0 茨田樋遺跡水辺公園（寝屋川市）

7団体 約250名が参加

中河内地域交流会

① 出前講座・環境学習

各小学校にて出前講座(学内授業)を行い、大和川、長瀬川の歴史・水質・生き物、豪雨災害について授業をしました。その他にも、水あ

てクイズをしたり、授業の感想を書いて頂いたりしました。別日には環境学習(学外授業)を行い、実際に長瀬川にて植栽活動、水質調査、

生物観察等も行いました。

③ 長瀬川 川・まちあるき

長瀬川が「世界かんがい施設遺産」に登録されたことを記念して、長瀬川とゆかりの深い史跡などを訪ね、まちの歴史に親しんでいただ

くウォーキングイベントを開催しました。ボランティアガイドが見どころを案内・解説し、参加者のみなさんに歴史とともに長瀬川の秋の

景色を楽しんでいただきました。

●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

八尾市立北山本小学校

アクアフレンズ

長瀬川水辺環境づくり推進協議会八尾部会

①出前講座・環境学習 令和元年06月 高美南小学校、安中小学校、北山本小学校、安中町5丁目公園

②秋の水辺まつり 令和元年10月12日(土 ) 安中町５丁目公園(台風の為中止 )

③長瀬川 川・まちあるき 令和元年10月26日(土 ) 長瀬川とその沿線施設（柏原市・八尾市・東大阪市）

④水辺の学校(ﾊｯﾋﾟｰｱ ｰｽﾃﾞｲ) 令和 2年03月21日 (土) 久宝寺緑地 (開催中止 )

5団体 約180名が参加

① 流域・子どもの生きものミュージアム

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流域・子どもの生きものミュージアムを開催しました。今年は展示スペースを拡大し流域の昆虫や標本の展示も

行いました。また、スペースの拡大に伴い、絶滅危惧種であるカワバタモロコをはじめ、ヨシノボリ、ウナギ、アユなど前年度より多くの石川

流域で採取した生き物を展示しました。7/28には専門家を交えたワークショップを開催。約2週間の期間中、前年度の約3倍にあたる延べ約

1900名の方が来場しました。

③ 紀要論文の作成

中高生の水辺の生態に関する日頃の研究成果を論文集にとりまとめ、水環境など地域の自然を守り伝えるために有用な研究成果を共有しました。

●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

富田林中学・高校科学部、石川河川公園指定管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ、都市公園長野公園管理共同体

太子町立中学校、富田林中学校・高等学校、長野北高等学校、上宮太子中学校・高等学校

四天王寺学園高等学校

南河内地域交流会
①流域・子どもの生きものミュージアム＆フェスティバル 令和元年7月20日～8月4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 (台風のため中止) 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)

③紀要論文の作成 通 年

17団体 約2,000名が参加
流域・子どもの生きものミュージアムでの展示状況

泉北地域交流会

●交流会参加団体

はつしば学園小学校、鳳小学校ビオトープ委員会、大阪府立大学里環境の会

堺市河川水路課、和泉市道路河川室、高石市連立街路河川課、大阪府鳳土木事務所

大阪府泉州農と緑の総合事務所、大阪府港湾局・ (一社)大阪府清港会

大阪府立泉北高等学校サイエンス部、大阪市立新北島中学校科学技術部

大阪府立富田林中・高等学校科学部、市民ボランティアネットワーク 石津川に鮎を

あすの槇尾川を考える会、雨水利用ｉｎ堺、ミニ水族館、株式会社アクリート

川とあそぼう♪大和川クラブ、一般社団法人日本GROW WELLNESS協会

手作り顕微鏡教室（岩野氏）、堺葦船学校（葦笛づくり）

株式会社総合水研究所（SDGｓｶｰﾄﾞｹﾞｰﾑ）、大阪府循環型社会推進室（ｴｺﾊﾞｯｸ）

23団体 約230名が参加

①体験型「私の水辺」 i n 槇尾川 令和元年7月20日（土） 槇尾川上流（増水のため中止）

②「水」からつながるなんでも博覧会 令和 2年 2月 2日（土） 泉北府民センタービル

②「水」からつながるなんでも博覧会

地域の学校、団体の皆さんによる水辺活動・成果の発表を行いました。水辺に関わる展示や、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。

※特別講演 講師：鍋島靖信氏 テーマ：大阪の水辺より最近の生き物事情

泉南地域交流会
①近木川ｷｬﾝﾄ ﾞﾙﾅｲﾄ 令和元年08月03日（土） 近木川汽水ワンド ほか

②男里川夏休みの親子の水生生物観察会 令和元年08月11日（日） 男里川流域（菟砥橋）

③男里川水辺の学校 令和元年10月07日（月） 男里川流域（菟砥橋）

④泉南地域交流会 令和２年01月25日（土） せんなん里海公園しおさい楽習館

①近木川キャンドルナイト

水辺環境に関心を持ち、近木川に目を向けてもらうため、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男里川夏休みの親子の水生生物観察会

親子で水生生物の採捕・観察や川の清掃活動を行って、夏休みの思い出作りと水辺環境に対する関心のきっかけ作りを行いました。

③男里川水辺の学校

阪南市立尾崎小学校の生徒のみなさまに、川の役割や危険を正しく知り、川に生息する生き物を通じて水辺環境を大切さを学んでもらうため、

防災学習や水質調査、生物調査といった様々な体験学習を行いました。

④泉南地域交流会

地元の高校生や活動団体の方々に身近な水辺活動や調査等を発表・展示して、お互いの活動内容を知ることにより参加者全員で水辺環境に対

する関心を共有して深めました。また、今年もせんなん里海公園で開催し、うみべの森を守る活動について現場見学を行いました。
●交流会参加団体

貝塚市立永寿小学校かわっぱクラブ

府立泉鳥取高等学校フィールドワーク部

アドプトリバー223（TSUSTUMI）

男里川水系環境保全活動実行委員

里海くらぶ連絡協議会

貝塚市立自然遊学館

NPO法人グリーンパーク熊取

阪南市
8団体 約140名が参加


