
＜お問合せ先＞

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、大阪港湾局、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

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、良好な水辺環境を保全・活用

するきっかけづくりのため、日ごろの取組みについての発表や生物観察など水辺活動を体験する

場として様々なイベントを開催しています。

「水辺」への関心をさらに深めるとともに、「水辺」に関わる者が一体となった「共につくり、

守り、育てる」水辺づくりを目指しています。

「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）

（各地域でのイベント開催予定や内容について）

ＳＮＳを活用した「私の水辺」に関する情報の発信
令和２年度の取組みの１つとして、ＳＮＳを活用して「私の水辺」に関する情報を発信しました。

▲ 「中河内水辺だより」を広く周知するためにチラシを
作成し小学校へ配布しています。

■中河内委員会のホームページ

※「中河内水辺だより」では、中河内地域の水辺における活動や

水生植物・いきもの等について情報を発信しています。

■ドローンで撮影した地下河川の様子をYouTubeで
配信（寝屋川南部地下河川（若江立坑）

解説を入れながら
紹介しています！

「私の水辺」推進協議会のホームページ

中央委員会

中河内委員会

※ 中河内・各地域委員会のイベントを紹介しています！

「私の水辺」推進協議会



② 川たんけん（河川環境学習）

大阪市立南小学校の4年生約30名と保護者の皆さんを対象に、道頓堀川から東横堀川、土佐堀川、寝屋川、第二寝屋川、大川、

堂島川を船で回りながら川のお話を聞いてもらい、その間に採取した川の水で水質調査（パックテスト）をしてもらいました。

また津波・高潮ステーションにて防災についての勉強もしてもらいました。

●交流会参加団体
大阪市立南小学校

中央地域交流会 ①桜ノ宮ビーチフェスティバル2020 令和2年5月（新型コロナにより中止） 大川ふれあいの水辺（桜ノ宮ビーチ）

②川たんけん（河川環境学習） 令和2年10月29日（木） 大川、堂島川、津波・高潮ステーション

１団体約40名が参加

北部地域交流会
①水辺の楽校 令和 2年 7月～9月 芥川・安威川（高槻市・茨木市）
②とよなか市民環境展2020 令和 2年 11月27日 豊中市環境交流センター
③あくあぴあ芥川企画展 令和 3年 1月16日～2月7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4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2020
水難事故防止やマイタイムライン作成を啓発するブースを出展しました。豊中市内の方を中心に約200名が立

ち寄り、大雨時の行動などについて興味を持ってもらうことができました。

③ 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、真上小学校、南平台小学校、
土室小学校、西河原小学校
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

12団体約2,600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

② 淀川まるごと体験会

今年度は参加者を限定し、アルコール消毒や大阪コロナ追跡システムの導入など、新型コロナウイルス感染対策を徹底して開催し

ました。Eボート乗船体験や、ミニ水族館、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

淀川まるごと体験会と同じく、参加者を限定し、アルコール消毒や大阪コロナ追跡システムの導入など、新型コロナウイ

ルス感染対策を徹底して開催しました。点野玉作り、芝人形づくり、Eボート乗船体験を行い、自然に親しんでもらいました。また、

防災紙芝居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 （新型コロナにより中止） 天野川（枚方市）
②淀川まるごと体験会 令和 2年 8月30日（日） 点野砂州周辺（寝屋川市）
③茨田イチョウまつり 令和 2年11月22日（日） 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

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。

④「中河内水辺だより」

八尾土木事務所ホームページなどにおいて中河内地域の水辺における活動や水生植物・いきものなどについて情報発信をしています。イ

ベントなどが中止となった状況下においても子どもたちに環境学習をしてもらう・水辺に関心を持ってもらう機会を作る事などを目的とし

ています。

●交流会参加団体
八尾市立北山本小学校
アクアフレンズ

①出前講座・環境学習 令和2年10月 北山本小学校(その他例年実施している2校は中止)
②秋の水辺まつり 令和2年10月 安中町５丁目公園(中止)
③水辺の学校(ﾊｯﾋﾟｰｱｰｽﾃﾞｲ) 令和3年 3月27日(土) 久宝寺緑地(不参加)
④「中河内水辺だより」 令和2年9月より発行 ホームページにおける情報発信

2団体約30名が参加

③ 石川流域いきものキッズ

地域団体が連携して、南河内の水辺に生息する生き物知ってもらい川に親しんでもらうため、今年度より石川河川公園及び長野公園などで小学

生を対象に「石川流域いきものキッズ」を開催いたしました。石川流域の生き物の観察だけでなく川を楽しむことも学びました。

④ 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。

なお、今年度の紀要論文発表会はコロナ禍の影響で規模を縮小して開催をしました。

●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 (新型コロナにより中止) 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 (新型コロナにより中止) 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石川流域いきものキッズ 令和2年度は10回開催 長野公園 奥河内さくら公園(長野地区)及び河川(石川) 他
④紀要論文の作成 通 年

17団体約100名が参加

泉北地域交流会

●交流会参加団体
大津川いきものネットワーク、はつしば学園小学校、鳳小学校ビオトープ委員会、
川とあそぼう♪大和川クラブ、大阪府立泉北高等学校サイエンス部、
大阪府立富田林中・高等学校科学部、大阪府高等学校生物教育研究会、
大阪府循環型社会推進室、大阪府鳳土木事務所、大阪府泉州農と緑の総合事務所、
大阪港湾局・(一社)大阪府清港会

11団体 約230名が参加

①体験型「私の水辺」in 槇尾川 令和 2年 7月19日（日） 槇尾川上流

②「水」からつながるなんでも博覧会 令和 3年 2月 6日（土） 泉北府民センタービル（緊急事態宣言により中止⇒Web開催に変更）

①体験型「私の水辺」in槇尾川

ちびっこや父兄多数参加≪40名≫により「水辺の楽しさ」や「魅力」、「生物の活き活きとした姿」を直接感じていただくイベン

トを行いました。「川遊び・生き物採取とも、とても楽しかった！」「同様のイベントに参加したい！」等の意見をたくさんいただき、

“水辺の魅力”を多くの人に感じていただけたと実感しています。新型コロナ対策(3密回避)を行い開催しました。

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・成果の展示や体験コーナーの実施を新型コロナ対策を相談しつつ企画していましたが、

緊急事態宣言により中止となりました。しかし、参加予定者の協力をいただきWeb開催に切り替え、活動状況などの共有や発信を行い

ました。

泉南地域交流会
①男里川夏休みの親子の水生生物観察会 令和２年 8月10日（月祝） 男里川流域（菟砥橋）
②男里川水辺の学校 令和２年 9月18日（木） 男里川流域（菟砥橋）
③泉南地域交流会の啓発展示会 令和３年 1月18日（月）～1月29日（金） 貝塚市立自然遊学館

①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。

②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。

③泉南地域交流会の啓発展示会

泉南地域では、毎年、各団体の活動報告や研究発表を行う地域交流会を実施してきましたが、現在のコロナウィルス状況を踏まえ、

今年は各団体の水辺啓発活動を紹介したパネル展示会を実施することとなりました。地元の高校生や活動団体の方々に身近な水辺活動や

調査報告等を展示いただき、ひとりでも多くの方に水辺の活動を知ってもらい、共につくり、守り、育てる「水辺づくり」に協力・

参加してもらえることを目指しています。

●交流会参加団体
近畿子どもの水辺ネットワーク近木川流域自然大学研究会／貝塚市
立 永 寿 小 学 校 か わ っ ぱ ク ラ ブ ／ ア ド プ ト リ バ ー 223
（TSUSTUMI）／貝塚市立自然遊学館／きしわだ自然資料館／
NPO法人グリーンパーク熊取／男里川干潟を守る会／府立泉鳥取高
等学校フィールドワーク部／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／阪南市

11団体 100名以上が参加

石川流域いきものキッズの状況


