レ ンジ ャー 養成 講座 受 講案 内

国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所
淀川管内河川レンジャー講座研修実行委員会

１．講座の流れ
レンジャー養成講座は、淀川発見
講座の修了者を対象として、３日間

淀川発見講座（１日）
テーマ『淀川を知ろう、河川レンジャーをめざして』

で開催します。
全ての科目を受講された希望者は、

淀川発見講座 修了者

「河川レンジャー審査」の申請と日
本で唯一の川での体験活動資格であ

レンジャー養成講座（３日）
テーマ『淀川で河川レンジャーをやってみよう』

る「川の初級指導者」の認定が受け
られます。

河川レンジャー審査の申請

川の初級指導者の認定

（河川レンジャー希望者）

（希望者）

２．受講対象者
淀川発見講座 修了者

３．定員
３０名
河川レンジャー希望受講者（河川レンジャーの審査を希望される方）

最大２０名

補欠の河川レンジャー希望受講者

最大１０名

一般受講者（レンジャー養成講座の受講のみを希望される方）

最大３０名

※受講者の区分ごとの人数は、「１０．受講者の決定方法」を参照して下さい。

４．開催日
１日目

６月２８日（土）

２日目

７月

３日目

７月２６日（土）

５日（土）

＜予備日：７月１３日（日）＞

※２日目は、木津川河川敷での屋外実習となります。雨天でも決行する予定としておりま
すが、増水等により開催が困難な場合は、予備日に順延します。
※順延する場合は、当日の朝６：００～６：３０に講座研修実行委員会からご連絡します。

５．会場
■１日目・３日目
中央流域センター
２階

京阪 枚方公園駅

多目的ホール

大阪府枚方市桜町３－３２
（京阪枚方公園駅から徒歩約６分）

中央流域センター
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■２日目
実習：木津川 開橋周辺＜京都府相楽郡精華町・木津川市山城町＞
講義：木津川出張所管内流域センター＜京都府木津川市山城町北河原＞
【集合・解散場所】ＪＲ学研都市線 祝園駅・近鉄京都線 新祝園駅
至京橋

近鉄側駅前ロータリー

至京都

屋外実習地
木津川 開橋周辺
講義等会場
木津川出張所管内
流域センター

開橋

国道

線
近鉄京都
線
ＪＲ学研都市

号

川
木津

祝園駅

24

新祝園駅

集合・解散場所
近鉄側 駅前ロータリー
(屋外実習地まで約 2km)
0

500m

至木津
木

至大和西大寺
大

屋外実習地
木津川 開橋周辺
（京都府相楽郡精華町・
京都府木津川市山城町）

集合・解散場所
ＪＲ学研都市線 祝園駅
近鉄京都線 新祝園駅
近鉄側 駅前ロータリー
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６．プログラム
■１日目［6 月 28 日（土）］
時間

科目等

講師（敬称略）

8:45～ 9:00

受付

9:00～ 9:10

開講式

9:10～10:10

講義 1h

これからの淀川

（国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所長）

10:20～11:20

講義 1h

水と生活

（元大阪府 企画調整部 水資源監）

11:30～12:30

講義 1h

河川のルール

（元国土交通省 近畿地方整備局 水政課長）

12:30～13:30

昼休み

13:30～16:40

講義 2h
実習 1h

16:55～17:55

講義 1h

17:55～18:00

閉会（ﾚﾝｼﾞｬｰ養成講座 2 日目の案内、河川ﾚﾝｼﾞｬｰ審査申請書類の説明）

小俣 篤
大槻 均
井村 誠之

活動計画づくりの基礎知識 寺川 裕子
（NPO 法人 里山倶楽部 理事）
と実践
上田 豪 （淀川管内河川ﾚﾝｼﾞｬｰ）
中村 桂子（淀川管内河川ﾚﾝｼﾞｬｰ）
河川レンジャーのノウハウ
山村 武正（淀川管内河川ﾚﾝｼﾞｬｰ）

■２日目［7 月 5 日（土） 予備日：7 月 13 日（日）］
時間

科目等

講師（敬称略）

8:30～ 8:45

集合・受付（近鉄新祝園駅前ロータリー）

9:00～ 9:05

開会

9:05～10:15

実習 1h

河川利用のマナー

（元国土交通省 近畿地方整備局 水政課長）

10:30～12:30

実習 2h

淀川の自然

（淀川環境委員会 水域環境部会長）

12:45～13:30

昼休み

13:30～14:30

講義 1h

15:00～18:00

実習 3h

18:30～18:35

閉会（ﾚﾝｼﾞｬｰ養成講座 3 日目の案内）

18:45

解散（近鉄新祝園駅前ロータリー）

井村 誠之
河合 典彦

宇山 昭彦

水辺の安全

（レスキュー３ インストラクター）
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■３日目［7 月 26 日（土）］
時間

科目等

講師（敬称略）

9:00～ 9:15

受付

9:15～ 9:20

開会

9:20～10:20

講義 1h

水防とは

（元淀川左岸水防事務組合 収入役）

10:30～11:30

講義 1h

川に学ぶ体験活動の理念

（NPO 法人 川に学ぶ体験活動協議会 事務局長）

11:30～12:30

昼休み

12:30～17:40

実習 5h

河川レンジャーとして
やりたい活動の発表

（NPO 法人 里山倶楽部 理事）

17:40～18:00

閉講式

柗永 正光
斉藤 隆

寺川 裕子

７．水辺の安全（実習）について
２日目の『水辺の安全（実習）』
では、救急救命の実技体験のほか、
水難者の救助法を中心として、実
際に川の中に入って、川での歩き
方や危険箇所の把握方法などを学
イメージ

んで頂きます。

■昨年の実習状況

８．河川レンジャーとしてやりたい活動の発表について
３日目の『河川レンジャーとしてやりたい活動の発表』では、河川レンジャーの審査を希望
される方に、自ら考える河川レンジャーとしてやりたい活動を自由な表現方法（パワーポイン
ト、パネル、紙芝居など）により５分間で発表して頂き、発表後、５分間の質疑を行います。
このため、事前にプレゼン
テーション資料を作成して頂
き、７月１８日（金）までに
データ又は現物を淀川管内
河川レンジャー事務局へ提
出して頂きます。
■昨年の発表・質疑状況

９．申込み方法
受講を申込まれる方は、本日、淀川発見講座の終了後に、受付で「レンジャー養成講座 受講
申込みハガキ」を配布しますので、必要事項を記入のうえ、下記の申込期間にお申し込み下さ
い。申込み結果は、６月１８日（水）に淀川管内河川レンジャー事務局から郵便で発送します。
申込期間

：

平成１９年６月９日（月）～６月１６日（月） 必着
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１０．受講者の決定方法
河川レンジャー希望受講者（最大 20 名）は、「平成 20 年度 新規淀川管内河川レンジャー展
開計画」
（配付資料参照）で設定している河川レンジャーの募集人員に応じて、５つのブロック
に設置しています河川レンジャー運営会議の対象エリア（図２参照）ごとに、表１に示す配分
により先着順で決定します。
また、河川レンジャー希望受講者で申し込みをされて受講資格を得られなかった方には、河
川レンジャー希望受講者で受講資格を得られた方が１科目でも受講をキャンセルされた場合に、
その受講者に変わって河川レンジャー希望受講者として受講していただける補欠の河川レンジ
ャー希望受講者として、最大 10 名まで受講していただくことができます。補欠の河川レンジャ
ー希望受講者でも受講を希望される方は、先着順で補欠順位を決定し、一般受講者で申し込み
をされた方よりも優先して受講していただきます。
一般受講者は、先着順で決定し、河川レンジャー希望受講者と補欠の河川レンジャー希望受
講者の申し込み状況により、0～30 名の間で決定します。
表１

河川レンジャー運営会議の対象エリアごとの河川レンジャー希望受講者の配分
河川ﾚﾝｼﾞｬｰ希望
河川レンジャー運営会議
受講者数

福島・毛馬出張所管内河川レンジャー運営会議

５名

枚方出張所管内河川レンジャー運営会議

２名

高槻・山崎出張所(大阪府域)管内河川レンジャー運営会議

２名

伏見・桂川・山崎出張所(京都府域)管内河川レンジャー運営会議【宇治川周辺】

２名

伏見・桂川・山崎出張所(京都府域)管内河川レンジャー運営会議【桂川周辺】

４名

木津川出張所管内河川レンジャー運営会議

５名

①先着順は、申込期間内で申し込みを受け付けた日ごとに抽選で決定します。また、補欠の河
川レンジャー希望受講者でも受講を希望される方の補欠順位も同様です。
②表１の河川レンジャー希望受講者数に満たない河川レンジャー運営会議が発生した場合は、
その残数を申し込みの多い河川レンジャー運営会議に申し込み人数の割合で割り振ります。
（図１参照）
③「レンジャー養成講座

受講申込みハガキ」には、希望される河川レンジャー運営会議を選

択して頂く欄を設けています。この欄には、河川レンジャーとなった際のベースとなる活動
エリアを対象とする河川レンジャー運営会議を選択して下さい。（図２参照）
さらに、河川レンジャー希望受講者で受講資格を得られなかった場合に補欠の河川レンジャ
ー希望受講者として受講を希望されるか否かを選択して頂く欄を設けています。希望される
方は必ず選択して下さい。
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河川ﾚﾝｼﾞｬｰ運営会議 の対象エリアごとの河川ﾚﾝｼﾞｬｰ希望 受講者の配分（最大２０名）

申込み者数

決定受講者数

福島・毛馬出張所管内河川ﾚﾝｼﾞｬｰ運営会議

５名

６名

６名

１名増

枚方出張所管内河川ﾚﾝｼﾞｬｰ運営会議

２名

６名

３名

１名増

高槻･山崎出張所(大阪府域)管内河川ﾚﾝｼﾞｬｰ運営会議

２名

５名

３名

１名増

伏見･桂川･山崎出張所(京都府域)管内河川ﾚﾝｼﾞｬｰ運営会議【宇治川周辺】

２名

１名

１名

伏見･桂川･山崎出張所(京都府域)管内河川ﾚﾝｼﾞｬｰ運営会議【桂川周辺】

４名

３名

３名

木津川出張所管内河川ﾚﾝｼﾞｬｰ運営会議

５名

４名

４名

図１

残数３名

河川レンジャー運営会議ごとの受講者割り振りの考え方

図２

河川レンジャー運営会議 対象エリア図

１１．問合せ
レンジャー養成講座に関するお問合せは、淀川管内河川レンジャー事務局で受け付けます。
＜淀川管内河川レンジャー事務局＞
担当：松岡（まつおか）、篠平（しのひら）
〒573-0056 枚方市桜町 3-32 淀川河川事務所 枚方出張所構内
淀川管内河川レンジャー 中央流域センター
TEL：072-861-6801（9:00～17:00） FAX：072-841-5663
E-mail：cyuuou-kasen@nifty.com
※土日祝日の窓口対応は行っておりません。
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