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１．河川レンジャーとは

河川レンジャーは、住民等と行政が連携・協働して、川を守り、育てるために誕生した存在

です。

この河川レンジャーとは、川との係わりが深く、川に関するさまざまな取り組みの主導的な

立場にあって、住民等と行政とを調整し、まとめることができる地域の情報や知識に詳しい人

や団体です。

河川レンジャーは、河川管理者の代理人ではなく、自らの意志と責任のもとで、個性と特性

を活かした活動を行います。

また、地域共有の公共財産である川をよりよい環境にするという観点から、住民等と行政が

日常的な信頼関係を築き、住民参加による川の管理を目指して、住民等と行政との橋渡し役と

なることが河川レンジャーの務めです。

図１ 河川レンジャーの関係図

２．運営要領について

近畿地方整備局と淀川河川事務所は、淀川管内全域で試行的に展開する河川レンジャーにつ

いて、その運営方法を示した「淀川管内河川レンジャー（試行）運営要領 （以下、運営要領」

という ）を定めています。。

また、福島出張所管内の特性に応じた細則である「福島出張所管内河川レンジャー運営会議

運営要領 （以下、運営会議運営要領という ）を定めています。」 。

今後、福島出張所管内で展開する河川レンジャーは、運営要領および運営会議運営要領に基

づいて試行します。

なお、運営要領および運営会議運営要領は、河川レンジャー試行活動を通じた河川レンジャ

ー検討の進捗に伴って、淀川管内河川レンジャー検討懇談会および本運営会議に変更内容を諮

り、修正を加えていきます。

３．運営会議について

３．１ 運営会議の目的

福島出張所管内河川レンジャー運営会議（以下、運営会議という ）は、福島出張所の管理。

区域および沿川区域を対象として、対象範囲で活動する河川レンジャーとその活動に対する助

言・意見・支援、河川レンジャーの審議・任命・解任等の河川レンジャーの運営、福島出張所

管内における河川レンジャーのあり方を検討する会議です。

福島出張所の管理区域は、淀川河口からＪＲ上淀橋梁までの延長約8.8kmの範囲であり、沿

川には大阪市淀川区・西淀川区・此花区・福島区・北区が位置しています。

＜運営会議の役割（淀川管内河川レンジャー（試行）運営要領＞

第28条 運営会議は、地域の特性に応じた河川レンジャー及び活動についての検討や河川

レンジャーを運営する機関としての役割を担うことを目的として、次の各号に掲げ

る事項を討議し、決定する。

（１）運営会議に所属する河川レンジャーの活動計画及び活動報告

（２）運営会議に所属する河川レンジャーに対する助言・意見・支援

（３）懇談会への報告・提案内容

（４）運営会議に所属する河川レンジャーの審議・任命・解任

（５）その他必要と認められる事項

図２ 福島出張所の管理区域
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３．２ 運営会議の構成

運営会議は、河川レンジャーが活動する地域の地元有識者・自治体、河川レンジャーおよび

国土交通省で組織します。

今回の運営会議は、淀川フォーラム実行委員会の河川レンジャー審議・任命を行うため、大

阪市淀川区域を対象として、表１に示す10名の運営会議委員で構成します。

今後は、大阪市西淀川区・此花区・福島区・北区で活動する河川レンジャーを任命した段階

で、対象地域の地元有識者および自治体に運営会議委員としての参加を依頼します。

表１ 運営会議委員（案）

分 類 氏 名 対象分野等 所属等

淀川フォーラム実行委員会 委員
地元有識者

小川 力也 教育、動物 淀川環境委員会 委員
おがわ りきや

大阪府立西野田工業高等学校 教諭

淀川フォーラム実行委員会 委員

河合 典 彦 教育、動物 淀川環境委員会 委員
かわい のりひこ

大阪市立大桐中学校 教諭

淀川フォーラム実行委員会 委員長

小竹 武 地域特性 淀川水系流域委員会 委員
こたけ たけし

大阪市立十三中学校校医、小竹医院院長

河川レンジャー 淀川フォーラム実行委員会 副委員長
河川レンジャー 菊井 睦夫

きくい むつお

（特定者） 淀川ネイチャークラブ 副会長

河川レンジャー 淀川フォーラム実行委員会 副委員長
辻 川 松子
つじかわ まつこ

（特定者） 区生涯学習推進委員会 委員長

流域センター担当 （財）河川環境管理財団
松 岡 徹
まつおか とおる

河川レンジャー （三栖閘門資料館常駐勤務員）

沿川自治体
古 川 眞五 自治体 大阪府 西大阪治水事務所 事務所長
ふるかわ しんご

西 川 匡 自治体 大阪市 建設局 土木部 河川課 課長代理
にしかわ ただし

千田 尚志 自治体 大阪市 淀川区役所 企画調整担当課長
せんだ たかし

国土交通省 近畿地方整備局
国土交通省 西 川 正也 河川管理者

にしかわ まさや

淀川河川事務所 福島出張所長

五十音順（地元有識者・河川レンジャー 、敬称略）

４．淀川フォーラム実行委員会について

今回の運営会議では、運営要領に基づき、淀川河川事務所長により河川レンジャー候補団体

として選定された「淀川フォーラム実行委員会」について、河川レンジャーの審議を行って頂

きます。

以下に、河川レンジャーの審議を行ううえでの資料として 「淀川フォーラム実行委員会」、

の概要を示します。

「淀川フォーラム実行委員会」の概要

平成14年７月６日１．設立

小竹 武２．実行委員長

（ 、 、 ）小竹医院院長 淀川ネイチャークラブ会長 淀川水系流域委員会委員

１７名（平成16年９月９日現在）３．実行委員

役　職 氏　　名 〒 住　　　　　所 備　　考

ｔｅｌ： 06-6301-3529 淀川ネイチャークラブ会長

ｆａｘ： 06-6301-3893 淀川水系流域委員会委員

ｔｅｌ： 06-6396-5108 淀川ネイチャークラブ副会長

ｆａｘ： 06-6396-5108

ｔｅｌ： 06-6392-8927 区生涯学習推進委員会委員長

ｆａｘ：

ｔｅｌ： 06-6305-0356 淀川料飲協同組合理事長

ｆａｘ： 06-6305-0361

ｔｅｌ： 06-6301-8370 ザ・淀川編集長

ｆａｘ： 06-6838-3381

ｔｅｌ： 06-6302-7794 音舞ネットワーク代表

ｆａｘ： 　　　　〃

ｔｅｌ： 06-6481-0023(勤務先) 淀川水系イタセンパラ研究会会長

ｔｅｌ： 06-6779-0078(自宅) 淀川環境委員会委員

ｔｅｌ： 06-6328-5838(勤務先) 淀川水系イタセンパラ研究会

ｔｅｌ&ｆａｘ：06-6952-4326(自宅) 淀川環境委員会委員

ｔｅｌ： 06-6399-7071 NPO法人 もみじ 理事長

ｆａｘ： 　　　　〃 レックスタウン新高町会長

ｔｅｌ： 06-6324-3191 水道記念館淡水魚主担

ｆａｘ： 06-6324-3114

ｔｅｌ： 06-6320-0727 NPO法人 もみじ 副代表

ｆａｘ： 06-6326-0018

ｔｅｌ： 06-6397-7564 淀川散歩　編集長

ｆａｘ： 06-6397-4034

淀川散歩　発行人

ｔｅｌ： 090-8235-5303 ピアノ演奏

ミュージックスタジオ・ギア主宰

ｔｅｌ： 06-6304-6595 十三連合東一南振興町会々長

ｆａｘ： 　　　　〃 リバーマスター講座第一期生

ｔｅｌ： 06-6308-7618 リバーマスター講座第一期生

ｆａｘ：

ｔｅｌ： 06-6674-3720(勤務先) 十三ジャズ実行委員

ｆａｘ： 06-6674-7837 友愛工房事務局

　　　　〃

会計 松本　真珠

南野　佳代子

河合　典彦

(スタジオｔｅｌ：06-6327-1919)

小川　力也

横山　達也

味方　慎一

芳井　武志

五郎丸　強

梶山　幸三

533-0022

532-0003

〃

わくもと　初美

佐々木　博史

横山　和徳

鈴木　英美

553-0007

533-0011

532-0033

533-0024

淀川区三津屋南2-14-18

住吉区帝塚山東2-5-16558-0054

532-0035

532-0023

532-0035

東淀川区菅原7-5-7

淀川区宮原5-8-2-2階

〃

淀川区十三東1-13-9

淀川区三津屋南1-13-19

福島区大開2-17-62
大阪府立西野田工業高校

東淀川区大桐4-5-8
大阪市立大桐中学校

淀川区新高1-12-2-814

東淀川区柴島1-3-1
水道記念館

532-0024
淀川区十三本町1-1-13
富五郎

淀川区木川東2-18-9

淀川区木川東4-15-10-207

532-0012

532-0012

532-0002 淀川区東三国1-19-5

淀川区野中北2-9-15532-0034

副委員長

副委員長

堀口　博信

辻川　松子

菊井　睦夫

連　絡　先

委員長 小竹　武 532-0023 淀川区十三東3-26-15
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４．実行委員会の目的

わがまちを流れる淀川には、十三干潟やヨシ原など大都会にあって貴重な自然環境が

、 、 。広がっており 野鳥や魚貝類が豊富に生息しており 絶好の自然学習の場となっている

その淀川の自然を多くの人々に知ってもらい、貴重な財産として次の世代を担う子供た

ちに伝え残していくとともに、私たちの暮らしの中で欠かすことのできない役割を果た

している川の偉大さを再確認し、川と人とのつながりをよみがえらせる活動に取り組む

ことを目的とする。

５．主な活動経歴

平成14年 7月 6日 実行委員会発足

〃 8月31日 淀川フォーラム・ワークショップ開催

〃 10月 5日 第１回よどがわ河川敷フェスティバル開催

平成15年 3月15日 “第３回世界水フォーラム歓迎”よどがわ再発見船めぐり開催

〃 3月16日 水都ルネサンス大阪 水辺ウォーク開催

〃 3月18～22日 水のＥＸＰＯ出典事業

〃 5月 8日 第１回総会開催

〃 5月17日 かくれんぼdeみつけんぼ十三開催

〃 7月29・31日 淀川キッズリバースクール開催

〃 8月29日 十三ジャズオープニングコンサート（協賛事業）

〃 10月11日 第２回よどがわ河川敷フェスティバル開催

平成15年 9月、12月、2月、3月 淀川リバーマスター講座開催（全４回）

平成16年 3月20日 水都ルネサンス大阪 水辺ウォーク開催

〃 5月13日 第２回総会開催

〃 5月15日 中津まつり開催（協賛事業）

（ ）〃 7月24・25日 中津まつりから十三へ 河川敷フェスティバルプレイベント

〃 8月 2・ 3日 2004よどがわ親子リバースクール

〃 10月 2日 第３回よどがわ河川敷フェスティバル

〃 10月24日 2004淀川リバーマスター講座 第１回 開催

６．今後の活動方針

川に対する深い愛情と川に関する豊富な知識とを併せ持つ人材を育成する「淀川リバ

ーマスター講座」と、川を使ってできること、川でしかできないことを楽しみ川の魅力

を広くアピールする「よどがわ河川敷フェスティバル」とを２つの柱に、まちぐるみで

守る淀川の実現を目指す。

また、川をキーワードにして、まちの活性化、防災、集客観光、環境学習、国際交流

など、まちの様々な場面で活躍されている人材をつなぐ緩やかなネットワークを構成す

る。このネットワークの力で、新たなまちづくりの力を生み出していきたい。

７．実行委員会の収支

平成15年度の年間収支は以下のとおりです。

なお、以下の収支は、平成15年10月11日（土）開催の「第２回よどがわ河川敷フェスティバ

ル」における収支報告です。

その他の淀川フォーラム実行委員会名で主催している事業は、淀川区企画調整事業の一環と

して、区民参加・参画を得ながらの協働事業として実施しているため、淀川フォーラム実行委

員会としての収支は発生しません。

◇　収入の部

収　　入 備　　考

直営店売上 69,311

出店協力金 21,140

寄付金 747

Tシャツアート売上 24,000

フリーマーケット出店料 73,000

合　　計 188,198

◇　支出の部

協力金額 備考

直営店仕入れ 56,190

Tシャツアート買取 36,500 製作者への謝礼として

運営費へ繰り入れ 73,000 出店者への案内送付など

合計 165,690

差し引き純益 22,508 水環境保全活動を行う団体へ寄付

平成15年度淀川フォーラム実行委員会収支報告
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８．事務局

淀川区役所 区民企画室 企画振興係

〒532-8501 大阪市淀川区十三東1-18-21

℡：06-6308-9406 fax：06-6885-0534 e-mail：tl0002@ii.city.osaka.jp

９．規約

淀川フォーラム実行委員会規約

（名 称）

第１条 本会は、淀川フォーラム実行委員会（以下「実行委員会 ）と称する。」

（目 的）

第２条 十三干潟を中心とする淀川河川敷は、貴重な自然環境が残り、都心の中の自然の

。 、 、 、宝庫として存在している 実行委員会は このすばらしい河川環境を 広く区民に意識

興味を喚起し、またその維持、向上に努め、生活空間の一部としての認識を高めるとと

もに、あわせて、これらの活動を通じて得られた知識や経験を活かして淀川区のまちづ

くりに資することを目的とする。

（構 成）

第３条 実行委員会は、淀川区に在住、在勤する人、また淀川の河川関係者で、第２条の

目的に賛同する人でもって構成する。

役　職 氏　　名 〒 住　　　　　所 備　　考

ｔｅｌ： 06-6308-9406 事務局・企画調整担当課長

ｆａｘ： 06-6885-0534

事務局・企画担当係長

事務局・連絡調整担当係長

事務局・企画担当

事務局・企画担当

事務局・企画担当

ｔｅｌ： 06-6308-9416 事務局・生涯学習担当係長

ｆａｘ： 06-6885-0535

事務局・生涯学習担当

ｔｅｌ： 078-230-8505 ㈱都市文化研究所

ｆａｘ： 078-230-8506

㈱都市文化研究所

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

野田　奏栄 〃 〃

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 金井　文宏 650-0003
神戸市中央区山本通2-8-15
ローズガーデン２Ｆ

出店　真紀 〃 〃

貴船　高伸 〃
十三東1-18-21淀川区役所
区民企画室市民活動推進係

橋本　勝人 〃 〃

飯田　秀隆 〃 〃

仲谷　宗司 〃 〃

〃 〃

北山　隆丸 〃 〃

田中　稔

連　絡　先

事務局長 千田　尚志 532-0023
十三東1-18-21淀川区役所
区民企画室企画振興係

（活 動）

第４条 実行委員会は、第２条の目的を達成するために、学習会、淀川流域の他団体との

交流、ワークショップ、フェスティバルなど各種活動を行う。

（役 員）

第５条 実行委員会は、次の役員を置く。

委員長１名、副委員長若干名、会計１名

（役員の選出）

第６条 実行委員会の役員は、実行委員会を構成する人から互選により選出するものとす

る。

（役員の任期）

第７条 役員の任期は２年とし、再任は妨げない。

（会 議）

第８条 実行委員会は、必要と認めるときに、委員長がこれを招集する。

２．委員長は、実行委員会を開催するにあたり、必要に応じて学識経験者等に出席させ

意見を求めることができる。

（運営費）

第９条 実行委員会の運営費は、寄付金・負担金などをもってこれにあてる。

（会計年度）

第１０条 会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年の３月３１日に終わる。

（会計報告）

第１１条 会計は、少なくとも年１回、収支決算書を作成し実行委員会に報告するものと

する。

（事務局）

第１２条 実行委員会の事務局は、淀川区役所区民企画室内におく。

（その他）

第１３条 この規約に定めていない事項や規約の改正の必要が生じたときは、その都度実

行委員会で協議し決定することとする。

（附 則）

この規約は、平成１４年７月６日より施行する。
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５．河川レンジャー年間活動計画（素案）

淀川フォーラム実行委員会が計画する河川レンジャー活動の素案は以下のとおりです。

詳細な河川レンジャー年間活動計画は、今回の運営会議および第１回淀川管内河川レンジャ

ー検討懇談会で得られた意見を踏まえ、淀川区役所および淀川河川事務所と調整を行いながら

作成し、次回の運営会議において最終確認を行い成案とします。

（１）活動基本テーマ

伝 承 ＜ 暮らしを豊にする「川」を知り、そのすばらしさをみんなに伝える ＞

（２）活動分野と活動テーマ

河川レンジャー活動は、活動基本テーマに基づく活動を展開するため、大きく３つの分野を

対象とし、それぞれ、以下の活動テーマを設定しています。

＜活動① 河川の環境保全を図る活動＞

「川」に生きる生き物たちと仲良くできる環境を大切にする

＜活動② 適正な河川利用の推進・河川管理を支援する活動＞

「危ない川 「行ってはいけない川」から「楽しい川 「みんなで遊べる川」へ」 」

＜活動③ 防災の推進を図る活動＞

災害時のオピニオンリーダー・ジュニアリーダーの育成を目指す

（３）活動内容

活動内容の詳細は検討中です。現時点における活動内容の概略は、以下のとおりです。

＜活動① 河川の環境保全を図る活動＞

河川の環境保全を図る活動として「水質調査 「野鳥観察」を行います。活動は、以下の」

流れを１クールとして実施します。

調査（観察）の実施 調査（観察）結果の整理 地域への啓発

地域の学校を中心として 調査（観察）結果は、デ 参加のあった学校等を訪

参加を募り、参加者とと ータとして整理するとと 問し、整理した調査（観

もに現地で調査（観察） もに、人と河川との係わ 察）結果を基に、河川環

を行う りが解るようにまとめる 境保全の大切さを伝える

＜活動② 適正な河川利用の推進・河川管理を支援する活動＞

適正な河川利用の推進・河川管理を支援する活動は、主に以下の事項について取り組みま

す。

＜適正な河川利用を推進する活動＞ 水上バイクの対策、イベントの開催

＜河 川 管 理 を 支 援 す る 活 動＞ 不法投棄・ホームレス・野犬等の対策

＜活動③ 防災の推進を図る活動＞

防災の推進を図る活動は、地域として取り組むことが望ましい内容を検討し、学習会等を

通じてリーダーの育成を図ります。

（４）活動場所

河川レンジャー活動は、淀川区を中心とした範囲で行います。

（５）活動スケジュール

年間の活動スケジュールは、以下のとおりです。

河川レンジャー活動は、平成17年４月から実践することとし、平成17年１～３月までの期間

は準備期間として、詳細な年間活動計画の検討を行います。

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

（調査） （結果整理） （地域啓発） （調査） （結果整理） （地域啓発）

（調査） （結果整理） （地域啓発） （調査） （結果整理） （地域啓発）

（観察） （結果整理） （地域啓発） （観察） （結果整理） （地域啓発）

（観察） （結果整理） （地域啓発） （観察） （結果整理） （地域啓発）

（調査） （検討） 　　（報告）

（検討） （学習会） （検討） （学習会）

行政 ３月 ７月 ８月 １０月 ３月

●川びらき ●淀川キッズリバースクール ●よどがわ河川敷フェスティバル ●川びらき

●河川愛護月間

　　（淀川クリーンキャンペーン）

　　（水生生物調査）

平成１８年

淀川区役所

淀川河川
事務所

平成１７年
活動内容

活動③
 防災

活動②
 利用・管理

活動①
 水質調査

活動①
 野鳥観察

準
備
期
間


