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１．活動のテーマと内容 

 

 福島出張所管内河川レンジャーの淀川フォーラム実行委員会（特定者：菊井河川レンジャー

・辻川河川レンジャー）は、以下の活動テーマのもと、５つの活動を実施します。 

 

 

 

 

平成 18 年度 河川レンジャーの活動内容一覧 

活動分野 活動名 担当者 

河川の環境保全を図る活動 河川レンジャー自然観察会 菊井 

適正な河川利用の推進・ 

河川管理を支援する活動 
リバーウォッチャー ～淀川探検隊～ 辻川 

河川防災スクール 辻川 
防災の推進を図る活動 

防災啓発活動（淀川河川敷フェスティバル） 菊井・辻川 

地域への啓発活動  菊井・辻川 

 

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

活動テーマ
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２．河川レンジャー自然観察会 

 

（１）活動の目的 

 「河川レンジャー自然観察会」は、淀川下流域を観察フィールドとし、河川レンジャーの指

導のもと、淀川に生息する野鳥の観察や淀川の水質調査、清掃活動を定期的に行う活動です。 

 野鳥観察では、多くの生物が生息している十三干潟や柴島ワンドを中心に、参加者のみなさ

んと楽しみながら野鳥の観察を行い、淀川を身近に自然を体感できる観察フィールドとして紹

介し、多くの人々に淀川との係わりを持って頂きます。 

 水質調査・清掃活動では、淀川の様子や水質の状況を知り、今後、淀川をよりよい環境にす

るために、どのような取り組みが必要なのかを参加者のみなさんと一緒に考えていきます。 

 これらを通じて、参加者のみなさんに淀川や自然環境に関心を持っていただくことや、将来

の河川レンジャーを育成することを目的としています。 

 

年間スケジュール 

準備

実施

２月 ３月

毎月第２日曜日

１０月 １１月 １２月 １月

平成１８年 平成１９年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

 

 

（２）活動の内容 

 ①主な内容 

○昨年度に行った「淀川下流域野鳥観察会」では 8 種類の野鳥が初観察でき、累計で 140

種が観察できました。その成果に基づいて引き続き野鳥観察を行い、野鳥の種類や月別

のデータベースを作成します。 

○十三干潟において、簡易パックテストによる水質調査を定期的に行います。昨年度は、

比較のために水道水を検査対象にしましたが、かえって検査の誤差が浮かび上がりまし

たので、本年度は「ヨシ原付近の河川水」「干潟沖の河川水」の２箇所の水質を調査し

ます。 

○本年度より、野鳥観察・水質調査を行いながら河川敷の清掃活動を行います。 

○観察会終了時に参加者からの意見や感想を聴取します。 

    

＜スケジュール＞ 

 9:45 集合（阪急京都線十三駅東口） 

10:00 野鳥観察（十三干潟） 

10:30 水質パックテスト（十三干潟） 

11:00 野鳥観察（柴島ワンド） 

    適宜、清掃活動 

12:00 鳥合わせ後、解散 
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 ②実施場所 

  十三干潟、柴島ワンド 

 

 ③対象者・定員 

  小学 4 年生以上 30 名程度 

 

 ④募集方法・媒体 

  ○地域情報誌「ライブタウン」 

  ○関係機関（生涯学習推進委員会、生涯学習推進員連絡会等）への情報提供  

 

（３）活動に必要な支援 

  ○参加者募集のための地域情報誌「ライブタウン」の紙面提供 

  ○参加者の安全を確保するための補助人員 

  ○菊井河川レンジャーが作成する配布資料（野鳥観察用）の印刷 

  ○水質調査に必要な物品の支給 

  ○清掃活動に必要な物品の支給 

  ○収集したゴミの集積所および処理 
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３．リバーウォッチャー ～淀川探検隊～ 

 

（１）活動の目的 

 「リバーウォッチャー ～淀川探検隊～」は、地域の小学校を対象として、「総合学習」や

「児童いきいき放課後事業（「いきいき」活動）」との連携を図りながら、淀川河川敷を活動

フィールドとして河川利用や河川管理に関する啓発活動を行います。 

 活動を通じて参加者自身が豊かな自然を知り、それらを守る心を育み、地域住民が主体とな

った適正な河川利用・管理を目指すことを目的としています。さらに、川を通して次世代育成

と世代間交流の推進に努めます。 

年間スケジュール 

準備

実施

３月１１月 １２月 １月 ２月

平成１８年 平成１９年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

 

 

（２）活動の内容 

 ①主な内容 

○淀川の自然保護や河川敷の利用・活用方法等をテーマとした紙芝居（「スタートルとマ

ナビィのよどがわ探検」「みんなの淀川」）を使って、淀川のいいところや困るところ

等を児童たち伝えます。 

○川の“しくみ”をリーフレットで伝えます。 

○参加者からの意見や感想を聴取します。 

 

 ②実施場所 

  淀川河川敷、小学校 

小学校から淀川河川敷までの交通手段が整わないため、小学校へ出向いての出前講座も視

野に入れたいと考えています。河川敷での活動は昨年通りとします。 

 

 ③対象者・定員 

  総合学習との連携時    ：小学４年生を対象 

  「いきいき」活動との連携時：小学１～３年生を対象 

  定員はいずれも定めず、希望者は全て受け入れたいと考えています。 

 

 

 

淀川区内の小学校：十三、神津、塚本、田川、加島、三津屋、野中、新高、三国、宮原、

         西三国、新東三国、東三国、北中島、西中島、木川、木川南 
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 ④募集方法・媒体 

○学校訪問 

○生涯学習推進員および PTA 役員との連携を図り、周知のための広報を進めて行きたいと

考えます。（人的支援をいかに活用するかが課題で活動を共有できる仲間の発掘に努め

たいと考えております。） 

 

（３）活動に必要な支援 

  ○紙芝居の作成・上演のための紙芝居サークルの協力 

  ○川の“しくみ”の説明のための講師派遣 

  ○淀川に関わるリーフレットの提供 
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４．河川防災スクール 

 

（１）活動の目的 

 「河川防災スクール」は、地域の中学生を対象として、水防工法の体験学習、防災や応急手

当に関する知識・技術を習得するための講習を行い、災害に対する危機意識の啓発、水防活動

に最低限必要な水防工法の習得、災害発生時の防災リーダーの育成等を目的としています。 

 活動は、新しい人材の育成と市民力の育成に向け、幅広く募集することが大事であり、また、

川を認識し安全を確保する為にも市民・区民が知識を得ておくことが「自助・共助・公助」に

繋がると考えます。特に、中学生が様々な体験をすることにより、人間形成につながり、それ

らの一助けになればと考えます。同時に次世代の育成を担うことが出来ることに誇りを持ちた

いと思います。 

年間スケジュール 

準備

実施

３月１１月 １２月 １月 ２月

平成１８年 平成１９年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

 

 

（２）活動の内容 

 ①主な内容 

  「河川防災スクール」は平成 17 年度に実施した「水防工法体験会」に加え、「防災講習会」

と「普通救命講習会」を実施します。 

 

＜水防工法体験会＞ 

○昨年度に引続き、土のう積み作成の体験会を行います。 

○河川敷の有効利用と自然保護についての説明を行います。 

 

＜防災講習会＞ 

○防災講習会では、淀川の水害・防災などの行動原則と活動について講習を行います。 

 

＜普通救命講習会＞ 

○普通救命講習会では、救命技能と川の安全管理・心肺蘇生、救助の原則と活動について

講習を行います。 

 

＜共通＞ 

○参加者からの意見や感想を聴取します。 
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 ②実施場所 

○淀川河川敷     様々な状況を想定し体験できることが利点 

○各中学校      河川敷まで遠い学校や安全が確保出来ない状況の場合、出前講座

も視野に入れて企画していきたいと考えています 

○区民ホール・区役所 公共性があり一定の場の提供が確保できるため 

 

 ③対象・定員 

  中学生 （スポーツ）クラブ活動参加者 50 名程度（１回当り） 

 

 

 

 ④募集方法・媒体 

○淀川区内の各中学校への学校訪問を行い、水防工法のパンフレットを用いて参加要請 

○校長会への啓発 

○地域情報誌、区民だより、新聞社への掲載依頼 

 

（３）活動に必要な支援 

  ○各講習時の講師派遣 

  ○土のう積み作成時の補助人員 

  ○各講習に必要な物品の支給 

  ○参加者の啓発のためのリーフレット 

  ○参加者への記念品 

 

淀川区内の中学校：十三、新北野、美津島、三国、東三国、宮原 
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５．防災啓発活動（淀川河川敷フェスティバル） 

 

（１）活動の目的 

 防災啓発活動は、淀川フォーラム実行委員会が開催する「淀川河川敷フェスティバル」にお

いて、会場に河川レンジャーコーナーを設け、防災に関する啓発や、自然の宝庫である淀川の

紹介を行うことを目的としています。 

 自然の恵みを持つ淀川の特性を活かし、地域住民が淀川河川敷と川を公平的・友好的に利活

用出来るように啓発していきたいと考えています。 

 

年間スケジュール 

準備

実施

２月 ３月１０月 １１月 １２月 １月

平成１８年 平成１９年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

 

 

（２）活動の内容 

 ①主な内容 

○河川レンジャーコーナーでは、防災に関する啓発や、自然の宝庫である淀川の紹介を行

います。 

○紙芝居（「みんなの淀川」「スタートルとマナビィのよどがわ探検」）を上演します。 

○土のうづくりの体験コーナーを設置します。 

○のぼり等で「河川レンジャー」の周知に努めます。 

○参加者からの意見や感想を聴取します。 

 

 ②実施場所 

  淀川河川敷（淀川河川公園 西中島地区） 

 

 ③対象・定員 

  定員は定めず、淀川河川敷フェスティバル参加者を対象とします。 

  親子連れの参加を期待致します。 
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 ④募集方法・媒体 

 淀川河川敷フェスティバルの広報媒体に河川レンジャーコーナーの案内を掲載します。 

 

（３）活動に必要な支援 

○土のう積み作成指導のための講師派遣 

○紙芝居の作成・上演のための紙芝居サークルの協力 

○参加者の啓発のためのリーフレット 

○土のう積み作成に必要な物品の支給 

○淀川水害等の展示パネル 

○「淀川河川レンジャー」ののぼり 
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６．地域への啓発活動 

 

（１）活動の目的 

 地域への啓発活動は、河川レンジャーの活動案内や結果報告をはじめ、河川に係わる様々な

情報について、継続的な情報発信を行うとともに、地域住民からの意見や情報を聴取しながら、

地域住民に対して河川への啓発を行うことを目的としています。 

 

年間スケジュール 

準備

実施

１月 ２月 ３月９月 １０月 １１月 １２月

平成１８年 平成１９年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月

年間を通じて活動
 

 

（２）主な活動内容 

○現在は、地域情報誌「ライブタウン」において、毎月、河川レンジャーニュース（主に

野鳥観察について）を掲載中です。現行のままで好評いただいていますが、より積極的

に活動できれば幸甚です。活動の内容だけでなく、川の歴史やしくみ等を合わせ文化的

に掲載することが大事であり、幅広い視野に立って公平的で片寄りの無い掲載が必要と

考えます。 

○団体等への啓発は企画・立案が整いしだい、情報提供と参加依頼を進めます。関係機関

との連携と機会の活用が大事だと考えます。組織間の連携を十分に活かして情報を提供

していきたいと考えております。 

○様々な媒体で紙面を借り、河川レンジャーの活動を啓発してまいりましたが、活動範囲

が広がるとともに記事掲載の不公平化が出来ることが懸念されますので、公平性を配慮

した記事掲載に努めます。 

○他の河川レンジャー活動を通じて啓発活動を進めます。 

 

（３）活動に必要な支援 

○関係機関からの活動への協力（淀川区、校長会等） 

○活動啓発と活動の推進のための協力（生涯学習推進員連絡会、生涯学習推進委員会） 

○地域情報誌への掲載のための支援（紙面買取り等） 
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