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平成 22 年度 淀川発見講座・レンジャー養成講座の概要 
 

 

１．目 的 

講座は、淀川に関心を持ち愛してもらう多くのファンづくりと淀川河川事務所管内（淀

川・宇治川・桂川・木津川）で活躍して頂く河川レンジャーを募ることを目的としていま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．構 成 

講座は、広く一般を対象とした「淀川発見講座」と淀川発見講座の修了者を対象とした

「レンジャー養成講座」で構成します。 
また、講座は、引き続き、「NPO 法人川に学ぶ体験活動協議会」が定める「川の指導者

養成講座」の認定を受け、全ての科目を受講され、レンジャー活動演習に参加された希望

者が、日本で唯一の川での体験活動資格である「川の初級指導者」の認定を受けられるシ

ステムを採用します。 
 

第 3 回代表者会議（H22.3.25）

資料－２ 

【講座の目的】 

①淀川に関心を持ち、愛護する人材の育成 
②河川レンジャーとしての基礎的知識・技術の習得 
③淀川に関する知識の習得 
④河川レンジャーの募集 
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講座の構成 

 

一般募集 

（淀川・宇治川・桂川・木津川流域在住の 

平成 22 年 4 月 1 日時点で満 18 歳以上の方）

■ 淀川発見講座（１日） 

淀川発見講座 修了者 

■ レンジャー養成講座（３日） 
※平成22年度受講生のうち全科目を受講できなかった方は、レンジャー活動演習への 
参加により、次年度に補講し、修了が可能 

平成 21 年度 

レンジャー養成講座受講者 

（13 名 ※河川レンジャーに任命された３名は除く）

レンジャー活動演習 

 

河川レンジャー審査の申請 

（河川レンジャー希望者） 

 

川の初級指導者の認定 

（希望される申請者のみ） 

・平成 21 年度の講座が未修了で、講座

の修了を希望される方 

・平成 21 年度に講座を修了し、平成

22 年度に審査を希望される方 

・平成 21 年度に審査を受け、平成 22

年度に審査を再チャレンジされる方



3 
 

３．日 程 

平成 22 年度は、より多くの方に講座を受講していただき、河川レンジャーを希望して
いただくために、淀川発見講座を大阪に加えて、京都でも開催します。 

開催日は平成 21 年度を踏襲し、淀川発見講座については大阪会場を土曜日、京都会場
を翌日の日曜日の連続開催とします。 

来年度講座 開催予定日 

講座等 日 程 

受講生募集（淀川発見講座） 4月 1 日(木)～5 月 24 日(月) 

大阪会場 6月 5 日(土) 
淀川発見講座 

京都会場 6月 6 日(日)  

受講生募集（レンジャー養成講座） 6月 7 日(月)～6 月 11 日(金) 

１日目 6月 19 日(土)  

２日目 6月 26 日(土)  予備日：7 月３日(土) レンジャー 
養成講座 

３日目 7月 10 日(土) 

 

４．会 場 

平成 21 年度に実施した淀川発見講座（大阪会場）及びレンジャー養成講座は、平成 22
年度も同様の会場とし、淀川発見講座（京都会場）については、上流域流域センターにて

開催します。 

来年度講座 開催予定場所 

講 座 会 場 

大阪会場 中央流域センター 
淀川発見講座 

京都会場 上流域流域センター 

１日目 中央流域センター 

２日目 講義等：木津川出張所管内流域センター

実 習：木津川 開橋周辺 
レンジャー 
養成講座 

３日目 中央流域センター 

 

５．受講対象 

淀川発見講座：淀川・宇治川・桂川・木津川流域在住の平成 22 年 4 月 1 日現在で満
18 歳以上の方 

ﾚﾝｼﾞｬｰ養成講座：①平成 22 年度に淀川発見講座を修了される方 
②平成 21 年度のレンジャー養成講座が未修了で、レンジャー活動演
習に参加し、講座の修了を希望される方 

③平成 21 年度にレンジャー養成講座を修了し、レンジャー活動演習
に参加して、平成 22 年度に審査を希望される方 

④平成 21 年度に審査を受け、レンジャー活動演習に参加し、平成 22
年度に審査を再チャレンジされる方 
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６．定 員 

淀川発見講座では屋外歴史ウォーキング「淀川探訪」の適正人数となる 1 グループ 30
名を 2 グループとした 60 名を定員としています。レンジャー養成講座においても実習「水
辺の安全」の安全管理上、30 名としています。 
淀川発見講座（京都会場）については、会場の規模及び「淀川探訪」の 1 グループの適

正人数より、30 名とします。 
 

淀 川 発 見講座：大阪会場  60 名 
京都会場  30 名 

ﾚﾝｼﾞｬｰ養成講座：30 名（河川レンジャー希望者枠 20 名、一般受講者枠 10 名） 
※1 河川レンジャー希望者枠が 20 名を下回った場合は一般受講者枠を拡大 
※2 前年度未修了者または審査申請予定者を優先する 

 

７．プログラム 

時間は、平成 21 年度のタイムスケジュールで支障がなかったため、踏襲します。詳細
な科目内容については、今後講師と打合せを行い、決定する予定です。 
平成 21年度レンジャー養成講座受講生の受講科目は以下の通りです。 
●平成 21年度の講座が未修了で、講座の修了を希望される方：未受講科目、必修科目 
●平成 21年度に講座を修了し、平成 22年度に審査を希望される方：必修科目 
●平成 21年度に審査を受け、平成 22年度に審査を再チャレンジする方：必修科目 

 

淀川発見講座 

大阪会場：6/5(土)、京都会場：6/6(日) 

科目 講師（敬称略） 時間 

開講式 淀川河川事務所長の挨拶 9:30～ 9:40 （10 分） 

淀川の魅力と治水 宮本 博司 
（元淀川河川事務所長） 

 9:40～10:40 （1 時間） 

淀川の特性と環境 綾 史郎 
（大阪工業大学工学部教授） 

10:50～11:50 （1 時間） 

昼休み  11:50～12:50 （1 時間） 

大阪会場 八木 滋 
（大阪歴史博物館 学芸員） 

淀川のなりたち 
京都会場 三木 善則 

（御香宮神社  宮司） 

12:50～13:50 （1 時間） 

大阪会場 大澤 研一・八木 滋 
（大阪歴史博物館 学芸員） 

淀川探訪 
京都会場 三木 善則 

（御香宮神社  宮司） 

14:00～16:00 （2 時間） 

淀川と河川レンジャー 松岡 徹 
（淀川管内ｾﾝﾀｰ河川ﾚﾝｼﾞｬｰ） 

16:15～16:45 （30 分） 

閉講式 レンジャー養成講座の案内など 16:45～17:00 （15 分） 
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レンジャー養成講座 

１日目：6/19(土) 

科目 講師候補（敬称略） 時間 

開講式  9:40～ 9:50 （10 分） 

河川レンジャーへの理解 

山村 武正 
辻川 松子・上田 豪 
中島 敏明・仁枝 洋 
（淀川管内河川レンジャー） 

9:50～10:50 （1 時間） 

水と生活 原 稔明 
（水資源機構  関西支社長） 

11:00～12:00 （1 時間） 

昼休み  12:00～13:00 （1 時間）

川に学ぶ体験活動 田中 謙次 
（RAC トレーナー、レスキュー３ SRT-1）

13:00～14:00 （1 時間）

講義 14:10～15:10 （1 時間）
水害と水防 

実習 

柗永 正光 
（元淀川左岸水防事務組合収入役） 15:20～16:20 （1 時間）

１
日
目 

閉会  16:25～16:30 （5 分） 
 

２日目：6/26(土)［予備日：7/3(土)］ 
科目 講師候補（敬称略） 時間 

開会  9:25～ 9:30 （5 分） 

淀川の自然（実習） 河合 典彦 
（淀川環境委員会水域環境部会長） 9:45～11:45 （2 時間） 

昼休み  12:00～12:45 （45 分） 

講義 12:45～13:45 （1 時間） 
水辺の安全 

実習 

佐藤 孝洋 
（レスキュー３ジャパン本部代表） 14:15～17:15 （3 時間） 

２
日
目 

閉会  17:45～17:50 （5 分） 
 

３日目：7/10(土) 
科目 講師候補（敬称略） 時間 

開会  9:30～ 9:35 （5 分） 

活動計画づくりの基礎 
知識と実践 

寺川 裕子 
（NPO 法人  里山倶楽部  理事） 

9:35～12:35 （3 時間） 

昼休み  12:35～13:35 （1 時間） 

河川のルールと 
利用マナー 

井村 誠之 
（元近畿地方整備局 水政課長） 

13:35～15:05 （1.5 時間）

これからの淀川 小俣 篤 
（淀川河川事務所長） 

15:15～16:15 （1 時間） 

３
日
目 

閉講式 修了証書の授与 
河川レンジャー審査申請の案内など

16:15～16:40 （25 分） 

 
：必修科目 


