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淀川河川公園三島江地区（高槻市）
春になると、河川公園や堤防では、
タンポポ、シロツメクサなどが一斉
に咲き出します。身近な自然に触
れる絶好のフィールドです。

川と人、人と人を結ぶ

川を学ぶ、
川で遊ぶ・・・

パソコン
携　帯

国土交通省のサイト「川の防災情報」では、全国の河
川の雨量・水位情報をチェックできます。川遊び中にお
天気の変化が気になったときには、ぜひご活用ください。

河川レンジャーは淀川流域を舞台に行政と流域住民をつなぐ
橋渡し役を担っています。詳しくはホームページでご覧ください。

淀川管内河川レンジャー
http://www.river.go.jp
http://i.river.go.jp

http://www.river-ranger.jp淀川管内河川レンジャー

※本誌掲載記事、写真、イラストの無断転載を禁じます。
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春風が吹くと、河川公園や堤防の斜面
に、ムクドリの大群やハクセキレイが現
れ、繁殖期の鳥たちで、木の上や野草地
区は賑やかなさえずりで溢れます。その
中でも、春の一押しは、ヒバリの声です。
ずいぶん少なくなったと言われています
が、淀川の河川敷では、毎年かなり広い
地域で、ヒバリに出会うことができます。
レンジャーになるまで、ヒバリは物語の
中や図鑑で見る鳥でした。街中ではヒバ
リがどんな鳥か知らない人も多いので
す。そこで、この春は都会に住む人への
ヒバリウォッチング。カメラもスコープも
なしで、手ぶらでふらりと出かけましょう。
耳を澄まして歩いていると、いろんな鳥の声
が聞こえてきます。ヒバリは留鳥なので、一年
中いるのですが、「雲雀」という字の通り　雀
に近い地味な色で、草むらに舞い降りてしまう
と、なかなか見分けがつきません。木の上や、

とくに頭上から、きれいな声で、リュリュリュチ
ュルチュルピュルピュルと長くさえずる鳥を見つ
けたら、目を離さないでください。緩やかなカ
ーブを描いて、降りてきます。春先は２羽でい
ることも多いです。いつも、草むらに降りたとこ
ろで見失うのですが、しばらく気長に見ていま

すと、つっと背伸びをして、小走りに数
メートル素早く移動します。雄の頭につ
んつん（冠羽）が確認できるころには目
が慣れてきますので、動きを追うことが
できます。近づいて大きさを実感したい
ところですが、とても警戒心が強く、す
ぐ飛び立ってしまうので距離を取りな
がら静かに見ましょう。１５～２０ｃｍくら
いの鳥ですが、凛と佇む姿は、もう少し
大きく見えます。
桜よりも早く春を感じることができる
ヒバリの声。毎年楽しみにし
ています。天気のよい週末

は、ちょっと足を延ばし、河川敷を歩
いてみませんか、空の広さを感じる
だけでも、充分気持ちがいいです
が、高層ビルの近くでも、多くの鳥
に出会えます。この春はぜひ、ヒバリ
の声を聴きに行ってください。

毛馬出張所管内
河川レンジャー
アドバイザー
三輪栄子

写真提供 田子 稔氏

ヒバリ雲雀

vol.34　出張所の
  窓辺から

　今回は枚方出張所からお届けします。
昔、淀川には橋がなく対岸の摂津の国（現在の
高槻市）に行く唯一の交通機関は渡し舟でした。
三矢には枚方地方で最も利用が多く親しまれた
枚方の渡し（大塚の渡し）がありました。
　明治10年、対岸に鉄道が開通したことにより、
淀川左岸一帯の郵便物は逓送夫さんがこの渡し
で淀川を渡り、国鉄高槻駅まで運んでいました。 

この渡しは郵便屋の渡しと呼ばれましたが、昭和
５年（1930年）、枚方大橋の開通で廃止になりま
した。枚方出張所の敷地の横の京都守口線の
交差点には、その郵便屋の渡しの石碑が建ってい
ます。枚方側の渡し場は石碑の上流安居川樋門
の付近かと推定されています。

　また、江戸時代末期、歌川広重が東海道を江
戸から京都まで旅した記録を浮世絵にした「東海
道五十三次」が有名ですが、実は江戸時代初
期、東海道は「五十七次」まで延長されていまし
た。京都から延長された東海道は、五十四次が伏
見、五十五次が淀、五十六次が枚方、五十七次
が守口。終点は今の大阪市にありました。
　枚方は、東海道五十六番目の宿場町。淀川の
港町として、三十石船に乗ってやってくる客に
「餅くらわんか、酒くらわんか」と酒肴を茶碗で売
り、商人の町として栄えました。
　現在、淀川では、災害時の物資等の輸送に使
用する緊急船着場の整備を進めており、現在で
は枚方船着場を含め９箇所整備しています。そ
の船着場を利用して、大阪の天満橋から枚方船
着場まで定期的に舟運が行なわれています。旧
枚方宿の町屋沿いを使用し定期開催されている
「くらわんか五六市」と連携し、毎月第２日曜日に
「みなと五六市」が開催されています。

郵便屋の渡しの石碑

淀川管内に８つある、国土交通省淀川河川事務所の
出張所から職員が管内のみどころを紹介します。
今回の担当は枚方出張所です。
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河川レンジャー
新しく５名の河川レンジャーが誕生しました
平成３1年度より活動をスタートする
河川レンジャーを紹介します。

どんな活動を展開していくか、ご期待ください。

教育現場での自然や環境に関
わる実践、城陽市を中心にした
地域の環境団体で取り組んでき
た活動を生かして、体験型の河
川教育や、近年の水害に対する
防災意識の啓発に関わる活動に
も取り組んでいきたい。

数十年に一度の自然災害が、
異常気象のために一年の内に
何度もやってくるような時代にな
り、日常的な防災、減災の意
識と活動が求められている。
地域住民と共に防災・減災に
ついて学び取り組みを進めたいと
思う。

横野 翔大
枚方出張所管内 河川レンジャー

大釜 智光
木津川出張所管内 河川レンジャー

山村 元秀
木津川出張所管内 河川レンジャー

人が川に近づくことを良しとしない
現状を変えたい。子供たちが笑
顔で川遊びができる水辺作りを
市民と行政と共同で作りたい。私
のレンジャー活動で自然を大事に
する人たちを増やしていきたい。こ
の3つの思いがあって、私は河川
レンジャーになりたいと思いました。

西 由紀美
毛馬出張所管内河川レンジャー

廣井 真由美
毛馬出張所管内河川レンジャー

「川」を意識し興味を持ち始めた
ところです。今まで学んできた自
然体験活動を元に淀川の生きも
のを知ることから、歴史・文化や
防災などについて学びを深めてい
きたいです。川と人を大切にした
活動を展開したいです。

先輩方に学び、レンジャー活動
に積極的に関わる事で、自分自
身のスキルアップを図り、自分の
活動テーマである「まちの暮らし
と川をつなぐ」を実行していきた
いと思います。よろしくお願いい
たします。

桂川ミニ環境展

下鳥羽小学校防災体験学習

「自然とふれあいながらシニア時代を過ごせたら…」と考えて
いた時、河川レンジャーの活動に出会いました。河川の環境保全、
動植物の保護、河川美化、治水・防災対策など、さまざまな分野で
より良い川づくりに挑んでいる河川レンジャーに魅力を覚え、３年
前に活動をスタートさせました。
活動エリアは桂川です。京都府東北部を源流に府内を大きく
蛇行しながら南下、京都市西部を流れて淀川に合流します。世
界的に有名な景勝地「嵐山」を抱え、流域に多くの住宅などが
立ち並ぶ都市河川ですが、希少な野鳥、植物、淡水魚などが

確認され、豊かな自然
を保っています。
活動は、先輩レンジ
ャーのアドバイスを受
けながら流域で活動
する市民団体などと連
携し、自然観察会や生
き物調査に取り組ん
でいます。

川原では植物のカワラナデシコやタコノアシ。餌を求めてや
ってくる野鳥たち。川の中では、淡水魚のアブラハヤやカジカ、
アカザ。イシガメやスッポン、オオサンショウウオを見つけまし
た。絶滅危惧種の発見にホッとした気持ちになる半面、特定外
来種（ウシガエル、ブルーギル、
アレチウリなど）を見つけると、心
が痛みます。ゴミのそばで餌にな
る魚を狙うホシゴイを見たとき
は、悲しくなりました。
河川レンジャーとして、希少植
物の生育を促す外来植物の駆除や、生き物たちに危害を及ぼ
す恐れのあるプラスチックゴミの除去を進めています。河川美
化活動は、美しい景観を守ること、また、環境保全につながりま
す。地域の方に桂川の自然を知ってもらい、河川美化活動をア
ピールするためにミニ環境展を年２回開いています。
桂川は、２０１３年（平成25年）の台風18号による洪水の後、河
川改修工事が進められています。自然環境がどう変化するか見
守っていきたいと思っています。

桂川出張所管内
河川レンジャー
南良靖雄

river-ranger
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河川レンジャー

主な検討テーマ
❶

 河川公園へのアクセスの課題
　（堤防道路横断の危険性）

❷
 親水エリアの創出と

その活用
❸

 危険・迷惑行為の撲滅等

河川事務所
（国土交通省）

地域住民

自治体
河川

レンジャー

河川レンジャーは、地域と行政を

コーディネートしながら、防災、環境保全、

維持管理などのさまざまな活動を行い、

川の課題を解決していこうとしています。

国土交通省淀川河川事務所では、淀川河川公園整備計画
（淀川右岸中流域大塚地区）をもとに公園整備が進められて
います。その中で公園整備のより良い実現に向けて地域住民
の声を反映するために課題検討ワーキンググループを2014年
に立ち上げて関連行政参加のもと検討をしています。
自然観察としての「バッタのオリンピック」や「河川美化活動」を
通じて参加者からの河川公園含めた河川敷に関する意見要望を
ワーキンググループの検討に反映し
たり、地域の小学校との交流など
地域との連携を深めています。

三島江野草地区では、自然と人が触れ合えるための場
所として、河川敷の切り下げを行い、ワンドを造りましたが、
ヤナギのよる樹林化により人が近づくことが難しい状態に
なっています。樹林化が多様な生態系を破壊する恐れがあ
り、伐木が必要なことから、淀川らしい水辺の風景に戻す
試みを進めています。伸びた草を刈ったり、樹林化したヤナ

ギを切ったりしながら、自然とふ
れ合い遊びながら学べる場所
にしていこうと、みんなで汗を流していま
す。今は淀川で初めてコスト縮減の観点
から、伐木したヤナギの成長を抑制する
「環状形成層剥皮法」※の、現地での実
験をスタートさせています。実験結果を
チームで楽しみ
にしています。

楽
し
く
学
ぼ
う
、川
の
こ
と 子どもたちと地域の川から学ぶ体験プログラム｢高槻ジュニ

ア河川レンジャー｣を展開しています。主な内容は安全に遊べ
る川遊びマップ作りや防災の学習、生き物観察会などです。
近年、ゲリラ豪雨や風水害が増える中で「防災」への関
心が高まっています。地域の小学校では、洪水から身を守る
ための「水防災」や「マイ・タイムライン（私の逃げ方、防災
行動計画）作成」の出前授業を実施し、防災意識の向上に
努めています。増水時の川は危ないという認識だけでなく、自
分の命を守るためにすべきこ
とを伝えています。
レンジャー活動を通じて、次
世代を担う子どもたちに河川
のことをもっと知ってもらい、
「みんなで教え合う場」がつく
れたらと考えています。
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※「環状形成層剥皮法」とは、幹の樹皮
と形成層を環状に削り取って木を立ち枯
れさせる方法です。チェーンソーなどで伐
採するのと異なり、安全で簡単にしかも
短時間で実施できる利点もあります。

公園整備の
より良い実現に
向けて

課題検討
ワーキング
グループ
（2014年～）

バッタのオリンピック
【河川敷の自然観察を楽しむ】

低草丈草種のイワダレソウの堤防植栽
【住民参加の維持管理】

淀川芥川クリーンアップ大作戦
【住民参加の河川美化】

活動参加者から
意見要望を収集
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ヤナギの新芽の成長を抑制する環状形成層
剥皮法による実験

伐木９ヵ月後のヤナギの根元からの新芽（２ｍ以上に成長）

▼

淀川の堤防から
　川の流れを学習
　する

▼

洪水から身を守る
　防災教室
　（高槻市立三箇牧
　小学校）

総合学習授業でインタビュー応答（高槻市立南大冠小学校）






