


安威川フェスティバル 2015 会場風景



安威川フェスティバル 開催概要 concept

安威川周辺の自然を守り、創造的な地域づくりを
目指す人たちが出会う交流の場。

平成27年10月31日、茨木市大門寺北側の高台ゾーンにて、前年

度に続いて２度目となる「安威川フェスティバル 2015」が開催されま

した。清 し々い秋晴れのもと、前年度来場者数の３倍以上の約

1300名の方にご来場いただき、たくさんの人で賑わう大盛況の

フェスティバルとなりました。

このフェスティバルは、安威川ダム及び周辺の活用と保全に向けたプ

ラットフォームづくりに取り組む「安威川ダム ファンづくり会」（※P.15

参照）が主体となって、プログラムの企画・運営を実施しています。

今年度は「次世代へつなぐ、学びと出会いの場」をコンセプトとして掲げ、

安威川周辺の自然を守り、創造的な地域づくりを目指す人たちが出会

う交流の場をテーマに展開しました。

フェスティバルで催されたプログラムは、「自然に学ぶ」「文化に学ぶ」「ダ

ムに学ぶ」「つなぐプログラム」の４つのテーマに基づいて構成され、

それぞれのテーマに沿ったプログラムは、地元の協力や市街地の活動

団体の支援など、様々な関係者の力を結集して実現しました。

フェスティバル開催場所である大門寺北側の高台ゾーンは、安威川ダ

ムの建設現場を展望できる場所に位置しており、ここには昨年度開設

された安威川ダム資料館があります。この資料館は、大林組JVが、

ダム工事のPR施設としてだけではなく「ダム周辺の地域づくりの拠点」

となることを目的として開設したもので、今後もこの場所はダム周辺の

活動拠点の1つとして、さまざまな交流や出会いが生まれる場になって

いくことを期待しています。

自然に学ぶ 文化に学ぶ ダムに学ぶ つなぐプログラム
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安威川ダム周辺の活用と保全の
プログラムアイデア提案

コンセプト「 次世代へつなぐ、学びと出会いの場 」

安威川ダムファンづくり会
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安威川フェスティバル プログラムテーマ

会場マップ＆プログラム一覧
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GATEインフォメーション
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おもてなしテーブル

喫煙
コーナー

22

スタンプラリー受付
おすすめ観光サイクリングMAP
ダム工事現場体験ツアー（受付）

＝ スタンプラリー設置場所 インフォメーション

踊ってつくろう！ ペットボトルピザ

［プログラム一覧］
1

みんなのダンボールキャラバン2

みんなでつくる！ オーサン絵巻もの3

ドーナツのフロレスタ（飲食）

Kitchen bar ひだまり（飲食）

見山の郷（飲食）

防災食（五目ごはん）

4

5

6

7

宙いもの焼き芋（焼き芋カー）
安威川ダムケーキ

8

ミニ博物館生態展示
ミニ博物館写真展

27

ダンプタイヤ展示

ダムに残そう！  みんなのことば

24

25

小学生の壁新聞展示

ムービング昆虫ペーパークラフト

16

17

マグネットシートいきものクイズ26

展望スペースでの解説29

ステージ
ステージ（ライブ）
応募写真の表彰式

30

丸太切り体験

どんぐりポットづくり

13

14

「カフェ場」で語ろう！つながろう！
宙いもスイーツ（宙いもプロジェクト）

9

「つくれる家具」ワークショップ

12

ニホンイシガメとカメ類の生態展示

オリジナル巣箱を作ろう

15

10

手作り缶バッジ［作成コーナー］

手作り缶バッジ［お絵描きコーナー］

11

18

環境クイズ

20

アマゴのつかみ捕り＆塩焼き販売

21

万華鏡づくり

ダム工事現場体験ツアー19

23 革小物教室

生きものシルエット展示（オブジェの設置）28

ミニ博物館標本展示
生きもの写真展示

22 重機記念撮影

安威川ダム周辺は、都市に近接した立地でありながら、今なお貴重な

自然が残されており、多くの植物や生物が生息しています。ダムを建

設することによってもたらされる周辺環境への影響を最小限にすること

と、自然環境の再生を行うパイロットプログラムを実践し、自然につい

ての理解を深めてもらい、それを活用していく。

安威川周辺地域で育まれてきた固有の地域性、文化資産、人の魅力

を伝えるプログラムを通して、安威川流域文化の魅力を再発見してもら

うこと。そして、人と人が出会い、集い、交流することによって生まれる、

新しい文化を未来に向けて育んでいく。

ダムを建設するための最新の土木技術や工事の進捗状況などをお伝えし

ながら、現場で働く人と接したり、工事がおこなわれている現場を間近

に見て触れてもらうことで、安威川ダム建設事業についての理解を深め

てもらい、地域や府民の方々にとって、より開かれたダムを目指していく。

人と人、山間部と市街地をつなぐこと。また地域の魅力を伝え、活動を

アウトプットにつなげ、そこから生まれる新たなネットワークを育んでいく。

活用と保全の具体的アクションの一つであるフェスティバルの開催をきっ

かけに、ここで生まれたアクションを日常の利活用にもつなげていく。

安威川周辺地域の未来を担う子どもたちへ。
ダムと地域の魅力を伝える４つのテーマ。

今年度開催されたプログラム数は、前年度に比べ、倍以上の39となり、

子どもから大人までみんなで楽しめる多彩なプログラムを展開すること

ができました。これらのプログラムは、昨年度の地元ワークショップで

の意見をもとに導き出された「自然に学ぶ」「文化に学ぶ」「ダムに学ぶ」

「つなぐプログラム」の４つのテーマから構成されています。

プログラム案の作成にあたっては、地元の方たちからのフェスに対する

意見や提案も随時取り入れながら、安威川ダムファンづくり会が主体

となって企画をおこないました。プログラムを構成する４つのテーマに

は、次のような思いが込められています。

地元の方 と々の協働で実現した、多彩なプログラム
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オリジナル巣箱を
つくろう
安威川ダムに寄贈された巣箱を使っ
て、小石や木の葉など色々な素材を
貼って自分だけのオリジナル巣箱を作
るプログラム。子どもたちは、木製の巣
箱に思い思いの絵や模様を描いて、
巣箱を完成させました。

万華鏡づくり
万華鏡は、中に入れる“ハナ”と呼ばれ
る材料によって、覗いた時に見える模
様が変わります。このプログラムでは、
ビーズや花びらなど、色とりどりの素材
を入れて、オリジナルの万華鏡づくりを
体験しました。万華鏡の中に見えるき
れいな模様に、子どもたちが夢中で見
入っている様子が印象的でした。

NPO法人 素材探検隊

アマゴのつかみ捕り＆塩焼き販売
安威川上流漁業協同組合によるプログラム「アマゴのつかみ捕り体験」では、子どもたちが特

設プールに入ってアマゴを追いかける、そのハイテンションな姿に、まわりの大人たちも思わず笑

顔に。その横では、「アマゴの塩焼き」が販売されました。臭みがなく、骨も柔らかく、まるごとペロ

リと完食できるアマゴを、みんなで美味しくいただきました。両手でしっかりと魚を捕まえた子どもた

ちは、生き物と触れ合った経験を忘れないことでしょう。命をいただくことの大切さを学ぶプログラ

ムとなりました。

安威川上流漁業協同組合、 地元

環境クイズ
自分たちが身近に住む環境についての理解を深め、興味を持つきっかけをつくることで、
これからの未来を担う人づくりにつなげていくことを目指した、環境教育プログラム。クイ
ズに参加した子どもたちは、壁一面に貼られたパネルを見ながら、茨木のまちについての
意外と知らない歴史や文化、自然環境などをクイズ形式で楽しく学びました。

bioa（ビオア）、 近畿大学農学部学生団体 FeeLink

マグネットシートいきものクイズ
安威川周辺の地形と街並みを描いたホワイトボードに、水辺の生きものたち
のイラストが描かれたマグネットを貼り、それが安威川に生息しているのか、ど
のあたりで観ることができるのかをみんなでクイズ形式で楽しみながら、安威
川流域の自然環境について学びました。

NPO法人 nature works、 茨木市環境政策課

「ミニ博物館」コーナーでは、安威川に生息する水生生物のミニ水族館や昆
虫の標本展示に自然史写真展、そして、ネイチャーワークス・小村一也さんに
よる安威川の生物多様性と生きものについてのお話がありました。たくさん
の方々が集まり、子どもたちは熱心に魚や昆虫に、見入っていました。なかに
は「友達呼んでもう一度遊びに来る！」という子どもがいたり、ご年配の方から
は「懐かしい」という声もありました。そして「生きもの写真展示」のコーナーで
は、子どもたちからの応募で集まった生きものたちの写真が展示されました。

NPO法人 nature works

どんぐりポットづくり
安威川周辺地域に自生する、コナラやクヌギなどをはじめとする

様々などんぐりの種類について学びながら、竹を切り出したポット

に、土とどんぐりを入れ、苗木を育てるポットづくりをおこないまし

た。ポットには、安威川周辺で伐採された竹を使用しています。

大林組JV、 里山サポートネット・茨木

応募写真の表彰式
「安威川フリーダム」で事前に募集をかけ
て集まった、自然をテーマとした写真コン
テストの表彰式。たくさん集まった応募写
真の中から選ばれ、受賞されたみなさんに
は、表彰状と副賞が贈られました。

NPO法人 nature works

ムービング昆虫ペーパークラフト
箕面公園昆虫館・久留飛館長の指導のもとでおこなわれた、昆虫ペーパーク
ラフトの工作プログラム。昆虫が空を飛ぶ仕組みについて、館長による分かり
やすい説明の後で、昆虫のシルエットが描かれた紙に、みんなで思い思いの色
や模様に塗り絵をし、ペーパークラフトによる昆虫の羽作りに挑戦しました。

箕面公園昆虫館

NPO法人 素材探検隊

生きものシルエット展示
カブトムシやチョウなどの昆虫や、水生の
生きものたちの形をリアルなシルエットで
表現したオブジェの展示プログラム。色と
りどりのシルエットが、会場内を華やかに
彩り、訪れた人を出迎えました。

NPO法人 nature works

ミニ博物館生態展示／ミニ博物館写真展
ミニ博物館標本展示／生きもの写真展示
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踊ってつくろう！ ペットボトルピザ
ペットボトルによるピザ生地づくりと、それを活かした食育体験プログラム。楽しい歌とダンスに合わせて、生地を入
れたペットボトルをフリフリするだけで、ピザ生地が完成します！ 伸ばした生地に、チーズなどの具材をトッピングし
て、最後は、石窯と段ボール製のオーブンで焼きあげます。みんなで楽しく踊って、プロのシェフ顔負けのおいしい
ピザが完成しました！

つくれる家具ワークショップ

家具町工房

カフェ場で語ろう！
つながろう！
宙いもスイーツ

参加者のプラットフォームになる、まちづく
り移動カフェ「カフェ場」では、自然の森や
野生の動物を守る『cafe百花のバードフ
レンドリーコーヒー』と、人々が行き交う
『場』を提供。そして、みんな大好きサツマ
イモを使った茨木の町おこしプロジェクト
「茨木宙いもプロジェクト」による、おいも
のクッキーやケーキなど、おいしい宙いもス
イーツも登場しました。

茨木宙いもプロジェクト、
大阪府立茨木高等学校、
いばらき元気隊、 cafe百花moka

手作り缶バッジ
自分で描いた絵をオリジナルの缶バッジに！ 参加した子
どもたちは、生きものの絵を描くときのポイントについての
ミニレクチャーを受けながら、安威川の生きものが描かれ
た図鑑を見て、夢中になって昆虫や魚などの絵を描きま
した。描いた絵はその場で缶バッジにしてプレゼント！ 参
加者が途絶えることがないほどの人気となりました。

淀川管内河川レンジャー、 NPO法人 nature works

大阪府立茨木高等学校、 射場石利石材株式会社、 茨木芸術中心、 UMLAUT、 地元

宙いもの焼き芋
地元茨木の「宙いもプロジェクト」の提
供による、おいしいホクホクの焼き芋
販売プログラム。みんなで茨木の秋の
味覚を楽しみました。

大林組JV、茨木宙いもプロジェクト

ドーナツのフロレスタ
お子様からお年寄りの方まで、安心し
て食べられる、自然な材料でつくった
ドーナツ。フェス当日は、特別にホット
ドックや焼きそばの販売も !

フロレスタ 阪急茨木店

ステージ（ライブ）
会場内のステージゾーンでは、JVバンド Sing Sing Sing
さんによるライブパフォーマンス、オペラ歌手松本典子さん
による歌唱など、会場内を楽しい音楽で盛り上げました。

大林組JV

丸太切り体験
丸太をノコギリで切ってみよう！ 里山サポート
ネット・茨木さんによる指導のもと、安威生産森
林組合さん等によって提供されたヒノキを使っ
て、丸太切り体験をしました。また、ノコギリで輪
切りにした木を使ったコースターも工作しました。

里山サポートネット・茨木、
安威生産森林組合、地元

ニホンイシガメとカメ類の生態展示
安威川水系に生息するニホンイシガメを中心とした、カメ
の生態展示プログラム。カメたちがどんな場所に住み、
何を食べているのかといった、カメの生態についてのお
話から、外来種の問題なども含め、専門家による解説を
聞きながら、実物の生きたカメたちとふれあえるプログラ
ムとなりました。

和亀保護の会

「つくれる家具」ワークショップでは、安威川流域の間伐材を使用した、オリジナルの椅子づくりをお
こないました。木工経験の少ない親子連れの方たちが多く参加され、家具町工房・賀來寿史さんの
指導のもとで、木材をノコギリでカットしたり、カナヅチで組み立てたりと、無心に取組まれている様子
が印象的でした。約3時間ほどかけて完成した椅子は、世界にひとつしかない自分だけのオリジナ
ル。本気でがんばれば、自分で家具をつくれるんだ！ ということが実感できたのではないでしょうか。
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みんなでつくる！ オーサン絵巻もの
安威川流域マスコットキャラクターの公募から選ばれた「オーサン」。今回のフェ
スでは、川に見立てた水色の布とロール紙に、安威川流域の自然の景色や生き
物、オーサンの仲間といった「お題のカード」に沿って、参加した子どもたちは、自
然や生きものをモチーフとした絵を描きました。プログラムは２回にわたって行わ
れ、たくさんの子供たちが参加し、なんと20メートルの絵巻ものが完成しました！
ここで描かれた絵は、この後、絵本になって登場予定です！

NPO法人 cobon タチョナプロジェクト

みんなのダンボールキャラバン
リサイクル率90％のエコな資材として知られるダンボール。身近な素材で
あるダンボールは、エコなだけではなく、誰でもアウトプットをチャレンジ出来
る素材として、防災やモノづくりに関しても様々な試みが行われています。
今回のフェスでは、ダム工事で発生した廃棄する予定だったダンボール箱
で、簡単につくれる簡易スツール「Quick & EasyStool」を使って、子ども
たちはワークショップ形式で実際につくるプロセスを体験しました。

みんなのダンボールマン

ダムに残そう！
 みんなのことば
「ダムに残そう！みんなのことば」では、ロッ
クフィルダムの堤体に使用される大きな岩
（リップラップ材）に、思い思いの絵やメッ
セージを書いたり、彫り刻んだりしました。
来場者の方たちの想いが一面にびっしりと
描き込まれたこの岩は、5年後にはダムの
材料の一部となります！

重機記念撮影
「重機記念撮影」では、参加した子どもたちがダム工事現場のスタッフと同じユニフォームとヘル
メットを着用し、ダム工事現場で使用される「バックホウ」という油圧ショベルカーの操縦席に
座ったり、重機の前で集合写真を撮影するなどして楽しみました。運転席に乗ってみたい！とい
う子どもたちの行列ができるほどの大人気プログラムとなりました。

大林組JV

安威川ダムケーキ
ミシュラン一つ星レストラン「ルポンドシエル」によるオリジナルの
安威川ダムケーキの販売。ダムケーキカード付きの限定販売
で、予想以上の大人気！オープンから早々の完売となりました。

大林組JV、ルポンドシエル

展望スペースでの解説
安威川ダム資料館横の展望スペースからダ
ム建設現場を眺めながらの、スタッフによるダ
ム工事の進捗などについてのレクチャープロ
グラム。解説パネルの展示のほか、ダムの模
型、ミニチュアダンプなども展示されました。

小学生の壁新聞展示
茨木市立・安威小学校、西河原小学校の児童を対象におこな
われた、水に関する環境学習を通じて児童たちが作成した、水
辺環境についての新聞がダム資料館内に展示されました。

茨木市立・安威小学校、茨木市立・西河原小学校

大阪府安威川ダム建設事務所、河川室

ダンプタイヤ展示
資料館の横に設置された「ダンプタイヤ展
示」では、実際にダム工事で使われているダ
ンプカーのタイヤが展示されました。高さ２メー
トル、厚み60センチもある、見たこともない大
きさのタイヤの迫力に、みなさんびっくり！！

大林組JV

革小物教室
ダム資料館内にて開催された、家族一緒に楽しめる「革小物教
室」。大林組ダム愛好会の会員で、クラフトハートトーカイの革小
物講師・中村ユキさんの指導のもと、参加者のみなさんは、はじ
めての革工作を楽しみ、可愛いペン立てが完成しました。

大林組JV、クラフトハートトーカイ

ダム工事現場体験ツアー
「ダム工事現場体験ツアー」では、スタッフによる解説付きの現場バスツ
アーや、フェスティバル会場真下にあるダム工事現場での大型重機の試
乗体験や記念撮影などを体験。大型重機の試乗では、子どもたちはその
大きさと迫力に最初はびっくりですが、運転席に上がると、まるでロボットを
操縦しているような気分で大興奮！親子で楽しみながら、ダム工事の進
捗状況や最新の技術などについて学びました。

大林組JV
大林組ＪＶ、射場石利石材株式会社
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安威川ダムファンづくり会 メンバーインタビュー interview

小池伸一さん茨木市観光協会

「安威川サイクリングマップ」の制作にプロモーション部会のチームとして関わ

らせていただきました。茨木の北部周辺はもともとサイクリストの人たちが多く

訪れる地域ですが、今後は家族連れやカップルの人たちなど、もっと気軽にサ

イクリングを楽しみに来てもらえるような場所になればと思っています。これか

らできるダム周辺地域の新しい魅力と、もとある茨木の歴史的な史跡などの

新旧の資源がうまく融合すれば、茨木を代表する素晴らしい観光資源となって

いくのではないかと期待しています。

新旧の魅力を融合させ、茨木を代表する観光資源に。

こいけ　しんいち

おすすめサイクリングマップ
「自転車に乗って安威川へ」というコンセプトで、安威川ダムファンづくり会が
主体となって制作した、安威川周辺を自転車で巡るサイクリングマップ
「GO CYCLING! TO AIGAWA」を配布。会場では、季刊誌cycleさんの進
行のもと「自転車井戸端会議」をおこない、マップ制作発起人でもあるGLAN 
FABRIQUE inc.・河上友信さん、茨木市観光協会・小池伸一さんに加え、
当日自転車で来場されていたサイクリストの方も飛び入り参加して、安威川
地域での自転車の楽しみ方についてのトークプログラムが展開されました。

季刊誌 cycle、 GLAN FABRIQUE inc.、 茨木市観光協会、 オプスデザイン

スタンプラリー
安威川周辺の６地区に生息する生きも
のや地名について学べるスタンプコー
ナーを会場各所に設置。６つのスタンプ
を集めると、景品がもらえるプログラム。

防災食（五目ごはん）
水や食料品が十分でない災害時などに
役立つ、水やお湯を入れて簡単につく
れる非常用のおいしい炊き出しご飯が
ふるまわれました。

NPO法人 nature works、 地元

見山の郷
地域の食材にこだわった手づくり食品
や新鮮な野菜を販売する「見山の郷」
による、名物の米粉を使った米粉パン
や、おでんなどが提供されました。

Kitchen bar ひだまり
店主自ら生産する旬の野菜を使った料
理を得意とする「kitchen bar 　ひだまり」。
スープ餃子やフランクフルトなど、バラエ
ティに富んだメニューが登場しました。

農事組合法人 見山の郷交流施設組合

大阪府茨木土木事務所、 地元、
茨木市、 大阪府安威川ダム建設事務所

kitchen bar ひだまり

おもてなしテーブル＆椅子
安威川周辺地域で伐採されたスギやヒノキの間伐材を使って製作された
テーブルと椅子が、フェスティバル会場に設置されました。
製作にあたっては、家具町工房・賀來寿史さんの指導のもとで、学生メン
バーJOIN!も参加。当日は、製作プロセスや間伐材の背景などを解説する
パネルも展示され、このテーブルで、たくさんの方々が食事をしたり、お話をし
たり、出会いが生まれるなど、みんなでつくった家具による「おもてなし」がお
こなわれました。

家具町工房、 GLAN FABRIQUE inc.、 大阪府森林組合、
里山サポートネット・茨木、 オプスデザイン、 JOIN!

「アマゴのつかみ捕り＆塩焼き」では、三つのテーマを設定しました。一つは「み

る」で、生きたアマゴが泳ぐ様子を観察し、その習性や特徴を体験的に学ぶ

ことです。二つめは「ふれる」。アマゴは運動能力の高い淡水魚で、なかなか

捕まえられませんが、捕ることの難しさと楽しさを同時に体感できます。三つ

めの「たべる」は、生きる命をいただくことの尊さと、自然の恵みに感謝する

気持ちを持ってほしいという思いがありました。アマゴと触れ合った体験と、

その場で食べた味は、これからも子どもたちの記憶に残っていくと思います。

体感することから、自然の恵みと命を尊ぶ気持ちを育む。

角野一雄さん安威川上流漁業協同組合
すみの　かずお

「食育」と「防災・減災」をテーマに「踊ってつくろう！ペットボトルピザ」を

提案させてもらいました。ピザを焼くために使用したのは、災害時などにも役

立つダンボールオーブンと、地元の射場石利石材さんの石窯でした。子どもた

ちは音楽に合わせて楽しく踊って、出来たピザを食べるところまで体験してもら

うことができました。次回は、使用する食材もすべて地元のものを使ったり、

ダンボールオーブンをつくるワークショップなどもできれば、さらに充実したプ

ログラムになるのでなないかと思っています。

「楽しい」という実感から「食」の大切さを伝えていく。

入交享子さん大阪府立茨木高等学校  教諭
いりまじり きょうこ※ 「ペットボトルピザ」は「ネイチャーキッズ寺子屋」による特許です。特許第4670099号
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安威川ダムファンづくり会 メンバーインタビュー interview

人のつながりが相乗的に発展して
実現できた新しいプログラム。

河上友信さん茨木芸術中心
かわかみ とものぶ

生き物や自然と触れ合うことから、
環境への理解を深めてほしい。

環境部会でのプログラムは、子どもたちが実際

に昆虫や魚をはじめ、動植物と触れ合うことを

通して、自然環境への関心を持つきっかけづく

りをテーマに展開しました。「ニホンイシガメと

カメ類の生態展示」では、カメと触れ合って楽

しいというだけではなく、カメが飼育放棄され

ている問題を話したりする。そうすることで、

子どもたちが理解しようとするので、そこから

安威川流域の環境について話題を広げていく

ことができる。「オリジナル巣箱づくり」では、

どんぐりや木の枝など身近な自然の素材を使っ

て工作体験をしましたが、どんぐりと言っても

様々な種類があり、なぜこの森は植物が育ち

やすい環境なのか、という話をしてあげられま

す。プログラムでの体験を通じて、100人のう

ち10人でもいいから、自然の楽しさとともに、

自然環境の大切さを伝えていく担い手に育って

くれたらいいなと思います。

小村一也さんNPO nature  works 代表
こむら   かずや

「安威川ダムファンづくり会」でアイデアを出し合い、
地元の方 と々の協働で実現したプログラム。

安威川ダムファンづくり会では、今年度から、「環境部会」「アート・文化・

教育部会」「プロモーション部会」の３つの部会を設定し、各部会ごとに、

テーマに沿ったアイデアを出し合い、全体での意見交換や議論を経て、

プログラムの案がつくられました。

「環境部会」は、安威川流域の自然と子どもたちが主役となり、見て触

れて楽しみながら学べる教育プログラム、「アート・文化・教育部会」

は食育をテーマとしたものや工作体験など、地元と市街地の交流を促

進するプログラムを提案しました。そして「プロモーション部会」では、

地元の活動団体と周辺や市街地の活動をつなぐプログラムや、フェス

ティバル当日の会場でのおもてなしを提案しました。

このように企画が進められたプログラム案は、準備段階から当日運営ま

で、多くの地元関係者や市街地の活動団体の支援と協力により実施に

至りました。

「安威川ダム ファンづくり会」は、府民による自立型の地域づ

くりを目指して、大阪府文化・スポーツ課が実施する「プラッ

トフォーム形成支援事業」を活用して平成26年3月に発足し

たものです。

従来の行政主導型ではなく府民自立型で、ダム建設中の段階

から地域づくりのアイデアを出し合い議論することにより、一

層府民のニーズにマッチした地域づくりを目指しています。ダム

やその周辺地域について、活用したい、保全したいなど、魅力

を感じて集まってこられる方を「ファン」と名付け、ダム完成

後によりよい環境を整えることやファンを増やすことを目的とし

ています。

現在、教育関係者、NPO団体、デザイナーやアーティストなど、

様々な立場の方々にご参加いただいき、運営会議や、地元の

方々も交えたワークショップで、安威川ダム周辺地域の魅力や

課題、観光や景観づくり、効果的な情報発信のあり方など、様々

なテーマについて活発に議論しています。

安威川ダム ファンづくり会について

連携
交流

治水・利水
の機能

周辺環境の保全

一帯の活用

環境保全への参画

利活用への参画

治水・利水
の恩恵

市街地（下流部）ダム周辺（山間部）

ダム周辺の
保全活動促進

都市部からダムへの
活動展開

２つのエリアの連携と交流
ファンづくり会のコンセプト

オプスデザイン、茨木市観光協会、大林組ＪＶ、大阪府茨木土木事務所、
茨木市

茨木芸術中心、大阪府立茨木高等学校、NPO法人 cobon、大阪府都市魅
力創造局文化・スポーツ課、安威川上流漁業協同組合、NPO 法人 PTAサポー
ターズ、大林組ＪＶ

プロモーション部会

環境部会

アート・文化・教育部会

NPO法人 nature works、茨木市環境教育ボランティア、淀川管内河川レ
ンジャー、箕面公園昆虫館、安威川上流漁業協同組合、bioa（ビオア）、
里山サポートネット・茨木、大林組ＪＶ、茨木市

強みを活かすための見取り図を描き、
つながりを大きな輪に広げていく。

今回のフェスでは、前年度以上に、幅広いフィー

ルドで活動する方たちに参加していただくことが

でき、人と人のつながりから、新しいアイデアや

プログラムが生まれたことが大きな成果でした。 

「踊ってつくろう！ ペットボトルピザ」では、地

元の射場石利石材さんや茨木高校の生徒たち

の協力のほか、プロのダンサーにも加わっても

らい、子どもたちと一緒に会場を盛り上げてくれ

ました。また「おすすめサイクリングマップ」では、

季刊誌cycle編集部さんにも参画していただい

て、茨木の山をサイクリストのメッカにするため

の一つのきっかけをつくれたことが個人的にも

大きな収穫でした。そして、部会同士の連携か

ら「つくれる家具ワークショップ」と「おもてな

しテーブル＆椅子」の製作が実現し、安威川の

間伐材を利用した家具づくりが一つのかたちに

なったことも、今後につながる大きな一歩を踏

み出せたのではないかと実感しています。

プロモーション部会は、広報活動という役割は

もちろんですが、それ以上に、ファンづくり会

を中心に集まる様 な々参加者の「強み」が発揮

できるような見取り図を描き、人や場所のつな

がりを構築していくことがミッションだと捉えて

います。今回のフェスでは、安威川周辺のサイ

クリングマップ制作と間伐材を使ったテーブル・

椅子づくりが具体的なアウトプットとなりました

が、これらはフェスのプログラムであると同時

に、フェス終了後も広がり続けることができる

仕組みづくりと、それぞれの関係が連鎖してい

くための「ツール」として役立つことができれ

ばいいなと考えています。ここでつながった点

と点から、やがて太い線が生まれて、たくさん

の人たちを巻き込んでいく大きな輪にしていく

ことができれば、ダムが完成した後にも自立的

に継続できるプロジェクトに成長していくので

はないかと期待しています。

原 比呂志さんオプスデザイン
はら　   ひろし
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来場者のみなさんから寄せられたメッセージ［おもてなしプログラム］ message
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好評だった前回に続き、２回目の参加とい

う人も多くいらっしゃって、イベントが少しづ

つ地域に浸透してきていることが実感でき

ました。今後は、1年に1回だけでなく、定

期的に地域に人は集まれるイベントを実

施するなど、日常につなげる取り組みを大

切にしてほしいと思います。

フェスティバルは大盛況になったと思いま

した。訪れた全ての人が生き生きとしてお

り、子どもたちがはしゃいでいるのを見てい

ると、私も楽しくプログラムに取り組むこと

ができました。来年以降もよりパワーアップ

したフェスティバルを期待しています！

本当にたくさんの人に来場していただき、

見山の郷のことや、茨木の北部地域の

魅力を知っていただく、とても良い機会に

なったと思います。素晴らしい自然環境が

残る安威川の環境を大切にしながら、み

んなが楽しめる地域づくりが実現するとい

いなと思います。

安威川ダムファンづくり会メンバーのフェスふりかえりコメント comment

見山の郷交流施設組合

辻 禮次郎さん

近畿大学農学部
学生団体 FeeLink

山本大樹さん

安威地区自治会連絡協議会 会長

宮後悦二さん

安威川フェスでは、参加者の皆さんが安

威川や茨木の街のことが大好きだというこ

とがとても伝わってきたので、良いシナリオ

を考えなくては！ と少し緊張しました。多くの

方が関わってできた絵本が、数十年経って

もダムとともに皆さんの身近な存在であれ

ばいいなと思います。

絵本プロジェクト 学生メンバー

藤吉栞里さん

資料館の環境系展示では、子どもたちが昆

虫標本や水槽の魚を前に、こんなの見たこ

とない！と大興奮でした。子どもたちからも

質問が出るなど、環境の話にもつなげられ

てとてもよかったと思います。これからも、活

気溢れる地域にしていくための取組みが広

がることを期待しています。

生保地区 自治会長

中野幸男さん

子どもから大人まで楽しく参加していただ

き、手こずりながらも、ノコギリの扱い方を

しっかり体験してもらえたことが良かったと

思います。また、間伐材で作ったまな板な

ども販売させてもらい、茨木の間伐材の

利活用についても知ってもらえる良い機

会となりました。

里山サポートネット・茨木

白石泰久さん

茨木にお住まいの方でも、北部地域のこ

とは意外と知らないという人が多く、この地

域の魅力をみなさんに伝えることができた

と思います。今後は、ダムのファンになって

くれるようなリピーターを育てていき、人の

交流がさかんに生まれる地域になっていっ

てほしいと思います。

車作地区 自治会長

北浦春雄さん

小さな子どもたちがたくさん来てくれたこと

が何よりも収穫だったのではないかと思い

ました。スタンプラリーを集めに走り回る様

子や、初めて見る大きな重機を前に喜んで

いる笑顔がとても印象的で、子どもたちに

も、また来年も来たいと思ってもらえるイベ

ントになったと思います。

桑原地区 自治会長

安達義春さん

茨木市のこと、安威川のことをもっと知っ

て欲しいと、楽しいクイズで皆さんをお迎え

しました。老若男女の方々が展示物を見な

がら、真剣に、楽しく回答し、こんなにたくさ

んの生きものがいるのね！地域をもっと知

りたい！などの感想があり、楽しい一日に

なりました。

bioa（ビオア） 代表

瀬口和矩さん
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Q.

来場者数 名
約 約 39プログラム数

今後、このイベントで実施してほしいプログラムはありますか？

今後、豊かな自然が残る茨木市の北部エリアにおいて、どういった機能があれば行ってみたい、利用してみたいと思いますか？

Q.

年齢分布

安威川フェスティバル　来場者アンケート・集計

安威川ダム ファンづくり会メンバーに聞いた、安威川ダムで実現したい夢

data & voice

150関係者協力 名 40団体 件

81%
茨木市内

19%
茨木市外

どなたと来られましたか？

男女比 参加回数 何でお知りになりましか？

どこから来られましたか？

68%
家族と

その他…4％
無記入…7％

無記入…１％

無記入…21％

12%
友だちと

11%
一人で 茨木市内

茨木市外

無記入

無記入

ダム工事現場ツアーをもっと多くしてほしい／生き物とふれあえるイベント／ダムカレー／木にまつわるイベント／安威川ダム完成までの写真パネル展示

無料で参加できる大人向けのクラフト／子どもが遊べる遊具／イベントステージでのダムアピール／ワークショップを増やしてほしい／魚の大規模な展示

8 %10代
以下

3 %20代

27 %30代

25 %40代

8 %50代

28 %60代
以上

地元の食材を使った料理を食べられる

自然の中のカフェでのんびりとくつろぐことができる

田植えや稲刈り、野菜づくりなどの農業体験ができる

いも掘りなどの収穫体験ができる

地元の農産品や加工品を購入できる

山菜採り等をしながら自然観察ができる

炭焼きや木工工作などの体験ができる

41%（91） （24）

（74）33%

（56）25%

（56）25%

（52）23%

（44）20%

（48）22%

隠れキリシタンの歴史・文化に触れられる 11%

（43）
美しい景色に加え休憩ポイントが充実する

ルートでサイクリングができる

その他

サインやマップが整備された自然歩道で
ハイキングやトレッキングができる

観光案内所のような拠点施設で、
最新の情報を収集することができる

19%

（40）18%

（18）8%

（3）1%

41%
男性

38%
女性

無記入…1％

91%
はじめて

8%
２回目

39%チラシ

32%市広報

7%ネット

3%駅掲示物

2%SNS

17%その他
学校からの配布物
職場で／家族から
知人から／回覧板 など

男性

はじめて

２回目

チラシ

市広報

その他

ネット

SNS
駅掲示物

女性

家族と
友だちと

一人で

その他
無記入

20代

無記入

60代
以上

30代

40代
50代

10代以下
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