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淀川の新たな賑わい創出を目的として2015年から
「淀川アーバンキャンプ」を社会実験として実施しています。

2018年からは2019年までの 2年間で、民間事業者による主体的な
「淀川アーバンキャンプ」の企画運営を試行するため、
淀川での新たな賑わい創出を企画する
コーディネート事業者を公募により決定しました。
201 8年は「泊まる」をテーマに様々なキャンププログラムを中心に開催し、
水辺のアクティビティやBB Qエリアでのサービスも提供し、
淀川の魅力を発信しました。
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4月に淀川アーバンキャンプの内容を企画・運営する
コーディネート事業者を公募し、6月には審査会を
開きました。淀川の自然や景観を活かした利用と
賑わいの創出、子どもたちが楽しみながら学べる
機会、地域との連携などの観点から各事業者の提案を
審査し、コーディネート事業者を決定しました。

淀川アーバンキャンプ実施に向けて、様々なキャンプ
プログラムに加え、淀川ならではの自然体験ができる
プログラムを実施するために、コーディネート事業者は
様々な事業者に参加を呼びかけました。また、BBQ
エリアではキッチンカーによるかき氷販売やストリート
パフォーマンスなどの魅力向上事業も行いました。

初日は台風の影響を受け中止。しかし、グローイング
アップキャンプ（親子キャンプ）では予約が90％を
超えるなど大盛況となりました。また、そのほかの
セレクトキャンプや水辺アクティビティ等に参加し
ていただきました。

淀川アーバンキャンプ実施後、参加者アンケートを
分析し今年のアーバンキャンプを客観的に評価。コー
ディネート事業者による企画運営を 2019 年も継続
するかどうか審査会において決定しました。審査会では
2年目の内容が淀川の特徴を活かした賑わいが創出
できるプログラムの提案になっているか確認しました。

公募・審査

企画・運営

淀川アーバンキャンプ2018の流れ
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淀川アーバンキャンプ実施

実施内容の評価
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J R大阪駅からもほど近い場所に位置し、阪急電車「梅田駅」からは
京都線に乗って2 駅約6分「南方駅」、大阪メトロ「梅田駅」からは
御堂筋線に乗って2駅約5分の「西中島南方駅」が最寄り駅。新幹線
からのアクセスも便利。新大阪駅からは大阪メトロ御堂筋線に乗って、
1駅約1分で「西中島南方駅」に到着します。

広々とした芝生を贅沢に使い、真ん中に共用テント、それを囲むように宿泊テントを配置。
堤防に背を向けると目の前には淀川が流れ、夜は梅田のビル群の夜景が一望できる場所です。

よどがわ河川敷フェスティバル
秋の緑化祭 BBQエリアにぎわい

プログラム

淀川河
川公園

BBQエ
リア

淀川ネイチャークルーズ

YUCBASE

セレクトキャンプエリア

グローイングアップキャンプエリア

パラグライダー浮遊体験

よどがわ河川敷フェスティバル

水辺アクティビティ

BBQ器材レンタル

ケータリングカー

有料BBQエリア

1

2

3

淀川アーバンキャンプの開催会場

最寄駅から会場までの道のり

会場マップ
〈実施場所〉



淀川の自然を体感し、楽しみ、学べる親子が対象のキャンププログラム。朝から夜まで 1 日を通して淀川の魅力を
満喫していただきました。淀川の自然を活かした干潟観察会では、淀川の生き物たちを見つけるために、
お父さん、お母さんも一緒になって泥だらけに。水辺アクティビティの体験を通して、
水面の輝きや景色の良さに感激したり、ゆったりとした休日の過ごし方を発見しながら、淀川の自然を学びました。
夕食のBBQやレトロな銭湯体験など、テントでのお泊まりだけじゃない夜のおもしろさも感じていただけました。
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干潟観察ではぬかるみを歩いたり、生物を探したりと、普段でき
ない体験をすることができました。〈30代会社員〉

アクティビティや観察会、銭湯体験などどれも他では体験でき
ないキャンプで楽しかったです。時間のとり方や人数なども余裕
があって、ゆったりと親子同士話せる時間が持てました。〈40代
自営業〉

干潟観察では、カニなどが石の下にいたので、驚いた。テントの
中で寝るのがとても気持ち良かった。〈小学校 2年生〉

淀川がもっと好きになりました。ごみがあまりなくキレイでした。
〈小学校 5年生〉

参加人数＝36名〈 13グループ〉実施＝10月7日（日）

グローイングアップキャンプ

1日目

2日目

テント設営、
昼食、自由時間

タイムスケジュール

参加者の声

9:30–
受付開始

10:00–10:20
オリエンテーション

12:30– 14:00– 16:00– 19:00– 21:00
水上アクティビティ 休憩、

夕食 BBQ
お風呂、
自由時間

就寝干潟観察会
11:00–

解散
8:00–
受付開始

9:00–
テントなど片付け

9:30–10:00
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とても素敵な雰囲気の中、キャンプができて、とても満足して
います。市内から気軽に来られて、夜景が楽しめる。来年も是非
来たいです。〈30代主婦〉

昨日インスタグラムのストーリーを少し載せただけで 7～ 8人の
人からどこ？やここでグランピングしたい！という反応をもらった
ので、事前に募集をしめきるのがもったいないと思いました。
〈10代学生〉

おしゃれにスタイリングされたテントと豪華なBBQを楽しめる
リッチプラン。チェックインを済ませテント内を見た宿泊者の
みなさんからは驚きと喜びの声が。梅田の夜景を眺めながら豪華な
BBQを楽しんだ後は、ゆらめくキャンドルの灯りに照らされながら
テントの中でくつろぐ穏やかな時間を過ごしていただきました。

一緒に来たメンバーも内装のきれいさや、ゆったりとした会場の
雰囲気が良い、次があれば別の友達を誘ってきたいと言って
ました。〈20代公務員〉

テントの広さ、寝具の充実さ、リーズナブルプランにしては贅沢な
感じがしてうれしかったです。アメニティまでついていて驚き
でした。〈40代会社員〉

実施＝10月7日（日）‒ 10月13日（土）18:00 チェックイン/ 翌10:00 チェックアウト
参加人数＝20名〈6グループ〉/テント数＝2張り

本当に楽しかったです。ゲルの中から外を見ると、スカイビル
含む梅田の夜景が・・その不思議な光景に感動しました。〈20代
会社員〉

大阪城や道頓堀のようにクルーズ船の定期運航があったら
おもしろいと思います。釣りができたり、大阪湾まで出て釣りし
たい。〈40代会社員〉

モンゴルの草原に佇むゲルが淀川に！本物のゲルとジンギス
カン風 BBQを楽しめるゲルプラン。関西でゲルに泊まることが
できる場所は少なく、予約はすぐに埋まってしまうほど人気の
プランでした。ゲルの中は天井が高く快適で、モンゴルをイメージ
したインテリアと夕食のジンギスカン風 BBQで非日常の旅行気
分を味わっていただきました。

実施＝10月7日（日）‒ 10月12 日（金）18:00 チェックイン/ 翌 10:00 チェックアウト
参加人数＝17 名〈6グループ〉/ テント数＝1張り

初めてゲルを見て、中に泊まってとても貴重な体験になりました。
サービスも充実していて、また水回りもキレイだったので、快適でした。
〈20代学生〉

シンプルに淀川に泊まってみたい！という方向けのプラン。宿泊
テントは広々ゆったり。夕食がついていない代わりに、淀川
周辺のお店でお得に飲食が楽しめるクーポンもあり、十三の
まちに出かけたり、持ってきたご飯を食べたり、思い思いの
過ごし方で秋の淀川をお楽しみいただきました。朝のサンド
イッチボックスも好評でした。

実施＝10月7日（日）‒10月13日（土）18:00チェックイン / 翌10:00 チェックアウト
参加人数＝33名〈13グループ〉/ テント数＝2張り

参加者の声 参加者の声 参加者の声

ちょっとリッチなお泊まりコース

手ぶらでセレクトキャンプ

ゆったりゲルでお泊まりコース 十三満喫シンプルステイコース1 2 3
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カヌー
最も水面に目線が近いアクティビティ！自分の手で
水を切って進んでいくので慣れるまでは難しいけど、
安心して楽しんでいただけました。

実施日 : 10月7日（日）～8日（月祝）・13日（土） 
参加人数 : 98名

SUP
SUPはボディボートのような平たいボートに立って
パドルを漕いでいくアクティビティ。SUPに慣れると
まるで水の上を歩いているような気持ちよさでした。

実施日 : 10月7日（日）～ 8日（月祝） 
参加人数 : 46名

メガSUP
4人乗りのメガSUPは、グループで協力して水面を
進んでいくアクティビティ。淀川の自然を学びながら
水上さんぽを楽しみました。

実施日 : 10月13日（土）～14日（日）
参加人数 : 61名

Eボート
Eボートは10人乗りの手漕ぎボート。大人数で和気
あいあいと楽しめ、川からの景色をゆっくりと眺め
ながら淀川の環境についても学びました。

実施日 : 10月7日（日）～ 8日（月祝）・13日（土）
参加人数 : 56 名

パラグライダー
平坦な淀川の芝生広場ですが、風を見極めると空も
飛べるのです。小さなお子様から大人まで、束の間
の空中浮遊に一生懸命チャレンジしました。

実施日 : 10月13日（土）
参加人数 : 25名

BBQエリアの淀川の賑わい創出のため、コーディネート事業者が魅力向上事業を実施しました。
キャンププログラムと組み合わせて実施したり、他の関連事業と連携するよう計画を立てました。

淀川河川公園西中島地区有料BBQ連絡会との連携
淀川河川公園管理グル－プ共同体の構成員である（一財）公園
財団と宅配BBQ事業により結成された「淀川河川公園西中島
地区有料BBQ 連絡会」との連携を強化し、事業者のマナー
向上、安全衛生の徹底、環境整備意識の向上を図りました。
エリア内の警備をしたり、台風の被害を受けた後は臨時で清
掃活動に励んだり、お客様の満足度向上にも取り組みました。
実施期間：8月1日（水）～11月30日（金）構成団体数：11団体

ケータリングカー
季節に応じた利用者のニーズにあった物販拡大のため
ケータリングカーでアイスクリームやかき氷、温かい飲
み物などを販売。猛暑だったので夏はアイスクリームが
人気でした。
実施期間：8月11日（土）～11月30日（金）の土日祝日

B B Q機材レンタル
BBQ機材のレンタルを実施。10月の利用者数は9月の
3倍となり、お問い合わせも増加。たくさんのお客様に
ご好評いただきました。

実施期間：9月1日（土）～11月30日（金）

ストリートパフォーマンス
ジャグリング日本チャンピオンによるストリートパフォー
マンスを実施。淀川アーバンキャンプ期間中の10月14日
は淀川アーバンキャンプエリア内でもパフォーマンスを
披露すると、多くの観客で賑わいました。
実施日：10月14日（日）（3回公演）／11月17日（（土）（1回公演）

燻製教室
手作りの燻製器具を用いて鶏肉の燻製づくりを体験
しました。

実施日：10月14日（日）

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

B
B
Q
エ
リ
ア
で
の
魅
力
向
上
事
業
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ネイチャークルーズ
遊覧船に乗って、淀川下流部の自然や防災施設を体感するネイチャークルーズを実施。
河川レンジャーの亀井さんによるガイドを聞きながら楽しく学び、
広々とした淀川でゆったりとした時間を過ごしました。
実施日：10月8日（月祝）、10月9日（火）運航数：1日 3 便
主催：国土交通省近畿地方整備局　淀川河川事務所

よどがわ河川敷フェスティバル
淀川区在住や在勤の方々で構成される委員会と淀川区の共同で実施されている
地域密着型のイベント。環境や防災について学べるブースや、
子どもたちが淀川河川敷公園の自然で遊べるエリア、
フリーマーケットエリアなどがあり、地域の方で賑わいました。
実施日：10月14日（日）参加者数：約 10,000人
主催：よどがわ河川敷フェスティバル実行委員会

人気No.1！
ハンモック

お母さんの
ハタキにもなる！？
ヨシフラッグづくり

左：新北野船着場から出航　右：亀井レンジャーによる淀川に関するガイド

 左：ダンボールDEころころ　右：らくがきロード

みんなで
寝そべりながら！
長いお絵かき絵巻

連
携
事
業

夜はライトアップで
雰囲気が変わります。

YUC BASEの1日
淀川アーバンキャンプに立ち寄った方の
BASEになれば、という思いが詰まった
YUC BASE。淀川アーバンキャンプを楽
しみに来られた方、ふらっとお散歩に立ち
寄られた方がゆったりとした時間を過ごす
リビングのようなときもあれば、子どもたち
がにぎやかに遊ぶ秘密基地のようなときも
あった、ある 1日。
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淀川はあまりきれいではないという印象でしたが、水辺で触れて
みて、しじみなどの生物もおり、豊かな環境なのだなという印
象に変わりました。（30代会社員）

大阪出身なのですが、淀川付近に住んだことがないので河川敷
がこんなにきれいだと知りませんでした。夜景もきれいで良いと
ころだなと思いました。（40代パート・アルバイト）

都会で気軽にアウトドア体験できて満足。（40代主婦）干潟観察では、カニなどが石の下にいたので、驚いた。テント
の中でねるのがとても気持ち良かった。（小学校 2年生）

安全な環境の中で手軽にキャンプが楽しめて良かったです。干
潟観察ではぬかるみを歩いたり、生物を探したりと、普段でき
ない体験をすることができました。水上アクティビティも十分に
楽しめました。ＢＢＱも準備いらずでしたので、とても楽でした。
よい経験となりました。ありがとうございました。（30代会社員）

1
アンケート調査結果

2 『淀川アーバンキャンプ2018』に参加した
前後で、淀川の印象は変わりましたか？

50％以上の人が淀川の印象が変わったと回答！参加したい・させたいが 84.4%！

3 周辺地域やまち全体の魅力向上のために、
淀川での魅力・賑わいづくりではどのようなことを
大切にすべきだと思いますか。

家族で気軽に楽しめる、子どもたちの学び・体験の機会が増える、これ
まで地域になかった新しい楽しみ方ができること、使われることで環境
が良くなることが大切だと思われています。

家族で気軽に楽しむことができる

子どもたちの学び・体験の機会が増える

これまで地域になかった新しい楽しみ方ができる

使われることで環境がよくなる

人の目があることで安全安心なまちづくりにつながる

地域のイメージアップやブランディングにつながる

地域の方々の活動の場がひろがる

まちと水辺との回遊性＊が高まる

賑わいづくりが毎日・毎週末など定期的かつ継続的に実施されている

地元の企業や事業者の活動が活性化する

その他

無回答

これからも続けていけるようなイベントにしてください！
（30代公務員）

0% 20% 40% 60% 80%

61.0 %

44.9%

33.1%

31.6%

1.5%

18.4%

14.7%

18.4%

19.9%

20.6%

20.6%

22.8%

参加者の声参加者の声参加者の声

今後もこのような淀川河川敷における宿体験
の機会があれば参加してみたいですか？
（グローイングアップキャンプ、セレクトキャンプ参加者の合計：64票より）

50.0%3.1%

12.5%

どちらでもない

無回答

12.5%
わからない

無回答

ぜひ参加したい・
させたい

変わらなかった

21.9%

変わった
54.7%

（グローイングアップキャンプ、セレクトキャンプ参加者の合計：64票より）
（グローイングアップキャンプ、セレクトキャンプ、アクティビティ参加者の合計：136票より）

カヌーで川面から見た景色や干潟の生き物たちを観察して、
普段よく通る川の印象とは異なった視点で見ることができて、
楽しめる川だと思った。（40代自営業）

34.4%

参加したい・
させたい

10.9%
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2015年から民間のみなさまのアイディアやノウハウをお借り
しながら、大都会の中にある豊かな自然「淀川」でしか味わう
ことのできない雄大な景観などの魅力を、数多くの人に感じて
もらえるよう取り組んできています。淀川に興味を持っていた
だける方は増えてきている一方で、まだまだ発信していける
魅力もあると考えています。今後も行政として、河川空間を
さらに活用してもらうためには何が出来るか工夫しながら、
地域の方に親しまれる淀川となるよう、取り組んで
参りたいと思います。

淀川河川事務所
事務所長東出成記

淀川区民にとって、淀川の河川敷は大切な憩いの場。
一方で、まだまだ知られていない貴重な自然環境が
たくさんあり、これらを広めようと「よどがわ河川敷
フェスティバル」の開催が始まって今年で１７回目を
迎えました。そして淀川アーバンキャンプとの連携企画と
しては初めての試み。今後継続的に、地元の
人たちと河川敷の賑わいを考えられる仕組み
になればと期待しています。

淀川通信舎
ザ・淀川 編集長

日頃、西中島ＢＢＱエリアで宅配ＢＢＱを行っています。
今年の淀川アーバンキャンプには宿泊者や会場にこられた
方向けのドリンク販売で参加しました。西中島エリアは、
交通の便も良く大変利便性の高い場所です。そんな都会の
中で、カヌーなどの水辺のアクティビティーや、ＢＢＱが
できるのは大変素晴らしいことだと思います。アーバン
キャンプがさらに周知され、地元住民も気軽に訪れる
事のできる動線の確保ができれば、さらなる
賑わいの創出に繋がると感じています。

まるたけＢＢＱ 代表 

武智  政幸

東出  成記 2018年の淀川アーバンキャンプでは、宿泊プログラム等を開催し、
地元飲食店や地域の賑わい創出に取り組む団体等の協力を得ながら、
新たな賑わいの創出の方向性が見いだせました。また、開催プロ
グラムに参加された多くの利用者からも好評価を受けたことから、
今回の事業を展開するコンセプトが皆様に受け入れられたものと
考えられます。今後も引き続き、「淀川の自然環境や文化・歴史」
等にこだわり、沿川の諸団体や企業の知恵を結集しながら、
大阪万博を見据えた「古くとも新しい」持続発展可能な
利用をはかる運営体制を段階的に構築し、海外の
方々にも楽しんでいただける空間づくりを

目指したいと思います。

淀川ア－バンキャンプ2018
コーディネート事業者
（一財）公園財団

下野  公仁

乃美  夏絵

インタビュー
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淀川アーバンキャンプが生まれた背景

淀川アーバンキャンプの歩み

官民連携による水辺の賑わいづくりが全国に広がりつつあるなか、
大阪商工会議所・都市活性化委員会が 2015年 2月に
「淀川活性化と賑わい創出に向けた提言」をとりまとめました。
本提言に基づき、2015年度に大阪商工会議所・淀川賑わい創出検討会では
淀川の活用に関心のある民間事業者と共に、
淀川の新たな賑わいづくり、魅力づくりに向けた社会実験として
「淀川アーバンキャンプ」をスタートしました。

“「新しい」淀川をみんなでチャレンジする１日”
として、緊急船着場を活用したクルーズ等の
水辺アクティビティや、食のワークショップや
カフェ・バー等のこれまで淀川になかったプロ
グラムを体験できる「淀川アーバンキャンプ」
を開催しました。

〈開催概要〉

会場：淀川河川公園十三野草地区

及び新北野緊急用船着場

開催日：2015 年 9月19日（土）

主催：大阪商工会議所（淀川賑わい創出検討会）

共催：淀川河川事務所

協力事業者：４社

参加者：約300名

新しい淀川へ！  
チャレンジのはじまり

20152015

民間事業者に淀川の賑わいづくり参画への門戸
を広げるため、事業者を公募し、キャンプグッ
ズの展示・販売や、地ビールや手づくりパンの
販売、パラグライダーや水辺アクティビティの体
験など様々なプログラムを実施しました。また、
グランピング宿泊モニターを募集し、淀川河川
敷での宿泊体験を実施しました。

〈開催概要〉

会場：淀川河川公園西中島地区

（一部、十三野草地区）

開催日：2016年 9月17日（土）～25日（日）

主催：淀川河川事務所・大阪商工会議所

連携 :（一社）水都大阪パートナーズ

出店事業者：28 社

参加者：5,327名

民間事業者の
広い参画

2016

2016年度と同様に短期プログラムの公募を行う
と共に、民間事業者の主体的な賑わいづくりと
して、約 3ヶ月間の長期プログラムも受け入れを
行いました。また、子どもたちに淀川の自然の
豊かさや魅力を伝えるためのこども自然学校を
開催しました。

〈開催概要〉

会場：淀川河川公園西中島地区

開催日：長期 2017年 8月10日（木）～10月31日（火）／

短期 2017年 9月30日（土）～10月1日（日）、

10月7日（土）～10月9日（月祝）

主催：淀川河川事務所・大阪商工会議所

連携 : 水都大阪コンソーシアム

出店事業者：長期 4 社・短期 26社

参加者：長期 1,128名・短期：6,649名

長期プログラムによる
民間主体の事業展開

201 7

民間事業者による自立的な「淀川アーバンキャ
ンプ」の運営へのステップアップを目指して、
河川空間を活用した新たな賑わい創出事業を
企画するコーディネート事業者を公募し、キャ
ンププログラムを中心に BBQエリアにおける
魅力向上事業等を実施しました。

〈開催概要〉

会場：淀川河川公園西中島地区

開催日：2018 年10月6日（土）～10月14 日（日）

主催：淀川河川事務所・大阪商工会議所

連携 : 水都大阪コンソーシアム

コーディネート事業者：（一財）公園財団

連携事業者：11社

参加者：約 2,000名

コーディネート事業者
公募による民間主体の企画運営

2018
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