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記者配布資料             平成 26 年９月 10 日 

大阪経済記者クラブ会員各位 

 

“水都”10 都市が参画する全国組織「全国 水都ネットワーク」が、 

１０月に岐阜県・大垣市でフォーラムを開催 

 

 

 

 

○ 大阪はじめ全国の“水都”10 都市（大阪、東京、新潟、名古屋、大垣、近江八幡、

徳島、広島、松江、柳川）が参画する「全国 水都ネットワーク」（事務局：大阪

商工会議所、一般社団法人水都大阪パートナーズ）は、大垣商工会議所、大垣市、

大垣市観光協会とともに、10 月 17 日（金）～18 日（土）に、岐阜県大垣市で「全

国 水都ネットワーク フォーラム in 大垣」を開催する。 

 

○ 本ネットワークは、大阪をはじめ全国の様々な都市で、新たな水辺活用や舟運、

観光など、水辺の魅力づくりが大きく動き出していることから、国内各都市が連

携して、水辺の魅力づくりに関する情報収集、情報交換、共同発信などを行い、

日本の“水都”ブランド向上をめざすため、大阪商工会議所が呼びかけ、平成 24

年 12 月に設立したもの。 

 

○ 全国フォーラムの開催は今回で 4 回目（大阪 2 回、松江 1 回）。大垣市は、松尾芭

蕉が『奥の細道』の旅を終えた「むすびの地」であり、今年は芭蕉生誕 370 年を

迎えることから、本フォーラムを「おおがき芭蕉生誕 370 年祭」記念イベントと

して開催する。 

 

○ 国土交通省河川環境保全調整官の藤井政人氏が「水辺の未来～日本にワクワクす

る水辺をつくりだす」と題した基調講演で、河川行政の今後を展望するほか、パ

ネルディスカッションでは、「水辺ビジネス」をテーマに、大垣「たらい舟」や、

水郷・柳川「お堀めぐり」、クルーズと飲食店が楽しめる「水都大阪満喫チケット」

など、各都市の多彩な観光商品を紹介し、さらなる観光振興や水辺のまちづくり

に向けた意見交換を行なう。 

 

○ また 18 日には、「たらい舟」や、豊富な地下水「自噴水」等の視察を行い、今後

の各都市の取り組みに活かしていく。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

【お問合せ先】 
大阪商工会議所地域振興部 中野・中村 

０６（６９４４）６３２３ 

【大垣】（左）：たらい舟 【柳川】（中央）：お堀めぐり 【大阪】（右）水都大阪満喫チケット 
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＜「全国水都ネットワークフォーラム in 大垣」開催概要＞ 

○日 時 ： 平成 26 年 10 月 17 日（金）～18 日（土） 
○場 所 ： 大垣市総合福祉会館５階ホール（岐阜県大垣市馬場町 124） 
○主 催 ： 大垣商工会議所、大垣市、大垣市観光協会、全国水都ネットワーク 
○参加者 ： 全国の“水都”10 都市（大阪、東京、新潟、名古屋、大垣、近江八

幡、徳島、広島、松江、柳川）から、水辺のまちづくりに取り組むＮ

ＰＯ、企業、行政関係者等 
       大垣市民、大垣商工会議所関連部会等  計約 250 人 
○参加費 ： 無料 
○フォーラムプログラム（10 月 17 日（金）14:00～17:20） 
 ・基調講演 「水辺の未来 ～日本にワクワクする水辺をつくりだす」 

国土交通省水管理・国土保全局 河川環境保全調整官 藤井政人氏 
・パネルディスカッション「水辺でと生み出すビジネスの未来」 
（各都市取り組み事例発表（柳川、大阪、大垣） 

 ・全国水都自慢プレゼント抽選会 
 

＜「全国水都ネットワーク」の概要＞ 

○趣 旨：行政や民間企業、NPO、地域団体、専門家など多様な主体が参画し、互

いに連携・協働しながら、水辺の魅力づくりに関する情報収集、情報交

換、共同発信などを行い、日本の“水都”ブランド向上をめざす 
○設 立：平成 24 年 12 月 
○メンバー：全国の“水都”10 都市（大阪、東京、新潟、名古屋、大垣、近江八幡、

徳島、広島、松江、柳川）から、水辺のまちづくりに取り組む民間企業、

NPO、地域団体、専門家など。 
○活動内容：水辺の魅力づくりに関する情報収集、情報交換、共同プロモーション等 
○事務局：大阪商工会議所、水都大阪パートナーズ 

以  上 
 

※添付資料：①「全国水都ネットワーク」について 
      ②「全国水都ネットワークフォーラム in 大垣」案内状 
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「全国水都ネットワーク」について 

 

１．趣旨・経緯 

○水辺は、まちの歴史や人々の生活の記憶をとどめる貴重な地域資源として、全国

の様々な都市で、水辺を活かしたまちづくりが行われている。しかし水辺空間の

利活用に向けては様々なハードルが存在するとともに、地域の各主体が連携した、

ハード、ソフト両面からの一体的な取り組みも欠かすことができない。 
○そこで、全国の各都市が取り組む水辺のまちづくり方策を学びあうことで、“水都”

の魅力を高めあい、それを広く発信していくことが有効と考えられる。 
○ついては、行政や民間企業、NPO、地域団体、専門家など多様な主体が参画し、互

いに連携・協働しながら、水辺の魅力づくりに関する情報収集、情報交換、共同発

信などを行い、日本の“水都”ブランド向上をめざす「全国水都ネットワーク」を、

平成 24 年 12 月に設立した。 

○23 年 11 月に開催した「全国水都フォーラム@大阪」を機に、全国組織の設立を働

きかけてきたが、全国の“水都”10 都市から約 100 人が集い、24 年 12 月に大阪

で開催した「全国 水都ネットワーク フォーラム」で決議したもの。 

 

２．「全国水都ネットワーク」の概要 

 ○趣 旨 ：全国の各都市が水辺のまちづくり方策を学びあい、“水都”の魅力を高

め、広く発信していくことで、日本の“水都”ブランド向上に取り組む。 

 ○メンバー：水辺の魅力づくりに関心のある、行政、民間企業、NPO、地域団体、専

門家など多様な主体。 

       全国の“水都”10都市（大阪、東京、新潟、名古屋、大垣、近江八幡、 

徳島、広島、松江、柳川）が加盟。 

 ○活動内容：水辺の魅力づくりに関する情報収集、情報交換、共同プロモーション等 
 ○運営会議：各都市からの運営委員1～2名で運営会議を構成し、詳細を検討。 

○事務局 ：水都大阪パートナーズ、大阪商工会議所   
 

【全国水都ネットワーク 運営委員団体】 

東 京 隅田川風物図巻実行委員会 徳 島 特定非営利法人 新町川を守る会 

新 潟 信濃川ウォーターシャトル株式会社 広 島 カフェテラス倶楽部 

名古屋 堀川 1000 人調査隊 2010 事務局 広 島 NPO 法人 雁木組 

大 垣 大垣商工会議所 松 江 松江商工会議所 

近江八幡 （社）近江八幡観光物産協会 柳 川 柳川商工会議所 

大 阪 大阪シティクルーズ推進協議会 事務局 一般社団法人水都大阪パートナーズ 

大 阪 東横堀川水辺再生協議会 事務局 大阪商工会議所 

 
以  上 



大垣商工会議所、大垣市、大垣市観光協会、全国水都ネットワーク

大垣商工会議所 振興課 宛
〒503-8565 大垣市小野 4-35-1 大垣市情報工房４階
TEL.0584-78-9111  FAX.0584-78-9112  メールアドレス info@ogakicci.or.jp TEL.0584-78-9111

主 催

申込先
お問い合わせ先 :

事前申込が必要です。詳しい参加要項、申込方法は裏面をご覧ください。

10月17日（金）　10月17日（金）　
大垣市総合福祉会館5階ホール  大垣市総合福祉会館5階ホール  会場 無料

参加費

250名250名

藤井 政人 氏（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境保全調整官）　　
與田 武文 氏（柳川商工会議所 地域振興課 経営指導員）
大江 幸路 氏（大阪シティクルーズ推進協議会 事務局長）
堀 冨士夫 氏（大垣市観光協会 副会長）
　　竹内 治彦 氏（岐阜経済大学 副学長）

【基調講演】

講 師 ： 藤井 政人 氏（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境保全調整官）

250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250250名名名名名

講 師 ： 藤井 政人 氏（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境保全調整官）

「水辺の未来～
  日本にワクワクする水辺をつくりだす」

【パネルディスカッション】

藤井 政人 氏（国土交通省水管理・国土保全局 河川環境保全調整官）　　　　藤井 政人

「水辺で生みだすビジネスの未来～水辺の活用可能性についての意見交換～」

事前申込が
必要です

14：00～17：20（開場13：30）

岐阜県大垣市馬場町124

日時 平成26年平成26年

参加
人数

パネリスト

コーディネータープレゼント
 抽選会!!
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平成26年10月10日（金）必着

全国の“水都”１０都市 （大阪、東京、新潟、名古屋、大垣、近江八幡、徳島、広島、松江、柳川） が連携して、
水辺のまちづくりに関する情報の収集・交換・共同発信などを行い、日本の“水都”ブランド向上に取り組む「全国水都ネットワーク」。
今年度は大垣にて全国フォーラムを開催します。
国土交通省の河川行政における今後の展望をご紹介いただくほか、全国の水都各都市の取組みをご紹介します。
また、全国の水都の特産品などが当たる抽選会もありますので、ぜひご参加下さい。

参加者の氏名（ふりがな）、性別、年齢、郵便番号・住所、電話番号、メールアドレスをご記入の上、郵便・FAXまたはメールにて
お申し込みください。大垣商工会議所窓口での直接申込もできます。

名神高速道路大垣ICから車で20分　東海環状自動車道大垣西ICから車で10分
JR大垣駅から徒歩16分　名阪近鉄バス大垣駅前（4番のりば／稲葉団地・十六町行、蛇持・牧田（上野）・多良・
時方面行、イオンモール大垣行）から7分「奥の細道むすびの地記念館前」下車すぐ

平成26年10月17日（金）　14：00～17：20（開場13：30）日時

大垣市総合福祉会館5階ホール  岐阜県大垣市馬場町124

申込用紙

会場

無料参加費

プログラム

250名参加
人数

平成26年10月10日（金）必着受付
期限 ・先着順で受け付け、定員に達した場合は受付を締め切ります。

14：00～14：10

14：10～15：10

15：15～16：45

16：50～17：20

開会

【基調講演】
演 題 ： 水辺の未来～日本にワクワクする水辺をつくりだす
講 師 ： 藤井 政人 氏（国土交通省水管理・国土保全局　河川環境保全調整官）
「ミズベリング・プロジェクト」など、国土交通省の今後の河川行政の展望をご紹介するとともに、
日本のブランドづくりに向けた、水辺とまちの未来へのメッセージをお話しいただきます。

【パネルディスカッション】
演 題 ： 水辺で生みだすビジネスの未来～水辺の活用可能性についての意見交換～ 
パネリスト ： 藤井 政人 氏（国土交通省水管理・国土保全局　河川環境保全調整官）　與田 武文 氏（柳川商工会議所 地域振興課 経営指導員）
　　　　　　   大江 幸路 氏（大阪シティクルーズ推進協議会 事務局長）　堀 冨士夫 氏（大垣市観光協会 副会長）
コーディネーター ： 竹内 治彦 氏（岐阜経済大学 副学長）
各都市の水辺の活用事例を紹介。また、水辺を生かした観光振興やまちづくりについて、意見交換していきます。

プレゼント抽選会

お問い合わせ先：大垣商工会議所 振興課
TEL.0584-78-9111

申込方法

大垣商工会議所  振興課  宛
〒503-8565　大垣市小野4-35-1  大垣市情報工房４階
TEL.0584-78-9111  FAX.0584-78-9112  メールアドレス info@ogakicci.or.jp

申込先

・電話番号は申込者ご本人と直接連絡可能な番号をご記入ください。 ・メールアドレスはお持ちの方のみご記入いただければけっこうです。
・お預かりした個人情報は適切に管理し、参加者名簿の作成、連絡発送等、本事業に関わる業務以外には使用しません。

氏名（フリガナ） 年齢

歳 男  ・  女

電話番号

メールアドレス

性別

住所

事前申込の締切日

全国水都ネットワークに加盟する各都市の特産品などが当たるプレゼント抽選会を行います。

全国水都ネットワークフォーラム in大垣　

全国水都ネットワークフォーラム in大垣　
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