山も・川も・海も・里山も・田んぼも・街なかも・学校も・・・

13 回目を迎える「川の日」ワークショップ関東大会は、初め
て北関東で開催します！ 本ワークショップは、全国のいい川・
いい川づくりワークショップとも連携し、川や水辺の活動に取
り組む多様な世代、立場のひとびとの情報共有と、流域や地域
を越えた交流、とくに、大学生や高校生、中学生など、若い世
代の活動を発表、応援する場として開催します。川や流域だけ
でなく、源流域、海、用水、池沼、干潟、里山、田んぼ、水循
環など、多様な水辺、テーマの取り組みを募集します。
日頃の活動を発表したい、
“いい川”づくりの知恵や力を共有したい、若い世代の取
り組みを応援したい、仲間をつくりたい…、みんなでつくる大会です。ぜひ、ご参加ください！

≪第 13 回｢川の日｣ワークショップ関東大会

大会概要≫

※一部予定です

○日時：2018 年 3 月 17 日(土) （10：30 開場） 11：00 開会 17：00 閉会
＊エクスカーション（午前中 1 時間程度 予定） 筑波ならではの見学地を検討中
＊交流懇親会 ：17：30 より，会費制 つくば駅周辺で希望者による交流会

※昼食は各自ご用意ください。

○会場：筑波大学 総合研究棟 B(第三エリア)・1 階 0112

(茨城県つくば市天王台 1-1-1）

○主催：第 13 回「川の日」ワークショップ関東大会実行委員会
○後援：国土交通省 関東地方整備局 ○協力：筑波大学、河川協力団体関東協議会
○協賛：いい川・いい川づくり研究会 （公益社団法人 日本河川協会 サークル活動）

◆主な内容（予定）
 全体発表会 エントリー団体による自由な発表（１件につき５分間）と質疑
 （テーマ別）討論会 発表内容のテーマごとなど、議論を深めます
 “いい川”づくりに関する情報共有 “いい川”づくりに向けた最新の情報を共有します
 講評・表彰 ワークショップの成果を全員で振り返ります
 ポスターセッション 活動等について参加者どうしで直接アピールします
【会場：筑波大学 アクセス】（詳しくは、大学ホームページ）http://www.tsukuba.ac.jp/access/tsukuba_access.html
つくばエクスプレス秋葉原駅から快速 45 分，「つくば駅」下車＋バス
≪つくば駅からのバス≫

6 番乗り場

・筑波大学循環右回り ・筑波大学循環左回り ※左回りは、逆回りなので 10 分多く時間がかかります。
・筑波大学中央行き
第一エリア前バス停下車（徒歩約 1 分） 会場：第三エリア 総合研究棟 B (高層 12 階) 1 階 0112
●主催：第 13 回「川の日」ワークショップ関東大会 実行委員会 （予定を含む） ＊順不同・敬称略
・共同代表：礒 ちず子（よこはまかわを考える会），大平 一典（NPO 法人あらかわ学会），神谷 博（野川流域連絡会），
犬山 清史（NPO 法人全国水環境交流会），佐山 公一（みずとみどり研究会）
・実行委員会 ：金澤 光（埼玉県環境科学国際センター）、菅谷 輝美（新河岸川水系水環境連絡会）、鈴木 眞智子（NPO 法人とどろき水辺）、
鈴木 誠（東京農業大学）、須永 俶子（江東の水辺に親しむ会）、君塚 芳輝（淡水魚類研究者）、宮本 善和（NPO 法人全国水環境交流会）、
遠藤 友章、島村 雅英、松井 正澄（以上、よこはまかわを考える会）、小松原 時夫、堂本 泰章、三井 元子（以上、NPO 法人あらかわ学会）、
白川 直樹（筑波大学）、鶴田 舞、坂本 貴啓（以上、国立研究開発法人 土木研究所）、山道 省三（NPO 法人多摩川センター）
《これまでに協力いただいた関係団体・機関》 いい川・いい川づくり研究会、河川協力団体 関東協議会、江戸川大学、東京農業大学、
法政大学エコ地域デザインセンター、中央大学、NPO 法人あらかわ学会、新河岸川水系水環境連絡会、野川流域連絡会、
みずとみどり研究会、多摩川流域懇談会、よこはまかわを考える会、NPO 法人 全国水環境交流会 他
【大会事務局】 NPO 法人多摩川センター （堺） E-MAIL：tamagawa@tamagawa-c.jp 電話 03-3479-0166 FAX:03-5772-1608

第 13 回「川の日」ワークショップ関東大会/ タイムテーブル
＊エクスカーション（予定） 「鬼怒川（H27 の常総水害の被害箇所等）」
 9：00（「守谷駅」改札口集合 ～11：00 （筑波大学 会場） 協力：国土交通省 下館河川事務所

○会場：筑波大学 総合研究棟 B 0112

・全体進行：犬山清史（ＮＰＯ法人全国水環境交流会）

10：30
（30 分）

開場・ポスター展示

・開場・受付
・ポスター展示（会場内）は、発表者各自でお願いします
（スタッフが補助します）

11：00
（5 分）

開会式/オリエンテーション

・主旨説明、ワークショップの進め方

11：05
（15 分）

下館河川事務所からの話題提供

・現地見学箇所等、鬼怒川の紹介、常総水害やその後の
対策について
・10 分程度の報告と会場からの質問

11：20
（15 分）

関東地方の河川協力団体(3 団体)の発表

・3 団体（各 5 分）

11：35
（25 分）

河川協力団体の発表を受けた質疑と意見交換
会

・発表を受けて、意見交換を行います。
・進行：菅谷輝美（河川協力団体関東協議会代表幹事）

12：00

昼 食(各自)

実行委員は、ミーティングも兼ねてまとまって食事
（※自己負担でお願いします）

13：00
(30 分）

ポスターセッション

・ポスターを前にダイレクトにアピールします。

13：35
（75 分）

Ａグループの発表 5 分×7～8 団体
質疑応答・意見交換

・最初に発表のみ続けて行います
・質疑、意見交換はそれぞれコーディネーター１名を含めた実
行委員数名が担当します
・発表者どうし、会場からも質問、意見を聴取します

14：50

犬山

休憩 (5 分)

14：55
（65 分）

Ｂグループの発表 5 分×7～8 団体
質疑応答・意見交換

Ａグループと同じ

16：00
（10 分）

参加者全員による投票
（休憩）

・投票用紙に応援コメント、メッセージも記入

16：10
（30 分）

講評

・進行：犬山 清史
・A・B グループの各コーディネーターの講評（各 5 分）
・全体講評とお話 （15 分）

（全体のふりかえりと投票コメントの紹介など）

国土交通省国土技術政策総合研究所 所長 藤田光一さん

16：40
（20 分）
17：00
17:30

表彰式／閉会式
終了・撤収作業
懇親会
「和民」つくば駅前店

ご協力ください
・会費：4,000 円（学生：2000 円）

※時間は予定です。当日の進行状況等により多少変更することがあります。スムーズな進行にご協力をお願いいたします。

「川の日」ワークショップ・関東大会のあゆみ
日本の各地に“いい川”づくりを促進することを目的に 1998 年から｢川の日｣ワークショップ（2008 年
よりいい川・いい川づくりワークショップ）が開催されてきました。２０回の開催（2017 年 9 月）を数える
このワークショップは、市民・住民団体、国や自治体の河川管理者、学識経験者、コンサルタント等を実行委
員会として組織し、全国の川仲間に呼びかけ、各地の“いい川”、“いい川づくり”の事例を持ちより、報告、
議論し、共有しようというものです。2000 年頃より国内の各地域でも独自に地域のワークショップが開催さ
れるようになり、2001 年からは韓国の川や水辺の NGO との交流も始まりました。こうしたワークショップ
が、さまざまな交流、ネットワークにつながっています。
地域ワークショップの一つとして 2005 年に始まった関東大会は、NPO 法人あらかわ学会が実行委員会事
務局を担い、当初より若い世代の活動を応援し、開催してきました。
13 回目を迎える今大会は、大学生、中学・高校生などの活動を発表、応援する場として、ワークショップを
開催します。日頃の活動を発表したい、
“いい川”づくりの情報や力を共有したい、若い世代の取り組みを応援
したい…、川仲間になる、川仲間でつくる大会です。

