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広島視察

視察調査項目と訪問先（8月8日・9日）

１．広島市の水辺のまちづくり（現地視察）：8月8日

２．広島市役所　視察：8月9日

１．水の都ひろしまづくりの推進
　　対応者：広島市　観光政策部　観光ビジネス担当
　　　　　　篠原　富子課長　

２．広島市　青少年支援メンター制度
　　対応者　広島市こども未来局　こども・家庭支援課
　　　　　　こども・家庭支援課　橋場聡子課長

　　  　　　　メンター制度担当　山下順三様
　　　

　　　　　　

１．水辺のオープンカフェ　視察
　　・元安川オープンカフェ（  Café　Ponte）
　　  ・京橋川オープンカフェ（Café　REGARO）
２．雁木タクシーと、広島の水辺のまちづくり
　　対応者；NPO法人　雁木組　理事　山崎学様



広島会議参加報告

会議参加（8月9日）

１．第２８回全国自治体政策研究交流会議

■開催日時：平成２４年８月３０日　１３：００～１６：４０
■場所：広島国際会議場
■開催内容：
・基調講演「多様性から活力を生み出す国づくり」
　　　　　　　湯崎英彦　広島県知事

・パネルディスカッション

「だれもが活躍できる社会の実現に向けて（仮題）」
　パネリスト  　松井一實　　広島市長
　有田耕一郎  ＮＰＯ法人キャリアプロジェクト広島代表理事
　牛来千鶴　（株）ソアラサービス代表取締役社長

　コーディネーター  佐藤博樹　東京大学大学院情報学環教授
・自治体学会挨拶・閉会挨拶

広島国際会議場	 湯崎英彦　広島県知事基調講演	

中島興世　北海道恵庭市　前市長	松井一實広島市長　パネル



１．広島市の水辺のまちづくり（現地視察）　

①水辺のオープンカフェ（視察）

概要

　瀬戸内海に面し、中心部を6本の川が流れる豊かな水辺環境をもつ
広島市。京橋川や元安川の河岸緑地で、水辺に新たな魅力を作り出す
ために、民間のノウハウを生かした「水辺のオープンカフェ」を実施
している。実際に元安川と京橋川の河岸のカフェ2店舗を視察した。

１．元安川オープンカフェ：Café　Ponte（カフェ・ポンテ）

2.京橋川オープンカフェ（京橋R-Win）：CaféREGARO

平和記念公園前にある独立型オープンカフェ。イタリア風のオシャレな外観。
■料理：広島産の牡蠣や魚介などを使用した料理・デザートなど
■運営：合人社計画研究所。共同事業者　
　以前の店舗（オクトカフェ）では、平成11（1999）年度から、19年度派
では、実行委員会により、テイクアウトで提供する仮設型だったが、店舗が狭
小で、屋外の座席しかなく、冬の影響ができないことで、平成20年（2008
年）から常設型（独立店舗型）に拡充。

京橋川オープンカフェは、河岸緑地を民間に開放し、オープンカフェとして活
用することで、水辺における賑わいの創出を目指すもので、これまでつながり
の希薄だった水辺と市街地の一体化を促進することも狙いの一つとしている。
Café  REGAROは、そのうちの1店舗。
誰もが気軽に立ち寄りやすく、川の開放感を感じさせる。
■料理：ドリンク・スイーツ、プレートランチ・ピザ・パスタなど。
■運営：レガロホテルシステムズ

元安川オープンカフェ：Café　Ponte	 京橋川オープンカフェ：Café　REGALO	



雁木タクシーとは

②雁木タクシーと、NPO法人雁木組の取り組み（現地視察）

出典「NPO法人　雁木組ホームページ」	  

①「雁木」と「NPO法人雁木組」
広島の太田川デルタは、潮の干満差が大きいことから、階段状の船着
場である「雁木」がつくられ、生活物資の運搬船などの船着き場とし
て活用されてきた。雁木の数は広島市内で約400といわれている。
　NPO  法人雁木組では、これらの雁木を後世に残すために、平成17

年から雁木の歴史的な価値を検証する「雁木タクシー」「水辺
JAZZ」「とうろう流し」など様々なプロジェクトを実施し、水辺の
まちづくりに取り組んでいる。
②「雁木タクシー」
雁木組では、歴史的資産である「雁木」を活用し、でまちなかを往来
する楽しさを、多くの市民や来訪者に知ってもらい、新しい広島の魅

力づくりにつながることを目指して、雁木を利用した川の水上タク
シー（雁木タクシー）を運航。さくらクルーズや歴史ガイドクルーズ、
オープンカフェや平和公園を行き来するコースなど、水の都ひろしま
の新しい観光資源として注目されている。運営はボランティア。

１．広島市の水辺のまちづくり（現地視察）　

雁木タクシー　船外観	

雁木タクシー乗船中	

船から見る原爆ドーム	広島の河川に残る「雁木」	

NPO雁木組　山崎氏と　	 船から見た	  
「広島カープ応援電車」	



雁木タクシーとは（運行情報など）

出典「NPO法人　雁木組ホームページ」h3p://www.gangi.jp/gangitaxi.html　	  

１．広島市の水辺のまちづくり（現地視察）　

乗り降りの情報を検索できる	  
「水辺検索システム」	  
（提供：マイクロソフト）	



水の都ひろしま構想と水の都推進計画の重点事業の関連性

１．水の都ひろしまづくりの推進（広島市視察）

出展「水の都ひろしま推進計画」（広島市ホームページ）	  
h3p://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1111579321822/files/housintonotaiou.pdf	

水の都ひろしま構想 水の都ひろしま推進計画



①水の都ひろしまづくりの推進

構想の概要

１．水の都ひろしまづくりの推進（広島市視察）

出展：広島市ホームページ「水の都ひろしま」づくりの推進h3p://www.city.hiroshima.lg.jp/www/
contents/0000000000000/1111555735990/index.html	

　水辺等における新たな都市の楽しみ方の創出、都市観光の主要な舞
台づくり及び「水の都ひろしま」にふさわしい個性と魅力ある風景づ
くりをめざし、市民と行政の協働により「水の都ひろしま」の実現に
取り組むことを目的とする。

　平成2年に策定した「水の都整備構想」に基づき「水の都ひろしま」の
実現に努めてきたが、構想策定後10余年が経過し、これまでの護岸や河
岸緑地などの整備に加えて、既に整備された水辺や河岸緑地などにおける
様々な活動を促進することで、川や海を市民に身近にすることがより重要
となってきた。このため、新たな取り組みのよりどころとして、平成15
年1月に市民と行政（国・県・市）協働で「水の都ひろしま」構想を策定。

①推進体制
市民、企業・観光関係者、学識経験者、行政（国・県・市）で構成す
る「水の都ひろしま推進協議会」を中心として、市民・民間等からア
イデアを募りながら推進。
②水の都ひろしま」推進計画（水の都ひろしま推進協議会策定）

　「水の都ひろしま」の実現に向けた取り組みを計画的かつ効果的に
進めるための実施計画として平成15年10月に策定。計画では4つの
モデル地区において重点事業を集中的に展開。
③都市再生プロジェクトの選定
　「水の都ひろしま」の実現に向けて重点的に取り組む「モデル地
区・モデル事業の設定と実験的な取り組みの推進」などが平成14年7

月に、水の都の再生として都市再生プロジェクトに選定。
　平成16年3月、国交省河川局長から「河川利用の特例措置を適用す
る区域」として京橋川右岸地区及び本川・元安川地区が指定。これら
を推進力としながら、重点事業のうち河川や河岸緑地における市民の

自由で多様な利活用の促進に向けた試行的な取組（社会実験）を実施。
　広島市などの先駆的な取り組みがきっかけとなり、平成23年4月に
河川敷地占用許可準則が改定され、河川空間では一定条件のもと、民
間事業者による営利事業や常設的な利用が認められるようになった。



２．水の都　ひろしまづくりの推進（広島市視察：）

水辺のオープンカフェとは

広島市の「水辺のオープンカフェ」は、河岸緑地に設置又は隣接する店舗を中
心として、利用者が水辺の開放感を享受できるよう、屋外部分も有効に利活用
し、喫茶又は飲食を営むもの。
　この取組は、国土交通省の「河川利用の特例措置」を活用し、河川空間の利
活用に向けた社会実験として実施したのがスタート。平成23年（2011年）4
月からは国交省の河川利用準則が改正されたことにより、河岸緑地における民
間利用者の商業利用が認められるようになった。
　現在、京橋川右岸（西岸）地区において7店舗、旧太田川（本川）・元安川
地区において1店舗が営業を行っており、隣接民有地内の店舗が河岸緑地を一
体的に空間利用する「地先利用型」と河岸緑地に店舗そのものを設置する「独
立店舗型」の2形態がある。

出展：「水辺のオープンカフェ」　　h3p://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1297929083493/index.html#4	

水辺のオープンカフェの2形態（地先利用型・独立店舗型）

河川管理者（国・県）

広島市

水の都ひろしま推進協議会

出店者

河川管理者（国・県）

水の都ひろしま推進協議会

出店者

水辺のオープンカフェの事業スキーム

【特例措置（平成23年3月まで）】 【準則改正後（平成23年4月～）】

占用許可

使用許可

出店契約 事業協賛金

占用許可
河川占用料
（県へ）

出店契約
事業協賛金
河川占有料



制度の概要

②広島市青少年支援メンター制度

メンタ－と呼ばれる人生経験の豊富な大人（メンター）が、子どもと
１対１の関係で、子どもの発達段階等に応じて１年間に渡って週に
１・２回、１回あたり２時間程度の交流を行い、子どもとの信頼関係
を築きながら、精神的成長を促すことを目的にした制度。
  「今の自分を変えてみたい」「視野や可能性を広げたい」「悩みを解

決したい」など、多様な気持ちをもつ子どもたちが、ボランティアの
メンターとの交流を通じ、精神的な成長や問題解決をはかっていく施
策である。　

制度の成り立ち

１．広島市青少年支援メンター制度

　この制度は、広島市こども未来局こども・家庭支援課が主管で８年
間の実績を持つ事業。秋葉前市長の選挙公約により、開始。
2010年度に教育委員会から主管部署が移管し、類似事業（ひとり親
家庭等児童訪問援助事業・ふれあい心の友援助事業）を完全統合。

制度の詳細

■メンターの年齢は、大学生から高齢者まで幅広い構成。　
■交流内容：
これといった決まりはなく、担当のメンターが、子どもとの人間関係
や子どもの様子や要望を考えながら交流を組み立てるということで、
話し相手になるだけではなく、一緒に遊んだり、料理をしたり、宿題

をみたり、スポーツ観戦をするなど多岐にわたる活動を、メンターと
こども双方の信頼関係をもとに実施している。
■青少年支援メンター制度の利用に関する費用：無料。
メンターには、実費弁償として広島市から交流１回当たり６００円を
支払う。こどもとの交流にともなう費用や報告書の郵送代、面接・研
修のための交通費は自己負担。

■運営体制
広島市側は、事務局４名体制。学校の教員、校長先生経験者など、こ
どもに接する経験が豊富な職員が丁寧に運営。



参考資料	

【大阪市視察（8月8日視察）】	  
•  水都大阪の取り組み	
•  大阪川床「北浜テラス」	
•  水陸両用バス「大阪ダックツアー」	

【江東区の水辺のまちづくり】	  
・江東区旧中川　川の駅事業	

・運河ルネッサンス協議会と水辺のまちづくり	



参考：大阪市視察「水都大阪のまちづくり」（8月8日　視察）

「水都大阪」の再生に向けた取り組みの概要

　大阪の水辺の活用は、2001年（平成13年）、国家戦略である
「第3次都市再生プロジェクト」（東京圏・大阪圏の大都市圏の再
生）の指定を受け、2003年の「水の都大阪再生構想」や「大阪花と
緑・水と光のまちづくり」提言、などを受け、国と、大阪府、大阪市、
産業界、経済界が一体となり、オール大阪の連携のもと開始。

　大阪のウリである、都市の真ん中に河川がある「水の回廊」という
特性を生かし、「水の都」としての大阪の魅力づくりに取組んできた。

☆ハード面
道頓堀川・中の島公園・八軒家浜、船
着場などの都市基盤の整備
ライトアップなど夜間景観の創出

「水都大阪」の再生に向けた取り組みの取り組み成果

☆民間事業の展開
川床など、新たな水辺景観モデルの
創出（北浜テラスなど）

整備された道頓堀川（左）と八軒家浜の船着き場	

川床を活用した「北浜テラス」	

難波橋のライトアップ	

☆情報発信
・「大阪ブランドコミッティ」「水
都大阪2009」による認知度向上
・上海万博での「水都大阪PR」

出展：水都大阪　水と光のまちづくり構想	  
h3p://www.osaka-‐info.jp/suito/wl2011pdf/20110901_02.pdf	



参考：大阪川床「北浜テラス」視察（8月8日）

北浜テラスの概要

北浜テラスの場所・周辺環境

大阪市の金融の中心地として栄える、船場の北にある浜（水辺）に常設の川
床を設置し、飲食店などのにぎわいをつくりだすことで、「川とまちとの連
続性」をつくり、大阪の水辺の魅力上や、街全体の付加価値をあげる取り組
み。民間事業者による公共ストックの積極的利用を図っている。
地元の民間事業者・NPOからなる「北浜水辺協議会」が、民間事業者とし
ては全国で初めて河川敷の包括的占用者となった。
飲食店はカフェ・イタリアン・スペインバル、和食など多様で現在7店舗。

資料：「KITAHAMA　MIZUBE」リーフレット　h3p://www.osakakawayuka.com/img/guidemap09.pdf	

写真：左：川床からの景色	  
中：お話を伺ったMOTO　COFFEE、	  
下：北浜水辺協議会　山根氏と	



参考：大阪川床「北浜テラス」の歩みと出店スキーム

資料：「KITAHAMA　MIZUBE」リーフレット　h3p://www.osakakawayuka.com/img/guidemap09.pdf	  
　　　　　NPO法人もうひとつの旅クラブ　2009年事業報告書	

川床のしくみ



参考：水陸両用バス「大阪ダックツアー」

ダックツアーの概要

・陸上・水上走行ができる「水陸両用バス」を使い、大阪のまちなかや水辺を
巡るガイドツアー。2007年から、日本で初めてサービスを開始。
・現在は、大阪、諏訪湖、湯西川、ハウステンボス・みちのくなどで運行中。
陸上では５０ｋｍ/h,水上では5km～１０ｋｍ/hで走行する。
ガイドさんの軽妙なトークによる観光案内も魅力の一つ。
・容積率の関係上、窓ガラスが付けられないため、外部の自然環境（雨・寒
さ・暑さの影響をもろに受ける。江東区を想定した場合、快適なツアーの為に
は対策が必要。

出典：大阪ダックツアーホームページ	  
h3p://www.japan-‐ducktour.com/osaka/course.html	



参考：江東区の水陸両用バス運行計画について

江東区旧中川・川の駅づくり事業

これまでの取り組み

・水陸両用バス・和船・カヌーなど、多様な水辺利用の拠点となる「川の駅」
を旧中川河川敷（中川船番所東側）に整備する。
①多目的スロープ（水陸両用バス発着所・観光船乗り場・防災船着き場）
②にぎわい施設（店舗・事務所・休憩所・足湯、木造平屋建て、８７㎡）
③手漕船乗船場（和船乗り場・カヌー乗り場）　　を整備
・多目的スロープを整備（工事期間：平成２４年７月中旬から１０月末日）
・スロープは、日の丸自動車工業（株）が優先利用者となる。
　江東区水上バスステーション条例にて管理。
・にぎわい施設は８月中旬に事業者募集、９月中旬ごろ決定。11月下旬完成。
　施設竣工後、事業者に、江東区公園条例に基づく公園施設の管理許可。　

事業内容

■運行ルート
・陸上（１時間）：スカイツリー⇒亀戸⇒川の駅
・水上（３０分）：川の駅⇒荒川ロックゲート⇒荒川
■運航便数：３４３日/年、１日６便。３９名定員
■営業開始：平成２５年春　

水陸両用バスの運行計画

旧中川船番所	

平成23年11月15日：水陸両用バス試乗会イベント	  

課題

・今回の旧中川　川の駅事業は、スカ
イツリー開業を機に、江東区の河川の
魅力を観光振興につなげていくもの。
・観光PRの手法
スカイツリーの隣接区として、お膝元
の墨田区、浅草のある台東区に負けな
い観光誘致を進める必要がある。
・イベント開催、WEBやメディア活
用など多面的な観光客獲得の努力。
・水陸両用バスの暑さ・寒さ・雨対策



参考：江東区の水辺活用の取り組み（豊洲地区を中心に）

今後の可能性（豊洲地区・東電堀の活用など）

・江東区の水辺では、護岸整備が進んでおり、水辺を生かした観光舟運も社会実
験など取り組みが進められている。
・豊洲地区の水辺では、現在は芝浦工業大学前の豊洲運河を活用した、「水彩ま
つり」などのイベント、船を活用したカフェ「船カフェ」などが、社会実験とし
て実施されている。
・豊洲市場開業とともに、東電堀の水辺の活用による、水辺とまちの一体化利用
を図り、豊洲の魅力を全国にアピールする取り組みが今後重要。
・水辺の整備に当たっては、レクリエーションなど商業的なインフラ整備と同様、
災害時に活用できる防災船着き場など、防災機能も兼ね備えていくことが必要。

運河ルネサンス協議会と水辺のまちづくり

豊洲地区では、「水辺を活かしたふるさと豊洲のまちづくり」を進める
ための取り組みが、住民組織（町会・自治会）、法人、商店会、教育施
設等で組織される「運河ルネサンス協議会」を主体として行われている。
　2009年の運河ルネサンス協議会の設立以降、豊洲運河沿いのキャナ
ルウォークの開放(2009）、豊洲運河船着き場の開設（2010）、水彩

まつりの実施（2010～）、船カフェの社会実験実施など、ハード・ソ
フト面で水辺を活用し、親しむための取り組みが進められている。

参考資料：豊洲地区　運河ルネサンス計画書平成21年6月（江東区ホームページより）
h3p://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/toshiseibi/46042/46134/file/t.pdf	

運河ルネサンスによるまちづくり構想
１．運河を活かした景観づくり
２．水辺のにぎわいの創出
３．多様な人と組織の連携
４．親水ネットワークの形成


