
宮崎市・日南市視察・会議参加報告書 
視察：宮崎市（景観・ボランティア）、日南市（観光ボランティアガイド） 

会議：運河サミット2012 

平成24年11月8・9日 

2012年度 会派視察 

江東区議会民主党 
参加者：鈴木綾子 



宮崎視察 

視察調査項目と訪問先（11月8日） 

１．宮崎市役所・渚の交番視察（現地視察）：8月8日 

１．宮崎市役所 視察 
  ①景観政策（九州一の景観都市づくり） 
   対応者：宮崎市都市整備部景観課 寺原課長補佐、内薗主査 

    ②市民活動推進（九州一のボランティア都市づくり） 
   対応者：宮崎市地域振興部 地域コミュニティ課 安樂課長、 
        横山主幹、児玉主査 
        NPOみやざき 松田事務局長 
   議会事務局：下大園課長、児玉主査 
 

２．渚の交番 視察 
      対応者：宮崎ライフセービングクラブ 藤田理事長 
        宮崎市観光協会 スポーツ催事課 長倉主査 

宮崎市役所（左）      宮崎市ボランティアセンター（中）    渚の交番（右） 

【宮崎市 概要】 
・市制施行：大正１３年４月１日 ・面積：644.61㎡ 
・都市形態：観光文化都市 
・姉妹都市：奈良県橿原市・アメリカ合衆国 バージニアビーチ市 
      韓国 報恩郡・中国葫芦島市（コロトウ） 
・人口：40万1654人（平成２３年） 
                     （宮崎市議会事務局提供資料より抜粋） 
 

 宮崎市は、南九州の拠点として都市基盤の整備 を進めるとともに、健康福祉都
市、ボラ ンティア都市、教育創造都市、環境都市、 景観都市、子育てサポート都
市で九州トップをめざす「九州一 のまちづくり事業」展開している。  



日南市視察 

視察調査項目と訪問先（１１月9日） 

２．日南市 視察・会議参加：１１月9日 

１．日南堀川運河現地視察（日南市観光ボランティアガイド） 
  対応者：日南市 観光ボランティアガイド 田村イツ子様 

２．運河サミット2012 
  事務局：日南市教育委員会 文化生涯学習課 岡本課長  

    
 
       

【日南市 概要】 
・市制施行： 
・面積：536.12㎡（面積の78%が山林） 
・人口：5万506人（平成24年4月） 
・平均気温：18.7度（年中通じて温暖） 
 
 
 
 
 日南市は、宮崎県の南部に位置し、東に日向灘を臨み、西は都城市・三股町、
南は串間市、北は宮崎市に隣接。 
宮崎市から日南市を経て鹿児島県に至る延長112kmは全国有数のリアス式海岸
で、日南海岸国定公園の指定を受けている。 

また、日南市を中心とした一帯は総合保養地域整備法の指定を受けており「宮
崎・日南海岸リゾート構想」等のプロジェクトが推進されている。 

（日南市ホームページより抜粋） 
  

左：堀川夢見橋    中：日南市観光ガイドツアーにて 右：運河サミット2012 



運河サミット参加報告 

会議参加（11月9日） 

１．運河サミット2012 

■開催日時：平成２４年１１月９日（金）13:30～16:50 
■場所：ホテルシーズン日南 
■主催：日南市・日南市教育委員会/運河サミットin日南実行委員会 
 後援：宮崎県・宮崎県教育委員会・土木学会他 
■開催内容 

（運河サミット2012チラシより抜粋）                               写真は運河サミット開催風景 
 http://www.city.nichinan.lg.jp/modules/downloads/index.php?page=singlefile&cid=903&lid=4832 



１．宮崎市役所視察（九州一の景観都市づくり）  

①景観行政の概要と政策手法 

宮崎市では、温暖な気候や、海や川、花と緑など豊かな自然に囲まれた環境を
生かし、美しい景観形成を図るため、様々な景観政策を全国に先駆けて積極的
に展開している。概要と政策手法について、都市整備部景観課を視察した。 

2．宮崎市の景観行政のあゆみ 

 宮崎市では、魅力ある景観形成のため、平成１７年４月から都市整備部に都
市景観課を創設し、行政組織の充実を図った。現在は「屋外広告物指導係」
「景観企画係」「花と緑の係」の３課１９人で景観行政にあたっている。 

1.景観行政を推進する組織体制について 

都市計画課 都市景観係 

公園緑地課 花と緑の係 

企画政策課 政策第二係 

新体制：都市景観課創設 
（平成１７年４月） 

課名変更：景観課 
（平成２０年４月１日） 

【景観課の事務と人員数】 
・屋外広告物指導係 
 （１０名、うち嘱託６名） 
・景観企画課（４名） 
・花と緑の係（４名） 

【宮崎市の景観行政のあゆみ（抜粋）】 
 
平成 2年 4月 1日 ：宮崎市都市景観条例施行  
平成4年〜平成8年 ：「橘公園通り地区」「高千穂通地区」「一ツ葉 リゾート地区」 

           都市景観形成地区(区域指定)  
平成18年10月1日  宮崎市都市景観条例の一部改正  
              ☆改正内容 ☆ 
                         １建築物の色彩基準を導入 
                           2 適合しない場合の勧告や変更命令等を規定  
                          3 罰則の新設  
                          4 建築完了時の届出の義務化など  

                 宮崎市大規模建設物等色彩ガイドライン策定 
 

平成19年 9月28日 ： 宮崎市景観条例の公布 (宮崎市都市景観条例を全部改正 )  
平成19年10月 1日 ： 宮崎市景観計画策定  
平成19年12月(下旬)： 宮崎市景観情報ポータルサイト開設  
平成20年 1月 1日 →：宮崎市景観条例施行  

（従来の条例・計画） 
宮崎市都市景観条例（H２） 

＋ 
宮崎市都市景観基本計画（H３） 

「宮崎市景観計画」 
＋ 

宮崎市景観条例 
・景観法の委任および執行に必要な規
定 
・自主的な取組・制度 



１．宮崎市役所視察（九州一の景観都市づくり）  

3.宮崎市景観計画・景観条例について 

宮崎市の景観 

宮崎市の景観は、「市街地の景観」「田園・ 集落の景観」「山並み・緑地の景
観」の大きく 三つに分類されており、これらを基盤にして、 南北に連続する海
岸線、市内各所を結ぶ道路、 東西を貫流する大淀川、山並み・緑地がつくる緑
のスクリーンが形成され、豊かな広がりのある景観を構成している。  

宮崎市は景観計画(景観法の基本となる仕組みで、景観行政団体が景観行政を進
めるた めの基本的な計画)の中で、対象とする区域 (景観計画区域)、景観の形成
に関する方針、 景観の形成のための行為の制限に関する事項、 景観重要建造
物・景観重要樹木の指定の方針 等を定めている。 
 宮崎市景観計画は、宮崎市における総合的な景観形成を図ることを目的とし
て策定されたものであり、同市の景観施策を実現していくための基本的方向を
示すマスタープランとして位置づけられている。市民・事業者・行政の連携を
促す共通の指針として、景観からのまちづくりを推進する役割となっている。 

宮崎市の景観計画 

◆宮崎市景観計画（概要版）より抜粋 http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/1223459746962/activesqr/common/other/4f0fb60c002.pdf 
 

◆宮崎市 景観計画http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/1223459746962/index.html 

http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/1223459746962/activesqr/common/other/4f0fb60c002.pdf
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/1223459746962/activesqr/common/other/4f0fb60c002.pdf
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/1223459746962/activesqr/common/other/4f0fb60c002.pdf
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/1223459746962/activesqr/common/other/4f0fb60c002.pdf
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/1223459746962/activesqr/common/other/4f0fb60c002.pdf
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/1223459746962/activesqr/common/other/4f0fb60c002.pdf


１．宮崎市役所視察（九州一の景観都市づくり）  

宮崎市の景観計画の内容 

(1) 景観計画区域 
市域全域を「景観計画区域」とし、このう ち景観形成上特に重要な地区につい
ては、「重点景観形成地区」に指定。現在、重 点景観形成地区として、4地区
を定め、 地区ごとの方針や基準などに基づき、重点 的に景観形成を推進。 

(2) 景観形成の方針 
景観形成のための基本理念と目指すべき景観像となる4つの目標、及び目標 
を実現するための6つの基本方針を定めている。 

◆宮崎市 景観計画の概要より抜粋  http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/1223459746962/index.html 



１．宮崎市役所視察（九州一の景観都市づくり）  

(2) 景観形成の方針（続き） 
景観形成のための基本理念と目指すべき景観像となる4つの目標、及び目標 
を実現するために市民・事業者・行政が協働して取組を進める6つの基本方
針を定めている。 

◆宮崎市 景観計画http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/1223459746962/index.html 



１．宮崎市役所視察（九州一の景観都市づくり）  

 (3) 景観形成のための行為の制限に関する事項 
市域全域、重点景観形成地区において、「届出の対象となる行為」と「行為 
の制限」について設定をしている。 

◆宮崎市 景観計画http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/1223459746962/index.html 



１．宮崎市役所視察（九州一の景観都市づくり）  

(4) その他 
●景観重要建造物、景観重要樹木の指定の方針等景観法 に基づく事項を定め
ている。 
また、市民・事業者・行政が、景観形成に取り組むうえで、今後５〜１０年
間で進めている施策や事業とその評価を示している。 
●建築物等の新築等の届出  
市域全域において、一定規模以上の建築物等の新築等を行う際は届出をし、
建築物の配置や形態、意匠等が周辺環境と調和し宮崎市にふさわしいデザイ
ン となるように協議を行っている。 

宮崎市の景観条例 

宮崎市の景観計画の内容 

宮崎市は以下の条例により、美しいまちをつくる取組みを実施している。 
（1) 屋外広告物のコントロール 
・良好な景観形成や安全な生活を守るため、宮崎市屋外広告物条例により規制 
・全市を地域特性に合わせて 6段階に区分けし、適切な基準を設定し、規制 
（2) 建築物等の誘導 
・景観に影響を与える一定規模以上の建築物等や景観形成を進める上で重要 な
地区内における建築物等の新築・改築等を行う場合は、景観法及び宮崎 市景観
条例に基づく届出が、中高層建築物に関する指導要綱に基づく届出 が必要 
・届出によりデザインは色彩等の景観に関する協議を行い、宮崎にふさわし い
景観づくりを行う。 
 
（３）景観啓発施策 
・景観教室の実施：学校教育と連携し、通常の授業の中で景観に関する授業を
行う「中学生の為の景観教室」を平成１４年度から実施。平成２３年度からは
小学校に展開。宮崎県建築士会が全面協力している。 
 内容は選択社会科の授業の中で、①まちづくりや景観②学校周辺や他都市の
町並みの調査報告③まちづくりに関する討論、提案の政策等。 
・その他：小中学校対象に、「宮崎市の風景絵画コンクール」「出前授業」 
・市民（一般公募・審議会委員）向けに平成17-21年度まで「市民景観海外
派遣研修」（シンガポール）を実施し、景観意識の醸成や、市民の景観形成施
策への積極的な参加を推進。 



１．宮崎市役所視察（九州一の景観都市づくり）  

（４） 花と緑の豊かなまちづくり 
 緑に包まれた美しい景観をつくるために宮崎市緑のまちづくり条例を制定。 
主に以下の取組を行っている。 
 ①「緑の保全地区」の制定 
 ②「郷土の名木」の指定 
 ③公 共施設、大規模な民間施設の緑化 
 ④アイビー大作戦 

所感 

 景観行政については、今年４月に金沢市を訪問したときにも景観条例など詳
細な話を伺ったが、美しいまちを作るために、行政が住民と協働してしっかり
とした計画のもと、継続して景観形成を巣据えていくことの重要性について再
認識しました。 
 江東区でも平成１９年に景観重点地区に指定した深川万年橋地区に続き、亀
戸、門前仲町地区について景観重点地区指定のための検討を地域や商店会、住
民などとのワークショップを行い検討しているなど、景観形成に関する機運が
高まりつつある。視察で学んだことを区政の提案へ生かしていきたい。 

【主な取組】 
・まちに緑と花をふやす運動を推進の根幹とし、365日花のあふれるまちづ 
 くりを展開。 
・「花の宮崎」のイメージは、宮崎県・市を訪れるお客様から高い評価。 
・平成13年9月には、長期的な視点に立った緑のまちづくりに関するガイド
プランとなる「宮崎市緑の基本計画」を策定し、本条例に基づく「宮崎市緑の
まちづくり条例」を平成15年4月から施行し、「太陽と緑と大地のガーデン
シティーみやざき」目指し、新たな花と緑のまちづくりの施策を積極的に展
開・市内17の自治会連合会ごとに設置・・年間5万円/地区補助金交付 
  花いっぱい推進団体 → 延べ約561団体、苗・球根等約28万本提供 
  市内公共施設    → 229団体、花苗等約21万本提供 
・民間緑化支援事業：緑化計画書の届けを出したものを対象に、公道沿いに
3m以上の生け垣と公道から見える範囲に高木を設けることを条件に、全ての
緑化工事費の２分の１を助成（限度額２０万円、屋上緑化を含むと５０万円） 
 



１．宮崎市役所視察（市民活動推進について）  

①市民活動推進事業の概要について 

１．宮崎市における協働事業の取り組みについて 

宮崎市は、市民共同推進にも力をいれており、姉妹都市のバージニアビーチ市
をボランティア都市の参考にし、平成10年より「宮崎市ボランティア活動支
援基本方針」を策定し、九州一のボランティアを目標に掲げ市民による自主的
な社会貢献など、ボランティア活動を幅広く推進してきた。 
 市民・市民活動団体・事業者の四者の協働により支え合う地域づくり、きづ
なづくり、心のふれあうやさしさに満ちたまちづくりを目指して市民協働事業
に取り組んでいる。 
 
【取組の経過】 
平成１３年４月：「宮崎市市民活動推進条例」 
 市民活動推進について基本理念並びに市民活動団体、事業者および市の役割
を明らかにし、基本的な事項を定めることにより全ての市民が相互に支えあう
地域社会を実現することを目的に策定。 
平成１６年３月「市民活動推進基本方針」 
 ボランティア活動の支援から、市民活動の推進への転換、市民や企業との協
働体制への取組をすすめるために策定。「九州一のボランティア都市」の実現
が基本理念。 
平成１７年３月「市民と行政の協働ルールブック策定」 
 協働事業の推進に取り組む。 
 行政と市民活動団体との協働事業数は増加傾向にあり、平成１９年の１６３
件から、現在は２５０件を超える取組が行われている。 



１．宮崎市役所視察（市民活動推進について）  

1.宮崎市市民活動支援基金（平成１３年４月） 

①設置根拠：宮崎市市民活動推進条例 
②設置：平成１３年４月 
③背景：平成１０年活動団体実態調査で必要な支援の第一に「活動に対する財 
    政支援」とあったことを受け、市民懇話会の意見を反映し、２００１ 
    年のボランティア国際年を記念して設置された。 

②特徴的な施策について 

宮崎市市民活動支援基金 

マッチングギフト方式による基金の仕組み 
（例）寄付金１０万円の場合 

寄付金１０万円 

市の拠出金１０万円 

合計２０万円を
基金に積立て 

寄付金と同額を市が上乗せすることで、 
善意が倍額になる。 



１．宮崎市役所視察（市民活動推進について）  

2.宮崎市市民活動保険制度事業 

市民が安心してボランティア活動や市民活動に従事できるよう、活動中の自己
等に対応した保険をもうけることによって、市内のボランティア・市民活動を
さらに盛んにする為の基盤として導入した事業。 

②特徴的な施策について 

活動の例として、町内会活動・防犯活動・地域清掃活動・保健衛生活動（献血・検診の 
普及啓発等）、災害復興支援活動・交通安全・児童健全育成・・・等があげられる。 
 
☆事故件数および給付実績（過去３年） 
平成２１年：７８万2200円 
平成２2年：15件・294万2000円（後遺症保険金支払いあり） 
平成２3年：６件・63万9630円 
 
☆契約保険会社： 
平成１２年−１５年：東京海上火災 
平成１６−２１年：朝日火災海上保険 
平成２２年ー２３年：エース損害保険 



１．宮崎市役所視察（市民活動推進について）  

3.みやざき市民活動ドネーション（あっちもこっちもドネーション） 

宮崎市内で活動する市民活動団体の支援として、団体が寄付の使い道を示して寄
付を募る企画「あっちも こっちもドネーション」を実施している。 

 自分たちの活動を市民にアピールし、支援を求める市民団体と、活動に賛同して
寄付をする市民、企業の相互協力で成り立つ社会貢献。 

  
①１個３００円の寄付金付き商品を購入 
②応援したい人を選ぶ（活動内容が書かれた応募団体リストから選ぶ） 
③投票する（３００円のうち１５０円が寄付金となる） 

②特徴的な施策について 

所感 

 宮崎市では、九州一のボランティア都市を目指す為、市民活動推進方針、条
例などの法整備の他、市民活動基金、ドネーションなどの費用面、保険などの
安心安全面など、ハード・ソフトともに充実した施策を行っている。  
 江東区でも、区民協働のまちづくりに向けて、市民活動センターなどの拠点
づくりの検討や、協働事業の推進、区民活動情報提供サイト（ことコミュネッ
ト）など、取組を強化しているところである。 
先進事例である宮崎市の取組を参考に、江東区政にも提案していきたい。 



１．宮崎市役所視察（市民活動推進について）  

4.宮崎市民活動センター 

宮崎市では、市民活動の交流・情報の拠点として、市民活動センターを宮崎市
役所に隣接して設置。地域や社会の為にできることを語り、学び、分かち合う
拠点として設置されている。 
 災害時には、災害ボランティアセンターとして、被災地と救援、復興ボラン
ティアをつなぐ拠点となる。 
 
◆利用時間:午前9時～午後10時 (日曜は午後6時閉館) 
◆休 館 日 :12月29日～1月3日および市民プラザ保守点検日 



参考：宮崎市ホームページ（市民活動推進方針）  

■宮崎市ホームページ 
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/11701378362
06/index.html 



渚の交番とは 

②渚の交番の概要と主な取り組み 

 渚の交番は、宮崎県の代表的なビーチ、青島にある施設。 
 海で活動している人たち、海と地域を結ぶ施設として、日本財団の助成をも
とに宮崎ライフセービングクラブと宮崎市観光協会がしっかりタッグを組み、
運営。 
 海の安全を守るレスキュー、環境保全の活動だけでなく、子育て支援、子ど
もたちへの体験教育、イベントの開催など多彩な活動を通じて地域を結び、ま
ちの価値を高めて、青島の観光の発展にもつなげていくと活動を行っている。 
 日本財団では、全国でも「渚の交番プロジェクト」として１１カ所が指定し
ており、２０１６年までに全国の主要な海岸１０カ所でオープンを計画。 

２．渚の交番視察 

参考：渚の交番ホームページhttp://nagisa-koban.com/ 



【参考】渚の交番の活動内容（渚の交番 ホームページより） 

渚の交番（写真） 

左上：渚の交番 建物外観 
中左：１階フロア 
中右：授乳スペース 
下左：渚の交番のスタッフの皆さんと 
下中：救護室 
下右：ライフセーバ用品等 



①堀川運河・油津現地視察 

日南市の堀川運河を観光ボランティアガイドの案内により、現地視察。 
 日南市観光ボランティアガイドは、日南市の重要な観光名所である、
飫肥城下町、堀川運河（油津）の２カ所で実施されている。 
ガイド料金は無料。日南市の講習を受講した経験豊富なボランティア
により、日南市の文化・歴史など解説しながら、暖かみがあり、親切
なガイドを行って頂いた。 

３．日南市 堀川運河現地視察（観光ボランティアガイド） 

日南市観光ボランティアガイド 



参考：堀川運河（日南市ホームページ） 



②全国運河サミット参加 

ホテルシーズン日南にて開催された運河サミットに参加。 

全国の運河を活用したまちづくりの関係者が自治体、大学・研究関係、企
業など様々な分野から集まった。 

３．日南市 堀川運河現地視察・運河サミット参加 

全国運河サミット 内容 

◆開会式 
開会式では、主催者として、谷口義幸日南市長の挨拶他、全国三大運河（小
樽運河、半田運河、日南堀川運河）のひとつとして、半田市長の挨拶など。 

1・第一部 運河のまちづくり事例報告 
 
第一部は、遠賀堀河運河と貞山運河、2つの運河のまちづくり事例報告。 
 
①遠賀堀川（福岡県中間市） 
福岡県中間市教育委員会の吉田浩之氏から、遠賀堀川再生の事例発表。北九州
の3自治体を流れる遠賀堀川の再生と、まちづくりの取組について伺った。 
  
 古くから、灌漑用水路、物資の輸送、石炭の輸送路として活用されてきた遠
賀運河の歴史とその再生、市民との連携、運河運用に関しての市・県との関係
などの課題などの話があった。 



３．日南市 堀川運河現地視察・運河サミット参加 

全国運河サミット 内容（続き） 

②貞山運河（宮城県多賀城市） 
 東北大学の後藤光亀教授より、宮城県の仙台湾の沿岸にある貞山（ていざん）
運河の事例発表。 
貞山運河（貞山堀）は、江戸時代はじめに、水上交通の便をはかるため、伊達政
宗によって開削された日本最長である60kmの運河。 
江戸時代より材木や食品、雑貨品などの物質運搬の輸送路としての役割を果たし
続けてきた。 
 東日本大震災により、大津波が東日本沿岸を襲い、多賀城市も市域の3分の1が
浸水。貞山運河周辺も地盤沈下による堤防の浸水、津波による堤防・護岸の決壊
など甚大な被害を受けた。。 
 運河は津波高を若干減少させたという事実はあるものの、樹木の流出や、倒壊
した建物が流れ、運河が埋め尽くされるなど、甚大な被害を受けた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現在は、運河を含め被災した沿岸の復興をすすめており、宮城県では貞山運河を
復興の象徴とするビジョンの策定に乗り出した。 

 
 震災を受けた教訓として、地形を読み解く力、歴史、文化などまちを形成する
力、歴史、風土、災害を含めた文化を次世代に伝えて行く力が重要という貴重な
メッセージが最後にあった。 
 
 
 



３．日南市 堀川運河現地視察・運河サミット参加 

全国運河サミット 内容（続き） 

2・第二部 油津堀河運河の過去と未来の接点を探る 
 
宮崎県県土整備部次長の井上康志次長、日南市教育委員会文化生涯学習課長が、
油津堀川運河の歴史を過去から未来までを、土木整備の観点、歴史文化の観点
の両面から話し合うセッション。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 堀河運河は江戸時代に手掘により掘削され、飫肥杉など木材や物資の搬送な
どに活用。高度経済成長による道路交通網の発展で役割を終え、水質悪化が進
んだため、一部が埋め立てられたが、歴史的資産、市民の財産を残すため、埋
立中止する市民運動が起こり、運河の復元、保全が行われた経緯があり、現在
も市民と連携したまちづくりが行われている。また、飫肥杉（おびすぎ）を使
い、伝統的な技法を使い、子供達も参画して作った堀川夢広場の夢見橋の整備
についても話があった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 これらの経緯を踏まえ、今後の土木整備は、その土地の歴史や文化背景を考
慮したものであるという見解が述べられた。過去を知ることで未来を作る、住
民参加によるまちづくりが大切という締めくくりだった。 
 



３．日南市 運河サミット参加 

3・第三部 世界の中の堀河運河～運河と暮らすまちづくり～ 
 
堀河運河の再生に長年関わってきた東京大学の篠原修名誉教授と、世界の運河
を通じて都市建築を研究してきた東京大学大学院 の伊藤毅教授の対談。 
世界史や世界の運河の研究からみる堀河運河の価値や、堀河運河再生の運動の
経緯から、水辺の景観を将来に継承することの大切さが語られた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水辺のカフェなど水辺に親しめる空間が堀川運河にもあるとよい、と意見も会
場から出て、広島など水辺のカフェを整備するムーブメントが広がっていると
いう説明もコーディネーターの九州大学 高尾忠志特任助教からあった。 
 私も、江東区の運河活性化に役立てるため今年の8月に大阪、広島の水辺の
カフェを視察したが、水辺にさらに親しめる環境が全国的に広がることが望ま
しいと考えている。 
 
4.運河サミット共同宣言 
 閉会に当たって、運河サミット共同宣言。 
山と海、過去と未来、人と人をつなぐ運河のまちづくりをみんなで推進して行
こう、という宣言があり、会場が一体感につつまれた。 
 
5.情報交換会  全国の運河関係者と情報交換。 
 堀川運河の夢広場のライトアップも行われた。 
 

江東区において、水辺と緑のまちづくりを進めていく
中で、豊洲運河、東電堀などの水域の水辺の活性化に
ついては大きな課題となっている。 
全国の三大運河と呼ばれる小樽・半田・日南堀川の運
河をはじめ、全国の運河のまちづくりの最新事例を伺
うことは、今後の江東区の水辺のまちづくりを推進す
る上で大変貴重な機会だった。 
江東区のまちづくりに生かしていきたい。 

所感 



運河サミット開催内容（チラシより） 



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づくり】 
・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 



雁木タクシーとは 

①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」 
広島の太田川デルタは、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」など様々なプ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、
オープ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。 

参考：広島市（雁木タクシー） 

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 
「広島カープ応援電車」 



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」http://www.gangi.jp/gangitaxi.html  

参考：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できる 
「水辺検索システム」 
（提供：マイクロソフト） 



①水の都ひろしまづくりの推進 

構想の概要 

参考：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」づくりの推進
http://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
台づくり及び「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
イデ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
モデル地区において重点事業を集中的に展開。 
③都市再生プロジェクトの選定 
 「水の都ひろしま」の実現に向けて重点的に取り組む「モデル地
区・モデ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プロジェクトに選定。 
 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び本川・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。 



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次都市再生プロジェクト」（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 
ライトアップ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、新たな水辺景観モデルの
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プ 

☆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 水と光のまちづくり構想 
http://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 http://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 http://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 

http://www.osakakawayuka.com/img/guidemap09.pdf
http://www.osakakawayuka.com/img/guidemap09.pdf
http://www.osakakawayuka.com/img/guidemap09.pdf
http://www.osakakawayuka.com/img/guidemap09.pdf
http://www.osakakawayuka.com/img/guidemap09.pdf


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 
http://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多目的スロープ（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 
・多目的スロープを整備（工事期間：平成２４年７月中旬から１０月末日） 
・スロープは、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月中旬ごろ決定。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やメディア活
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）
http://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 


