
電車：ＪＲ琵琶湖線「栗東駅」東口より約 400m
　　　（京都駅より快速または普通に乗車、約 25 分）
自動車：名神高速道路「栗東 I.C」より約 3km
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本会議：2010 年 10 月 10 日 ( 日 )
会場：栗東芸術文化会館さきら
　　　中ホール
時間：9:30（開場 9:10）～ 17:00
定員：380 名【参加費 2,000 円】

見学会・懇親会：2010 年 10 月 9日 ( 土 )
【見学会参加費 1,000 円・懇親会別途参加費が必要】
主催：水郷水都全国会議  滋賀大会実行委員会
後援：滋賀県

　滋賀県では現在、流域で洪水を受け止めて下流へ流
す「流域治水」による治水が進められています。
　それは、旧来の治水政策から一歩も二歩も踏みだし、
本当に有効な治水方法を考えるという挑戦であると捉
えています。
　この滋賀の、地域とともに創り出す新しい治水の取
組を全国へ発信し、また全国から川に関する取組の現
状を聞くため、「水郷水都全国会議  滋賀大会」を開催
いたします。
　「暮らしの中の水」「いい川・いい川づくり」につい
て議論を深め、今後の川づくりの一つの指標とするた
めに、多様な目線で今後のかわづくりについて意見を
交わしましょう！
　みなさまのご参加をお待ちしております。

基調講演　　嘉田由紀子（滋賀県知事）
ダムだけに頼らない治水政策とは？
　　　―時代を先取りする滋賀県の実践から―

特別出演　山内エコクラブ
事例報告、パネルディスカッションの実施

参加申込み・お問い合せ

水郷水都全国会議   滋賀大会実行委員会
（実行委員長　遊磨  正秀（龍谷大学教授））

現地実行委員会事務局
Mail：suigousuito2010@gmail.com
TEL：090-4114-3239/FAX：075-708-8062

全国会議事務局　( 財 ) 宍道湖・中海汽水湖研究所
電話 /FAX：0852-21-8683　

本会議プログラム
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参加申込み　実行委員会までMail または FAX でお申し込みください。

大会プログラム（予定）

※個人情報の取扱いについて　申込に伴い収集した個人情報は、本会運営に関わる作業のみに利用し、それ以外の目的には利用いたしません。

※代表者ふくめ全員分ご記入ください。なお、ご参加をご希望のプログラムを「○」で囲んでください。

住所

〒[　　　　-　　　　　]

FAX宛先　075-708-8062　まで送信ください。

MailTEL （　　　　） FAX （　　　　）

申込代表者氏名

ふりがな

ご所属

氏名

ふりがな 10 月 10 日
本会議

10 月 9日
懇親会
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懇親会 ・・

・

・

・
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10 月 9日見学
Aコース・Ｂコース

10 月 9日見学
Aコース・Ｂコース

10 月 9日見学
Aコース・Ｂコース

・

10 月 9日（土）　現地見学会（参加費 1,000 円）

近隣の宿泊施設案内

＜会場最寄り＞
●ART RITS HOTEL（TEL：077-554-2828）
滋賀県栗東市綣 1丁目 11-1
JR 東海道線栗東駅東口より徒歩 4分
料金：6,300 円～  ／朝食：別）600 円

＜会場周辺地域（会場へ電車乗車約 2分）＞
●アーバンホテル草津（TEL：077-567-0606）
滋賀県草津市大路 1丁目 4-31
JR 東海道線草津駅東口から徒歩約 3分　　　
料金：6,825 円～（空き少なめ）／朝食：別）840 円
●草津第一ホテル（TEL：077-562-2411）
滋賀県草津市若竹町 5-5
JR 東海道線草津駅東口から徒歩約 10 分
料金：5,500 円／朝食：別

※宿泊については、上記のホテル等へ、各自直接お申し込みをお願いいたします。
※その他、JR 東海道線守山駅周辺（会場へ電車乗車約 2分）、JR 東海道線大津駅
周辺（会場へ電車乗車約 18 分）等でもお探しください。

13:30 集合・出発
　　　   A コース（野洲駅集合）日野川流域視察
　　　   B コース（草津駅集合）琵琶湖博物館視察
17:30 終了予定
　　　   A コース（栗東駅着）
　　　   B コース（栗東駅着）
　　　   ※申込状況によって受付を中止させていただく場合がございます。
17:30 懇親会（栗東駅周辺で現在調整中）
　　　  ※別途参加費が必要

10 月 10 日（日）　本会議（参加費 2,000 円）
9:10 開場
9:30 開会挨拶　滋賀大会実行委員長　遊磨 正秀（龍谷大学教授）
9:50 特別出演　山内エコクラブ
　　　   滋賀県甲賀市土山町の山内学区の子どもたちによる、地域と水の
                      関わりについての講演。

10:30 基調講演　嘉田由紀子（滋賀県知事）
　　　  ダムだけに頼らない治水政策とは？
　　　　          ―時代を先取りする滋賀県の実践から―
12:00 昼食休憩
13:00 事例報告（報告 1～ 8）
　　　   徳島県吉野川から
　　　   「活動は次世代へ－吉野川住民運動の地で今行われていること－」
　　　   佐賀県  城原川から
　　　   「ダムに拠らない治水探る佐賀平野  城原川からの報告」
　　　   他　県内・全国からの報告
15:00 休憩
15:10 パネルディスカッション
　　　  これからの治水―水辺と人の関係づくりを通して

ダムだけではない治水の選択肢「流域治水」の実施について、行政の
役割や住民の役割、地域のあり方などを含めた川とのつきあい方につ
いて、これからの治水や川づくりを議論します。
●パネリスト
・石津 文雄氏（たかしま有機農法研究会・針江のんきぃふぁーむ）
・中井 正子氏（おおつ環境フォーラム運営委員）
・姫野 雅義氏（吉野川の歴史とうまいものを探る会世話人）
・大熊 孝氏（水郷水都全国会議共同代表・新潟大学名誉教授）
●コーディネーター
・遊磨 正秀氏（龍谷大学教授）

16:10 フロアトーク
16:40 滋賀大会宣言の採択　閉会あいさつ
17:00 閉会
※参加申込の際、FAX 又Mail をご記入いただけましたら、詳細決定次第、情報の
ご提供をいたします。


