
2013.09.02 

1 

 

水郷水都全国会議第２９回霞ヶ浦大会開催要領 

［［［［開催趣旨開催趣旨開催趣旨開催趣旨］］］］    

 水郷水都全国会議は世界湖沼会議(１９８４年、滋賀県琵琶湖)を契機に結成され、第１回大会

は宍道湖畔の島根県松江市で１９８５年に開催されました。第２回大会（１９８６年）は茨城県

霞ヶ浦で開かれ、今回第２９回大会で再び霞ヶ浦に戻ってきました。 

第２回大会では湖の水質悪化が大きな問題となり「水文化の再生をめざして－アオコカッパか

らの提言」を大会のテーマとしました。２７年を経て水質の悪化傾向は止まりましたが改善は見

られず、多様な生態系は回復せず漁業の衰退、沿岸市町村の活力の低下など、自然環境だけでな

く社会環境を含めて持続可能な流域社会の再生が課題となっています。 

 ２０１１年３月１１日に東日本大震災が起こり、霞ヶ浦流域では堤防の崩壊や液状化現象に加

えて東京電力福島第 1 原子力発電所の事故により流域も湖も放射能で汚染されています。 

 水郷水都全国会議はこれまで、地域からの持続可能な水社会の再生について実践事例と理念を

交換して実現をめざすことと、中央集権的な全国一律の水資源管理の問題点を指摘、解析して地

域で起こっている理不尽な開発事業をやめさせ、地域自立型の水管理を示すことの２つを大きな

テーマとしてきました。 

  

今大会今大会今大会今大会ではではではではメインテーマメインテーマメインテーマメインテーマをををを「「「「水文化水文化水文化水文化のののの再生再生再生再生をめざしてをめざしてをめざしてをめざして」」」」とととと前回前回前回前回をををを引引引引きききき継継継継ぎぎぎぎ、、、、サブテーマサブテーマサブテーマサブテーマ「「「「カッパカッパカッパカッパ

はははは 3.113.113.113.11 をををを乗乗乗乗りりりり越越越越えられるかえられるかえられるかえられるか」」」」にににに地域社会地域社会地域社会地域社会がががが苦境苦境苦境苦境のののの中中中中でででで再再再再びびびび立立立立ちちちち上上上上がるがるがるがる意志意志意志意志をををを込込込込めましためましためましためました。。。。これらこれらこれらこれら

のののの課題課題課題課題をををを 3333 つのつのつのつの分科会分科会分科会分科会「「「「3.113.113.113.11 とととと水問題水問題水問題水問題」「」「」「」「放射能汚染放射能汚染放射能汚染放射能汚染」「」「」「」「全国各地全国各地全国各地全国各地からのからのからのからの報告報告報告報告」」」」とととと一一一一つのつのつのつのポスターポスターポスターポスター

セッションセッションセッションセッションでででで、、、、これらのこれらのこれらのこれらのテーマテーマテーマテーマについてについてについてについて議論議論議論議論したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

 

 第２９回水郷水都全国会議霞ヶ浦大会に全国から多くの皆様が参加し、日頃の活動を伝えあい、

将来に希望の持てる水郷・水都づくり運動を大きく発展させる機会となれば幸いです。 

全国と地元から多くの皆さまのご参加をお待ちしております。 

 

［［［［実施要領実施要領実施要領実施要領］］］］    

日日日日    時時時時    ２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年１０１０１０１０月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～１４１４１４１４日日日日（（（（月月月月））））    

テーマテーマテーマテーマ    水文化水文化水文化水文化のののの再生再生再生再生をめざしてをめざしてをめざしてをめざして・・・・・・・・・・・・カッパカッパカッパカッパはははは 3.113.113.113.11 をををを乗乗乗乗りりりり越越越越えられるかえられるかえられるかえられるか 

 

会 場 茨城県霞ヶ浦環境科学センター 

 〒300-0023 茨城県土浦市沖宿町 1853 

 電話：029-828-0960（代表） 

 

参加費 2 日間参加費 2000 円(資料代込み) 

 懇親会 5000 円  見学会 3000 円 

10/13 弁当代 1000 円 

 

連絡先 第２９回水郷水都全国会議 

霞ヶ浦大会実行委員会事務局 

 茨城県行方市浜 370-1 

 (株)A-1 建築事務所内 

 TEL 0299-55-0321 FAX 0299-55-3902 

(E メール） kasumi-info@sui-sui.sakura.ne.jp 

（ホームページ）http://sui-sui.sakura.ne.jp  (オンライン参加申込みもできます） 

 

銀行口座 常陽銀行、普通、1381609「ｽｲｺﾞｳｽｲﾄｶｽﾐｶﾞｳﾗﾀｲｶｲ ﾊﾏﾀﾞ ｱﾂﾉﾌﾞ」 

郵便振替口座 00150-7-447640「特定非営利活動法人霞ヶ浦アカデミー」 

 

主主主主    催催催催    水郷水都全国会議霞水郷水都全国会議霞水郷水都全国会議霞水郷水都全国会議霞ヶヶヶヶ浦大会実行委員会浦大会実行委員会浦大会実行委員会浦大会実行委員会    

                    実行委員長実行委員長実行委員長実行委員長    ：：：：    荒井一美荒井一美荒井一美荒井一美            事務局長事務局長事務局長事務局長    ：：：：    浜田篤信浜田篤信浜田篤信浜田篤信    

後後後後    援援援援    行方市行方市行方市行方市    潮来市潮来市潮来市潮来市    鹿嶋市鹿嶋市鹿嶋市鹿嶋市    鉾田市鉾田市鉾田市鉾田市    小美玉市小美玉市小美玉市小美玉市    かすみがうらかすみがうらかすみがうらかすみがうら市市市市    土浦市土浦市土浦市土浦市    つくばつくばつくばつくば市市市市    

牛久市牛久市牛久市牛久市    阿見町阿見町阿見町阿見町    美浦村美浦村美浦村美浦村    稲敷市稲敷市稲敷市稲敷市    霞霞霞霞ヶヶヶヶ浦漁業協同組合浦漁業協同組合浦漁業協同組合浦漁業協同組合    玉造玉造玉造玉造ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ    
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［［［［プログラムプログラムプログラムプログラム予定予定予定予定］］］］    

    

10101010 月月月月 12121212 日日日日（（（（土土土土））））    見学観察会見学観察会見学観察会見学観察会（（（（現地現地現地現地））））    

 

14:00 土浦港集合 

霞ケ浦湖上・中空観察 

土浦港 ～ 玉造港 往復 

霞ケ浦の西浦の名所と湖心観察 

玉造港虹の塔にて霞ケ浦中空観察 

霞ケ浦名物帆引き船鑑賞のおまけ付 

 

＊ 通常ではありえない企画です！ 

＊  

17:30 土浦港解散（サンセットも素晴らしい） 

 

10101010 月月月月 13131313 日日日日（（（（日日日日））））    全体会全体会全体会全体会、、、、基調講演基調講演基調講演基調講演、、、、分科会分科会分科会分科会（（（（霞霞霞霞ヶヶヶヶ浦環境科学浦環境科学浦環境科学浦環境科学センターセンターセンターセンター））））    

    

（（（（全体会全体会全体会全体会））））    

 9:00 開会 

 スライド(2011.3.11 大地震と霞ヶ浦） 

 9:15 霞ヶ浦からの報告 浜田篤信（霞ヶ浦アカデミー事務局長） 

 9:40 （※予定）記念講演：「3.11 をどう乗り越える 村上達也（前東海村村長） 

10:35 劇「カッパは 3.11 を乗り越えられるか」 

10:55 基調講演：「:水郷水都をめぐる全国の状況」 大熊孝（水郷水都全国会議共同代表） 

11:50 事務局連絡（分科会案内） 

 

12:00 昼食 

 ポスターセッション（終日展示 13：00～14：00 解説） 

 

（（（（分科会分科会分科会分科会））））    

14:00 分科会 

（１）3.11 と水問題 

（２）放射能汚染 

（３）全国各地からの報告 

17:00 分科会終了後土浦市内へ移動 

 

（（（（懇親会懇親会懇親会懇親会））））    

18:00 懇親会(ホテルマロード筑波） 

20:00 懇親会終了 

 

（（（（全国実行委員会全国実行委員会全国実行委員会全国実行委員会））））    

20:30 全国実行委員会（ホテルマロード筑波） 

 

10101010 月月月月 14141414 日日日日（（（（月月月月、、、、祝祝祝祝））））全体会全体会全体会全体会（（（（霞霞霞霞ヶヶヶヶ浦環境科学浦環境科学浦環境科学浦環境科学センセンセンセンターターターター））））    

    

（（（（全体会全体会全体会全体会））））    

9:00 全体会 

（１）分科会報告 

（２）水郷水都全国会議総会 

（３）大会宣言、特別決議採択 

（４）閉会 

12:00 終了 
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［［［［見学会見学会見学会見学会（（（（10101010 月月月月 12121212 日日日日（（（（土土土土））））概要概要概要概要］］］］    

14:00 土浦港ホワイトアイリス号乗船場集合 

（（（（手前手前手前手前のののの「「「「つくばつくばつくばつくば号号号号」」」」ではありませんのでごではありませんのでごではありませんのでごではありませんのでご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。）。）。）。）    

 

 土浦からホワイトアイリス号で霞ヶ浦（西浦）土浦入りを

南下し、湖心を経て北岸玉造港まで行き、玉造港で下船、

観光タワーから霞ヶ浦と周辺の眺望を楽しみ、湖岸の漁

港、内水面水産試験場、環境修復施設などを見学します。

このあと出島半島を巡って土浦港に戻ります。 

 土浦港、玉造港では観光帆引き船が出る時間帯で、全

国でも珍しい帆引き船を見ることができます。 

 

［［［［ポスターセッションポスターセッションポスターセッションポスターセッション（（（（10101010 月月月月 13131313 日日日日（（（（日日日日））））概要概要概要概要］］］］    

 10 月 13 日（日）昼休みの時間を長く取ってポスター展示

を見ながら懇談する時間を作りました。 

ポスター展示の申込みは 9 月 30 日までに事務局までご連絡ください。展示物は当日午前中に所定の場

所に掲示してください。また 13:00-14:00 までポスター展示場所でご説明ください。 

 

［［［［分科会分科会分科会分科会（（（（10101010 月月月月 13131313 日日日日（（（（日日日日））））概要概要概要概要］］］］    

 10 月 13 日（日）14:00～17:00 まで 3 つの分科会を開催します。 

第第第第 1111 分科会分科会分科会分科会「「「「3.113.113.113.11 とととと水問題水問題水問題水問題」」」」    

基調講演を引き継ぎ、霞ヶ浦と全国の水資源開発、制度、法体制、市民運動などの発表と意見交換を

行う。 

第第第第 2222 分科会分科会分科会分科会「「「「放射能汚染放射能汚染放射能汚染放射能汚染」」」」    

霞ヶ浦の汚染状況、福島、茨城などの実態を現場から報告してもらい、これからの課題について話し合

う。 

第第第第 3333 分科会分科会分科会分科会「「「「全国各地全国各地全国各地全国各地からのからのからのからの報告報告報告報告」」」」    

全国から水環境と水の文化、水郷の復活、環境教育など幅広いテーマについて報告し交流する。 

 

 分科会で報告したい方は、事務局までご連絡ください。報告要旨を資料集に収録しますので、報告者

は 9 月 20 日までに報告要旨をまとめて、事務局までお送りください。報告要旨は A４で 2 枚程度にまと

めてください。発表形式は分科会ごとに異なりますので、後日、分科会担当者より報告者に連絡させて

いただきます。 

 

［［［［交通機関交通機関交通機関交通機関]]]]    

 10 月 13，14 日の会場[茨城県霞ヶ浦環境科学センター」へは土浦駅東口からバスがでていますが、あ

まり便がありません。タクシーの分乗などもご利用ください。（土浦 - 環境科学センター20 分、2600 円） 

 

（土・日・祝 時刻表） 

土浦駅東口土浦駅東口土浦駅東口土浦駅東口    →→→→    センターセンターセンターセンター    センターセンターセンターセンター    →→→→    土浦駅東口土浦駅東口土浦駅東口土浦駅東口    

8:05 8:30 8:40 9:10 

10:10 10:30 10:40 11:00 

12:10 12:30 12:40 13:00 

14:40 15:00 15:10 15:30 

16:40 17:00 17:20 17:45 

関鉄観光バス「霞ケ浦環境科学センター行き」乗車約 30 分、400 円 

 

［［［［参考情報参考情報参考情報参考情報]]]]    

水郷水都全国会議 http://www.sui-sui.sakura.ne.jp 霞ヶ浦大会のページ 

オンライン参加申込みも可 

茨城県霞ヶ浦環境科学センター http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/ 霞ヶ浦大会の会場 

ラクスマリーナ http://www.lacusmarina.com/ ホワイトアイリス号 

ホテルマロウド筑波 http://www.marroad.jp/tsukuba/ 懇親会会場 

土浦市観光協会 http://tutiura.727.net/ 宿泊案内など 
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宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 土浦駅に近い宿泊施設をご案内致しますので、各自ご予約くださいますようお願い致します。 

 10 月 13 日（土）は翌日土浦で大きなイベントがあるためホテルが混み合うおそれがありますので早め

にご予約ください。このほかにも施設がありますので満杯の場合は事務局にお問い合わせください。 

 

以下のリストは土浦市観光協会のホームページ（http://tutiura.727.net/）よりコピーしたものです。 

詳しくはホームページをご覧ください。 

 

（（（（土浦駅東口土浦駅東口土浦駅東口土浦駅東口））））    

住所 電話 

（土浦市） 市外局番 

客室数 料金（円） 

旅館・ホテル名 

 029 和 

和

洋 

洋 

宿

泊

人

数 

シング

ル 

ツイン 

ビジネスホテル湖北 湖北 1-1-1-8 824-3411 12 - 38 77 4,500 7,000 

ホテル明健 小松 1-11-2 823-6100 1 - 44 64 3,980 7,000 

ホテルアルファ・ザ・土浦 港町 1-4-26 824-1211 - - 91 140 6,200 12,000 

ライフイン土浦駅東 港町 1-5-5 824-0500 - - 96 105 4,950 6,300 

東横イン土浦駅東口 港町 1-3-17 835-1045 - - 125 136 

5,980

～ 

8,480

～ 

ホテルグリーンコア土浦 港町 1-8-26 822-4111 - - 118 214 4,950 8,300 

 

（（（（土浦駅西口土浦駅西口土浦駅西口土浦駅西口））））    

住所 電話 

（土浦市） 市外局番 

客室数 料金（円） 

旅館・ホテル名 

 029 和 

和

洋 

洋 

宿

泊

人

数 

シング

ル 

ツイン 

ビジネスホテル新喜楽 桜町 2-2-1 821-0578 12 - 12 40 4,800 10,000 

ビジネスホテル山崎屋 大和町 5-10 821-0825 7 - 6 28 5,300 9,500 

.ビジネス旅館土浦 富士崎 1-4-34 821-2285 22 - - 65 4,500 8,000 

.ホテル東湖 東崎町 6-28 821-0481 1 - 17 22 - - 

ホテルマロウド筑波 城北町 2-24 822-3000 - 1 160 245 5,500 13,000 

ゑびすや旅館 富士崎 1-18-16 821-0360 9 - 6 60 5,250 10,500 

.ビジネスホテルつくし 東真鍋町 1-38 821-2195 10 - 19 56 4,650 8,000 

ベルズイン土浦 大和町 6-5 826-1400 - - 161 168 6,500 12,000 

ビジネスホテル和光 田中 2-11-3 821-1215 4 - 30 44 4,750 8,400 

 

 


