
第 30 回水郷水都全国会議東広島大会開催要領 

 

 

大会テーマ みんながかかわる里山・里海 

 

 水郷水都全国会議は，1984 年に琵琶湖で世界湖沼会議が開かれたのを契機に，それに関わった市民

団体や研究者等が翌年から継続して開催してきました。水資源・水環境と社会に関するさまざまな問

題に対して，市民・行政・科学者それぞれの立場から議論し，情報の共有を図ろうとしてきた活動で

す。30 回目の大会となる今回は，広島県の東広島市（西条盆地・賀茂台地）を会場として開催するこ

とになりました。 

 東広島市は，雨が少なく多数のため池を有するなど，限られた水資源を有効に利用してきました。

このような背景により生まれた農村景観と，日本三大銘醸地の一つと称する酒造りの存在などから，

水の郷百選にも選ばれています。特に最近では地元の酒造会社が主導して，水源地の森を守る市民活

動を展開しており，そのことでも国内外で知られるようになってきました。今大会では，この地の水

環境保全に関わる諸活動について紹介するとともに，県内や全国の方々との交流を通じて，これから

の水を活かした地域づくりを考えます。 

 また近年，山と海とのつながりに関心が高まり，マネー資本主義に対する里山資本主義も提唱され

ています。自然と社会の新たな関係を模索する動きがある一方，一時期抑えられていた公共事業が活

発化する動きもみられます。そのようななか，今大会では，里海として注目される瀬戸内海の環境再

生の取り組み，および全国各地で直面する開発と自然の諸問題について，活発な情報・意見交換を行

い，これからの水環境のあり方を考えます。 

 第 30回水郷水都全国会議東広島大会に全国あるいは地元から多くの皆さまに参加いただき，日頃の

活動を伝え合い，将来に希望のもてる水郷・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。多くの皆さまのご参加をお待ちしています。 



実施要領 

日時 2014年 12月 6日（土）〜7日（日） 

    ＊6 日朝から参加するためには前泊が必要です。 

テーマ みんながかかわる里山・里海 

 水は，山と里，海へと流れ，そしてまた大気を通じて私たちの暮らす土地に帰ってきます。この大

きな循環を通じて，水は人と人，地域と地域をつないでいきます。水にはさまざまな顔があり，水に

対する人々の思いも関わり方もさまざまです。時には深刻な利害対立が生じることもあります。水に

関わる環境をよくしていくためには，立場を異にする人達がともに理解し合い，関わり合い，実際に

行動していくことが望まれます。本大会では，水に関わる人と人，水を介した地域と地域のつながり

に焦点をあてます。 

 

会 場 広島大学理学部（会議），龍王山ならびに西条酒蔵通り（現地見学） 

主 催 水郷水都全国会議全国大会実行委員会 実行委員長：淺野敏久 

共 催 広島大学総合科学研究科 21世紀科学（文明と自然）プロジェクト 

協 力 調整中 

参加費 会議参加（一般）             500 円 

    会議参加（学生・大学院生）        無料 

    見学会 1（12/6）参加          1,500 円 

    見学会 2（12/7）参加          1,000 円 

     ＊見学会 1,2は，できるだけ両方にご参加ください（合計 2,500円）。 

    交流会参加               5,000 円 

 

郵便振替口座 ０１３１０−７−９０３９５ 水郷水都全国会議大会実行委員会 

 

問い合わせ先・申し込み先 

  739-8521 東広島市鏡山 1-7-1 広島大学大学院総合科学研究科 淺野敏久 

  TEL (082)424-6364  FAX (082)424-0754（淺野宛と明記のこと） 

  E-mail suigou30（at）hiroshima-u.ac.jp  (at)は @ です。 

＊申し込みは，参加申込書にご記入の上，郵送か電子メールでお送り下さい。 

 参加費は事前にお振り込み下さい（会議のみ参加 500円の方は当日で構いません）。 

 

◎新しい情報は水郷水都全国会議（東広島大会）のウェブサイトをご覧下さい。 

 http://home.hiroshima-u.ac.jp/suigou30/suigousuito/Welcome.html 



プログラムの主旨と予定 

12月 6日（土） 

 初日の全体会議では，東広島での活動を，全国あるいは地元の方々に紹介し，乏水地域といわれた

当地での人々と水の関わりの諸相を知っていただきたいと思っています。龍王山を中心とした山のグ

ラウンドワークなどの活動は，活動を始めて 10 数年が経過し，国内外から注目されるようになりまし

た。また，市北部では国の特別天然記念物であるオオサンショウウオが生息し，その保護活動への協

力体制も整いつつあります。さらには，地域の住民が自分たちの身近な川を保全し地域づくりに活か

す活動も，川ごとに個性的な展開を見せています。一方で，これらの活動はさまざまな課題も抱えて

います。現状を報告するとともに，各地からお集まりの方々と忌憚のない意見交換や情報交換を行い

たいと考えています。 

 

08:30   ：JR西条駅前に集合（参加者は前泊） 

＊現在は西条駅に出口は 1 つしかないですが，大会頃には南北 2 箇所になっているかもしれません。その

場合は駅の南口集合です。 

09:00-11:00：見学会 1 「山のグラウンドワーク」：山・水・酒・米・エネルギーのつながり 

酒づくりの水源地である龍王山で行われている「山のグラウンドワーク」の活動現場と実際に作業

している様子を見学します。本大会にあわせて活動日を設定していただきました。現場を見ておく

と，午後の基調講演の理解が進むと思います。 

 

12:00-13:00：受付（広島大学 理学部 E102 教室） 

13:00-17:00：水に関わる市民の実践：東広島市での取り組み 

 1）基調報告：山・水・酒・米・エネルギー（西条・山と水の環境機構） 

 2）地域の報告 1：豊栄でのオオサンショウウオ保護活動（東広島オオサンショウウオの会） 

 3）地域の報告 2：沼田川の環境を守る活動（すいすい倶楽部） 

 4）地域の報告 3：黒瀬川の環境を守る活動（黒瀬川 e-co隊） 

 5）討議 

18:00-20:00：交流会（広島大学 生協北 1レストラン） 

 一日見聞してきた地元西条の酒をご賞味下さい。 

 ちなみに，東広島市では日本酒で乾杯することが条例で奨励されています。 

 

12月 7日（日） 

 大会 2 日目は，全国各地からの報告を中心に 2 つの分科会とポスターセッションを行います。分科

会 1 では「里山・里海：海と山のつながり」をテーマとして，里海としての瀬戸内海の再生にかかる

取り組みの紹介と，山・川・海をめぐり長年の，あるいは新たな問題を抱える全国各地からの報告を

予定しています。報告事例を切り口として、これからの流域社会のあり方を展望します。分科会 2 で



は「伝える・つなげる」をテーマとして，環境教育・エコツーリズム・環境市民活動などに関する報

告を集め，30周年を迎えた水郷水都運動を次世代に引き継いでいくための課題などを議論します。 

 

09:00-11:00 分科会（理学部 E102，E002教室） 

 1）分科会 1：里山・里海：海と山のつながり：瀬戸内海と全国各地からの報告 

   瀬戸内海における自然再生，長良川の現状ほか 

 2）分科会 2：伝える・つなげる：環境教育・エコツーリズム・環境市民活動など 

   吉野川での活動，信濃川での活動，山口・広島での川の活動，志和堀ホタルの宿ほか 

11:00-12:30 ポスターセッション（理学部 E002教室）（適宜昼食） 

12:30-14:00 全体会議（理学部 E002 教室） 

 1）初日の報告ならびに分科会報告 

 2）水郷水都全国会議の総会 

 3）大会宣言 

15:00-16:30 見学会 2 「西条酒蔵通り」 

全国的にも珍しい酒蔵の集積した西条の酒蔵通りを，ボランティアガイドの案内で見学します。各

蔵での展示を見たり，試飲をしたり，気に入った日本酒をお土産に買われたりするとともに，この

地域の抱える課題等についてもお考え下さい。開発が進む一方で，景観保全や地下水保全が課題に

なっています。 

16:30 解散 

 

 

発表者募集 

◎口頭発表：分科会 1，分科会 2での口頭発表者を募集します。 

＊分科会での発表時間は 1件 15分（＋質疑応答 3分）の予定 

＊応募多数の場合，分科会を増やします。分科会の割り振りは実行委員会に一任下さい。 

＊発表申込期限・・・・・・10月 31日（金） 

 

＊発表者には要旨集用の原稿の提出をお願いします。 

＊原稿は Wordファイルで A4版 1枚（1000字以下）あるいは 2枚（2500字以下）。枚数には図表を含

みます。図表を入れる場合は相応の文字数を減らして下さい。 

＊原稿提出期限・・・・・・11月 15日（土） 

 

◎ポスター発表：ポスターによる発表を募集します。 

＊発表申込期限・・・・・・11月 15日（土） 

＊ポスターのサイズは A0版以下。初日 12時からの受付時に会場にお持ち下さい。 

 

 



第 30回 水郷水都全国会議・東広島大会 参加申込書 

 

ふりがな  

氏  名  

所属先  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

E-ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

住  所 〒 

 

以下の記入欄に○×を記入し，合計金額を記入して下さい。会議参加の欄のかっこには参加を希望す
る分科会番号（1あるいは 2）を記入して下さい。 

 

内 容 

会議参加 

(希望分科会番号) 

500円 

見学会 1 

龍王山 

1,500 円 

見学会 2 

酒蔵通り 

1,000 円 

交流会 

 

5,000 円 

弁 当 

12/7昼 

1,000 円 

 

合計金額 

例 ○（分科会 １） ○ ○ ○ ○ 9,000 円 

記入欄   

（分科会  ） 

     

注） 

１．西条までの交通費と宿泊費は各自で手配・お支払い下さい。 

２．全日程に参加される場合，近隣在住者以外は 12月 5日（金）に前泊する必要があります。 

３．会議参加費は，12月 6日，7 日の 2 日共通です。 

４．会議のみ参加の場合（支払総額が 500 円の場合）は当日現地精算でかまいません。 

５．見学会 1と 2はできる限り両方お申し込み下さい。 

６．7 日(日)の会場(大学)までの交通費は各自でお支払い下さい。なお，見学会参加の場合，7日朝以

外は借り上げバスで移動します。見学会不参加の場合は，移動は各人で対応して下さい。 

７．6 日（土）は大学の生協食堂等を利用できます。7 日は生協食堂が営業されないので，できるだけ

弁当をご予約下さい。食堂やコンビニもありますが，会場から遠いです。 

８．ご提供いただいた個人情報は，水郷水都全国会議に関する目的にのみ使用します。 

 

◎この申込書に記入して，下記の事務局まで郵送か電子メールでお送り下さい。参加申し込み締切は

10月 31日(金)です。早めの申し込みをお願いします。また，申込書の送付とともに，参加費等合計

金額を郵便振替でお振り込み下さい。 

◎分科会での報告希望者は 10月 31日までにご連絡下さい。要旨原稿の提出締切は 11 月 15日です。 

◎ポスター展示の申し込みは 11 月 15日までに事務局に連絡ください。 

 

参加申し込み先  

  739-8521 東広島市鏡山 1-7-1 広島大学大学院総合科学研究科 

       淺野敏久研究室内（水郷水都全国会議全国大会実行委員会事務局） 

  TEL (082)424-6364  FAX 082424-0754（淺野宛と明記のこと） 

  E-mail suigou30＠hiroshima-u.ac.jp  

  郵便振替口座 ０１３１０−７−９０３９５ 水郷水都全国会議大会実行委員会 



交通機関 

◎12月 6 日（土）の見学会 1（龍王山）に参加される方は，JR西条駅前（南口）に 8:30集合です。 

＊JR 西条駅には，新幹線利用の場合，広島駅で「山陽本線」の西条・糸崎方面に乗り換えて来て

下さい（所要 35 分，10〜15 分間隔。なお，「呉線」の糸崎方面に乗らないように要注意）。航空

機利用の場合，広島空港から芸陽バスで山陽本線白市駅へ（所要約 15 分，15〜60 分間隔）。白

市駅から JR で西条駅下車（所要 10分，10〜20分間隔）。 

＊新幹線の東広島駅もありますが，不便なので利用をお勧めしません。タクシー利用（所要 20分）

になります。山陽本線 JR西条駅と新幹線の東広島駅は，かなり離れた場所にあります。 

 

◎12 月 7 日朝に広島大学にいらっしゃる場合（あるいは 6 日に直接大学にいらっしゃる場合），JR 西

条駅から，JRバス・芸陽バス広島大学線「広大中央口」下車（所要約 15 分）。徒歩 2分。 

＊新幹線東広島駅と広島大学間は，土日に公共交通機関の連絡はありません。 

＊広島バスセンターから広島大学方面行きのバス「JRバス：グリーンフェニックス」もあります。

12月 7日はバスセンターを 7:13発の便があります。同じく「広大中央口」下車です。 

 

◎見学会や交流会に参加しない場合は，「広大中央口」からバスで西条駅に出て下さい。 

＊広島大学--西条駅間は，JR バスと芸陽バスのいずれも同じ路線です。バスは構内を一方方向に

走るのでバス停は道路の片側にしかありません。本数は少ないながら別方面のバスも来るので

乗り間違いにご注意下さい。 

 

宿泊施設 

◎JR 西条駅に近い宿泊施設をご案内いたしますので，各自ご予約下さい。予約は早めにとられるのが

よいと思います。西条駅周辺で宿の予約ができなかった場合，広島市内に多数のホテルがあるので

そちらをご利用下さい。東広島駅周辺にもビジネスホテルが複数ありますが，西条市街地や大学へ

の移動はすべてタクシーになるとお考え下さい。 

 

  

東広島グリーンホテルモーリス 西条昭和町 11-8（西条駅徒歩 10分） 6〜8000円程度 082-493-7070 

  ＊交流会後の全国実行委員会は，東広島グリーンホテルモーリス会議室を予約しています（21:00-23:00）。 

東横イン東広島西条駅前   西条本町 12-2（西条駅徒歩 1分） 6〜7000円程度 082-422-1045 

  ＊新幹線の東広島駅前の「東横イン東広島駅前」店もあるので注意。 

ホテルサンライズ２１    西条昭和町 5-10（西条駅徒歩 12分） 5000円程度 082-431-3232 

割烹ホテル一ぷく      西条朝日町 11-31（西条駅徒歩 10 分） 7000円程度 082-424-3955 

ホテルグランカーサ     西条本町 17-13（西条駅徒歩 5 分） 5000円程度 082-421-3111 

ホテルイーグル       西条大坪町 2-13（西条駅徒歩 15分） 4000円程度 082-422-5590 

ホテル ヴァン・コーネル  西条岡町 10－20（西条駅徒歩 6 分） 5000円程度 082-422-8686 

ホテルカモ         西条町御薗宇 6184（西条駅から車 5分） 5000円程度 082-422-1101 

＊以上の各ホテルの料金（シングル）はおよその目安です。ご自身で確認下さい。 

  



会場のアクセスマップ 

 

 

 


