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愛知県岡崎市 乙川乙川リバーフロント地区かわまちづくり
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QURUWA戦略に基づくかわまちづくりエリア方針より

殿
橋

桜城橋

オトリバーサイドテラス

このエリアリアについて紹介



愛知県岡崎市 乙川
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写真（下）https://one-river.jp/programs/tonobashi-terrace/

ナイトマーケット ナイトマーケット

殿橋テラス 殿橋テラス

乙川リバーフロント地区かわまちづくり

カヌー・SUP

コンサート

舟運



愛知県岡崎市 乙川

協議会（乙川リバーフロント地区かわまちづくり協議会）

民間主導における河川空間での自由で多様な活用及び先駆的な取

組み等について協議し、利活用の方針決定、河川管理者への占用申

請・協議、河川利用調整等を行うことにより、 民間の手によるソ

フト事業を支援している。
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• 河川敷地の占用主体は協議会である

• 民間営業活動を許可する立場である

• 協議会メンバー
①学識経験者
②学区総代会長
③商工会議所代表者
④商店街組合等代表者
⑤まちづくり組織の代表者
⑥漁業協同組合代表者
⑦観光協会代表者
⑧国土交通省中部地方整備局地域河川課長
⑨副市長
⑩協議会が認めた実行委員会代表者
（事務局：岡崎市）

スキーム図

実践組織（乙川リバーフロント地区かわまちづくり活用実行委員会）

協議会のかわまちづくりマネジメント部門（運営主体）として、

かわまちづくりの主旨にのっとり、事業を行う者を会員として構成

し、利活用に関する事業計画策定、実施、事業者間調整、使用料等

の支払い等を行っている。

乙川リバーフロント地区かわまちづくり



宮崎県延岡市 五ヶ瀬川・大瀬川五ヶ瀬川かわまちづくり
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延岡河川国道事務所HPより



宮崎県延岡市 五ヶ瀬川・大瀬川五ヶ瀬川かわまちづくり
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散策会

まちなかカヌーツーリング リバーフェスタ

鮎やなとかわまち交流館

日常の水辺の利用

延岡わかあゆマラソン大会
かわまちバーベキュー広場



宮崎県延岡市 五ヶ瀬川・大瀬川五ヶ瀬川かわまちづくり

7
延岡河川国道事務所HPを編集

協議会
（五ヶ瀬川かわまちづくり検討会）

実践組織
（天下一五ヶ瀬かわまち創ろう会）

アドバイス報告

文化・自然活動
ゾーン部会

• 延岡花物語
• リバーフェスタのべ
おか

• お父さん・お母さん
のための川遊び村等

• 日常の利活用

回遊できる
散策路部会

• 畳提かわまち灯り
• このはなマラソン練
習会

• 牧水距離標和歌めぐ
りウォークラリー等

• 日常の利活用

自然の恵み体験
拠点部会

• 鮎やな（食事棟、囲
炉裏、郷土芸能等）

• まちなかカヌーツー
リング

• 五ヶ瀬川イカダ下り
大会

• 花のイベント等
• 日常の利活用

情報共有

情報共有情報共有

• かわまちづくり計画の策定・変更

• 「天下一五ヶ瀬かわまちアクションプラン」の承認

• 検討会メンバー
①宮崎大学 名誉教授
②五ヶ瀬川の畳堤を守る会 会長
③五ヶ瀬川共同漁場管理委員会 会長
④一般社団法人延岡観光協会 代表理事
⑤NPO 法人五ヶ瀬川流域ネットワーク 理事長
⑥NPO 法人のべおか市民力市場 副理事長
⑦天下一ひむか桜の会 実行委員代表
⑧これからの鮎やなを考える会 会長
⑨九州保健福祉大学 准教授
⑩延岡市区長連絡協議会 会長
⑪社団法人延岡青年会議所 理事長
⑫宮崎県 延岡土木事務所 所長
⑬延岡市 商工観光部 部長
⑭延岡市 教育委員会 部長
⑮延岡市 都市建設部 部長
⑯国土交通省 延岡河川国道事務所 所長

推進体制

協議会（五ヶ瀬川かわまちづくり検討会）

五ヶ瀬川かわまちづくりの承認・推進組織として計画の策定及び

変更、実践組織が作成したアクションプランのアドバイス、承認を

行っている。



宮崎県延岡市 五ヶ瀬川・大瀬川五ヶ瀬川かわまちづくり
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五ヶ瀬かわまちアクションプラン（R1.8）を編集

部会 構成員
回遊できる散
策路部会

•五ヶ瀬川の畳堤を守る会
•延岡歩こう会
•延岡走ろう会
• NPO法人 アスリートタウンのべおか
•社団法人宮崎県建築士会延岡支部
•延岡商工会議所
•宮崎県延岡土木事務所
•延岡市 教育委員会 総務課
•延岡市 健康福祉部 健康長寿のまちづくり課
•国土交通省 延岡河川国道事務所 調査第一課

文化・自然活
動ゾーン部会

• GOKASE川遊び推進協議会
•延岡花物語実行委員会
•天下ひむか桜の会
•緑清園
•リバーフェスタのべおか実行委員会
•天下一ひむか桜菜の花まつり実行委員会
•延岡市区長連絡協議会
•延岡アースデイ実行委員会
•ボーイスカウト延岡１団
•延岡市 都市建設部 都市計画課

自然の恵み体
験拠点部会

• NPO法人五ヶ瀬川流域ネットワーク
• NPO法人ひむか感動体験ワールド
•延岡市観光協会
•延岡五ヶ瀬川漁業協同組合
•延岡市区長連絡協議会
•一般社団法人延岡観光協会
•五ヶ瀬川イカダ下り大会実行委員会
• NPO法人五ヶ瀬川流域ネットワーク
•延岡市 商工観光部 観光戦略課

• 「天下一五ヶ瀬かわまちアクションプラン」の策定

• 実践結果から３年毎にアクションプランを見直して
いる

• 部会メンバー（右表）

実践組織（天下一五ヶ瀬かわまち創ろう会）

地域を主体とし各コンセプトを有する３部会で構成されてお

り、具体的な利活用の企画や実践は各部会で行いながら、活動

を継続している。

個別部会の他に３部会による合同会議を年１回開催し、各部

会の活動状況を共有・検証を行っている。

五ヶ瀬かわまちアクションプラン（R1.8）
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新川の事例 東京都江戸川区 新川
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時間を味方にする景観をつくる 11
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江東区内部河川

江東区内部河川平面図

計画高水流量配分図

江東内部河川のモデル図

関東地方整備局
荒川氾濫における排水シミュレー
ション結果（H28.12.22）

江東内部東側河川（旧中川、横十間川の全川並びに北十間川、小名木川の一部）及び新
川では、平常水位を低下させているが、これらの河川の排水機場は、平常時も毎日稼働し
て水位を低く維持するとともに、浄化用水を導入して水質浄化を行っている。この浄化用
水の取水は、主にサイフォン及び樋門から行っている。
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https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/content/000050151.pdf

２ 水門等施設の操作
(1) 平常時の操作
江東三角地帯の江東内部東側河川は、昭和53年12月に第一次水位低下（A.P.±0m）、平成5

年3月には第二次水位低下（A.P.-1.0m）が実施された。小名木川排水機場及び木下川排水機
場は、これらの水位低下河川の水位を常時A.P.-1.0m に維持し、かつ降雨時の内水位の上昇
を防ぐために、24時間体制で365日、内水排除を行っている。
また、水位低下河川の水質浄化を図るため、扇橋閘門サイフォン等により、江東内部西側

河川から導水している。

事業概要（R2版）東京都江東治水事務所

東京都建設局HP

施設名
運転回数 ポンプ排水量

（ｍ3）平常操作 調整操作 警戒操作 緊急操作 計

小名木川排水機場 368 70 19 457 36,534,170

令和元年度 水門等施設運転操作状況

小名木川排水機場
お な ぎ が わ

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/chisui/jigyou/suimon/sisetu/onagi.html

• ポンプ口径：２８００ｍｍ×３台
２０００ｍｍ×１台

• 排水能力：５２.５ｔ/ｓ
• 竣工：昭和４４年度
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参考事例
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１.水面の利活用（ＳＵＰ・カヌー等）

２.川の施設・環境学習

３.飲食、マルシェ

４.舟運

５.その他
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神奈川県横浜市 大岡川１.水面の利活用（ＳＵＰ・カヌー等）

川と並行方向の階段によるアクセス

大岡川桜桟橋

日の出桟橋

大岡川桜桟橋

浮桟橋によるアクセス

横浜市地区かわまちづくり
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山形県河北町 最上川
北海道弟子屈町 釧路川

１.水面の利活用（ＳＵＰ・カヌー等）

斜路

河北町かわまちづくり 弟子屈地区かわまちづくり

川と直角方向の階段によるアクセス 斜路によるアクセス
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【参考事例】１.水面の利活用（ＳＵＰ・カヌー等）

https://www.yachtingworld.jp/category/pia-float/

百秋湖 観光船事業 山形県

カヌーツーリング イベント 東京都

ヨッティングワールド（株）
ピアフロート【組立式浮桟橋】

ゼニヤ海洋サービス（株）
FRP製浮桟橋

http://www.zeniya-k.co.jp/ukibashi_frp.html

歩崎公園湖岸桟橋 茨城県

浮桟橋の事例 平面図 断面図



２.川の施設・環境学習
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排水機場等の施設見学

新潟県が管理する排水機場や頭首工の見学案内を行い、小中学校等が
見学会を開催している。

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/niigata_norin/1255554093738.html

令和3年6月22日 須田小学校（白根排水機場）令和3年7月5日 明訓中学校（親松排水機場）

［問合せ先］
新潟地域振興局 農林振興部
農村計画課
〒956-8635
新潟市秋葉区程島2009 新潟市秋葉区役所5階
Tel：0250-24-8227 Fax：0250-24-8264

見学会の様子

見学ができる施設箇所

新潟県



２.川の施設・環境学習
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自然観察路

大田区では自然観察に活用できるように観察路を５箇所設置している。その内の一つは水辺の観察路となっている。

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/hogo/sizennkannsatu.html

大田区の自然観察路

［問合せ先］
環境対策課 環境推進担当
電話：03-5744-1365
FAX ：03-5744-1532

東京都大田区

水辺の自然観察路



２.川の施設・環境学習
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河川環境学習（茨城県）

茨城県霞ケ浦環境科学センターは、河川での環境学習を学校や団体等と行っている。環境学習では、水環境調査
手法である「水辺のすこやかさ指標（みずしるべ）」を活用し、多様な視点から川などの水環境を学んでいる。

https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/seikatsukankyo/kasumigauraesc/05_gakushu/kasenkankyogakushu/kasenkankyogakushu.htm

H29年度 4河川5校における実践報告（抜粋）

［問合せ先］
茨城県霞ケ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）

水辺のすこやかさ調査の様子

観察資料（抜粋）

茨城県



２.川の施設・環境学習
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【参考】川のリスクマネージメントプログラム（美濃加茂地区かわまちづくり）

川での事故を防ぐ観点から「川の魅力」と共に「川のリスク」も実体
験を通じて子供たちに伝える事を目的として実施している。

https://plaza.rakuten.co.jp/machi21minokamo/diary/201806280000/

岐阜県美濃加茂市 木曽川



３.飲食、マルシェ
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大垣市かわまちづくり

キッチンカーなどが日常的に出店できる環境整備

かわまちテラス開催時の風景
https://uds-net.co.jp/article/6184

向田地区かわまちづくり

かわまち整備エリアで開催されるリバーフロントマルシェ

岐阜県大垣市 水門川
鹿児島県薩摩川内市 川内川



３.飲食、マルシェ
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石巻地区かわまちづくり

https://note.com/kawamachi/n/n1f7393a743b8

イベント時や休日に出店するキッチンカー

https://www.city.gifu.lg.jp/info/seisaku/1006653/1006655/1014985.html

ぎふ長良川鵜飼かわまちづくり

長良川右岸プロムナードエリアで開催されるマルシェ

宮城県石巻市 北上川
岐阜県岐阜市 長良川



４.舟運
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舟運とまち側の連携

盛岡駅

岩手県盛岡市 北上川

盛岡地区かわまちづくり

舟運ルート

●

船着場

●

盛岡町屋の保存を進める地区の
まち歩きへ誘導している

鉈屋町界隈

●

船着場



５.その他 歴史観光ガイド
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盛岡ふるさとガイド

https://www.tohokukanko.jp/attractions/detail_1004245.html http://kawasaki-gaido.net/index.html

先人・文化人ゆかりの名所・旧跡を地元に伝わる
エピソードを交えながら案内。
・料金はガイド1名につき3,500円
・申込は盛岡観光コンベンション協会

かわさき歴史ガイド

川崎に残る数多くの史跡や産業文化遺産を案内。
地元ならではの“通な散策”を提案。
・料金は500円×人数分（最低3,000円）
・申し込みはNPO法人 かわさき歴史ガイド協会

案内の様子

案内の様子

案内の様子

案内箇所抜粋



５.その他 コンサート、映画鑑賞
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石巻地区かわまちづくり
わいわい音楽会

https://note.com/kawamachi/n/n8c67b1e29e6f

大垣市かわまちづくり
まるのうちテラス音楽会

https://www.city.ogaki.lg.jp/0000050428.html

ねぶくろシネマ（東京都調布市 多摩川）

https://www.nebukurocinema.com/

橋脚をスクリーンに活用

かわまち以外の事例

かわべでシアター

石ノ森漫画館の白い建物をスクリーンに活用

石巻地区かわまちづくり

https://note.com/kawamachi/n/n265c4e4a0b39


