
　　

【問い合わせ先】

　ＴＥＬ：０９７－５４４－４１６７（代表）

平 成 29 年 11 月 8 日

○開催日時　　　平成２９年１１月１１日（土）１３：００～１７：２０
                             開会式、ステージ発表

　　　　　　　　平成２９年１１月１２日（日）　９：３０～１１：４０
　　　　　　　　 　アピールタイム（パネル等の展示）、トークショー

○会　　場　　　ホルトホール大分　3階大会議室
　　　　　　　　（大分市金池南1丁目5-1）

記者発表資料

国土交通省九州地方整備局
大 分 河 川 国 道 事 務 所

 国土交通省　九州地方整備局　大分河川国道事務所
　　　　　　副所長　太田　信也
　　　　　　調査第一課　専門官　亀谷 一郎

～　第17回九州「川」のワークショップin大野川　開催！！～

　

 九州「川」のワークショップは、年に一度九州各地の河川流域で活動し
ている団体・学校・行政・企業などが一堂に会し、各々の活動や取り組み
状況の発表や意見交換を行い、“いい川づくりとはなにか”などよりよい
水環境を育むことなどを一緒に検討する場です。 
 
 今年は、ホルトホール大分を会場として1７回目の九州「川」のワーク
ショップを開催されます。 
 発表は九州内の4５団体が予定しており、大分県内からは１７団体（大人
の部1１団体、子どもの部６団体）が発表予定です。発表者や聴講等総勢３
００名が、川での活動状況をホルトホールで熱く語り合います！ 

第1６回(福岡県北九州市)開催状況  

 

facebookホームページ 
https://ja-jp.facebook.com/onogawa2017/ 

※ワークショップの情報が定期的に発信されています。 
 



平成2８年 第１６回 福岡県（北九州市）

副委員長

監事

九州各地の河川流域で活動している団体・学校・行政・企業などが一堂に会し、各々
の活動や取り組み状況（自然環境保護、防災、地域づくり等）の発表を通して、意見交
換や情報共有を行い、“いい川づくりとはなにか”など、よりよい水環境を育むととも
に防災意識の向上をみんなで一緒に検討する場です。また、官・学・民の交流を行い、
次世代を担う人材の育成と流域連携の促進を目指します。

平成13年 第１回 福岡県（久留米市）

平成14年 第２回 佐賀県（佐賀市）

第３回 宮崎県（宮崎市）

平成16年 第４回 熊本県（熊本市）

平成17年 第５回 福岡県（直方市）

平成15年

平成18年 第６回 鹿児島県（川内市）

平成19年 第７回 大分県（別府市）

平成20年 第８回 長崎県（波佐見町）

平成21年 第９回 佐賀県（佐賀市）

平成22年 第１０回 宮崎県（延岡市）

鹿児島県（薩摩川内市）

平成23年 第１１回 熊本県（球磨村）

平成24年 第１２回 福岡県（福岡市）

平成27年 第１５回 長崎県（諫早市）

実行委員長

平成25年 第１３回 宮崎県（宮崎市）

平成26年 第１４回

　安部 泰史　（乙津川水辺の楽校運営協議会）

　武石 宣彰　（番匠川流域ネットワーク）

　佐藤 祐司　（乙津川水辺の楽校運営協議会）

大分市　河川課

　梶原　晃　（乙津川水辺の楽校運営協議会）

乙津川水辺の楽校運営協議会

津留地区ふるさとづくり推進協議会

事務局長

大分県　土木建築部　河川課

国土交通省九州地方整備局　河川部

特定非営利活動法人　耶馬溪の自然と景観を守る会

特定非営利活動法人　レスキュー・サポート九州

ななせ交流会

番匠川流域ネットワーク

日本文理大学

国土交通省九州地方整備局　大分河川国道事務所

■九州「川」のワークショップの開催履歴

参考資料

■第1７回九州「川」のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟin大野川 実行委員会の構成

委員（構成団体）

■九州「川」のワークショップとは

※大分県内の各流域で活動する住民団体と行政で構成しています。



※九州「川」のワークショップは、（財）河川財団（助成事業）、（一社）九州地域づくり協会（支援事業）
（一社）九州地方計画協会（公益事業）の助成・支援を受けて実施します。

主催：第17回九州「川」のワークショップin大野川実行委員会
共催：大分市、ネットワーク九州流域連携会議
後援：国土交通省九州地方整備局、大分県、臼杵市、竹田市、豊後大野市、朝日新聞大分総局、大分合同新聞社、一般社団法人共同通信社、時事通信社、
　　  西日本新聞社、日刊工業新聞社、毎日新聞社、読売新聞西部本社、ＮＨＫ大分放送局、ＯＢＳ大分放送、ＴＯＳテレビ大分 、ＯＡＢ大分朝日放送

 J :COM大分ケーブルテレコム（株）、大分ケーブルネットワーク、国立大学法人大分大学、日本文理大学、
　　  独立行政法人国立高等専門学校機構大分工業高等専門学校

12:00 ▼ 受付開始
12:45 ▼ オープニング

 ・大分鶴崎高校生徒による鶴崎踊り
13:00 ▼ 開会式
13:30 ▼ ステージ発表　子供の部・大人の部
　　　　 ・子供の部表彰（15 :00頃）　
　　　　 ・ステージ発表終了（17 :30頃）
17:50 ▼ 大野川合戦まつり観戦ツアー出発（自由参加）
　　　　 ・大分駅解散（21:10頃）　

 9:00 ▼ 会議室開場
 9:30 ▼ アピールタイム（大人の部）

アピールタイム終了後、選好投票締切（10 :20）
10 :20 ▼ トークショー

 ・南 慧昭（えしょう）氏
　　　　　「大野川とその地に生きる人々～仏心は歌心～」
11:20 ▼ 閉会式
12:40 ▼ 大分川ダム現地見学会出発（自由参加）
　　　　 ・大分駅解散（15 :30頃）　　　

in大野川

第17回（2017） ～次世代に引き継ぐ、郷土の歴史と水の文化～

11・1211/
13:00～17:30 9:30～11:40

土 日

ホルトホール大分３階大会議室
（大分市金池南1丁目5-1）※JR大分駅から徒歩2分

 会 場

平成29年

11月11日（土）

11月12日（日）

南こうせつさんのお兄さん！

大分IC

至牧

至下郡

至南大分

トキハ

大分市美術館

大分県庁

大分城址公園

臨海産業道路

大分市役所
大分県立美術館

みずほ銀行

大
分
川

久大本線

日豊本線

10

197

210

511

21

21JR大分駅

JR西大分駅

至萩原

至別府
22

ホルトホール大分
（大分駅 上野の森口の道向かい）



１２：００～　　総合受付 ホルトホール　３F　大会議室前、303会議室

※発表者は、12：00より受付、受付終了後パワーポイントの確認等を行って下さい。

１２：４５～　　オープニング ホルトホール　３F　大会議室

●大分鶴崎高校生徒による鶴崎踊り

１３：００～　　開会式 ホルトホール　３F　大会議室

●来賓挨拶 九州地方整備局 河川部長　　竹島 睦　

１３：３０～　　ステージ発表（大人の部・子どもの部） ホルトホール　３F　大会議室

●子ども達は発表終了後、子ども達の交流会  (ホルトホール　３F　３０２会議室)

●子どもの部表彰式　15:00頃

グループＡ（13:30～14:10） 《８題》

コーディネーター

No. 団体名 活動流域等 発表予定時刻

1 大分市立松岡小学校 大野川水系 13:30

2
笹尾川水辺の楽校運営協議会
（くすばし少年消防クラブ）

笹尾川
（遠賀川水系） 13:35

3 豊後大野市立三重中学校
三重川

（大野川水系） 13:40

4 大分市立別保小学校
乙津川

（大野川水系） 13:45

5
笹尾川水辺の楽校運営協議会
（香月中学校美術部）

笹尾川
（遠賀川水系） 13:50

6 鶴崎校区児童育成クラブ 大野川水系 13:55

7 しげまさ子ども食堂～げんき広場～
三重川

（大野川水系） 14:00

8 大分市立高田小学校 大野川水系 14:05

●挨拶（開催市）　大分副市長 久渡　晃

●来賓、実行委員　紹介

●ワークショップのスケジュールと進行方法の説明

応募テーマ

大野川～生活を支え、命をはぐくむ
大切な川～

笹尾川水辺の楽校のカヌー乗船指導

三重川支流災害から学んだこと

笹尾川水辺の楽校の橋脚壁画制作

大好きな大野川と乙津川の
清掃・遊び場

三重川の生きもの観察会

１１月１１日（土）のプログラム　＜１日目＞

九州地方整備局　河川部

加勢川開発研究会　

私たちの身近な川　乙津川
～乙津川と乙津川に関わる人々の学
習を通して～

大野川での活動を通して取り組んだ
リサイクル活動

●開会挨拶 大会会長　　ネットワーク九州流域連携会議　駄田井　正
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コーディネーター

No. 団体名 活動流域等 発表予定時刻

9 天下一五ヶ瀬かわまち創ろう会 五ヶ瀬川水系 14:20

10 自然と暮らしを考える研究会
厳木川

（松浦川水系） 14:24

11 大分高専・裏川快適環境推進協議会
裏川

（大分川水系） 14:28

12 YNHC(青少年博物学会） 遠賀川水系 14:32

13 佐賀市教育委員会　文化振興課
早津江川

（筑後川水系） 14:36

14 日本文理大学①
乙津川

（大野川水系） 14:40

15 遠賀川水辺館　おやじの会 遠賀川水系 14:44

16 えびの市地域づくり寺子屋
えびの市

（川内川水系） 14:48

17 住友化学株式会社大分工場 大野川水系 14:52

18 日本棚田百選内之尾棚田を守り隊
内之尾川、内之
尾棚田(川内川水

系)
14:56

１５：００～１５：１０　　子どもの部表彰式 ホルトホール　３F　大会議室

※子どもの部で発表した子ども達は、１４：５５までに３階大会議室入口に集合願います。

グループＣ（15:15～15:51） 《９題》

コーディネーター

No. 団体名 活動流域等 発表予定時刻

19 大在・江川と遊ぶ会 江川水系 15:15

20 河川・環境ボランティア 遠賀川水系 15:19

21 本明川オピニオン懇談会 本明川水系 15:23

22 大在コスモスふれあいひろば実行委員会 大野川 15:27

23
ＮＰＯ法人
大淀川流域ネットワーク

大淀川水系 15:31

24
福岡工業大学 社会環境学部
森山研究室

成
じょうどうじ

道寺川（井
い

芹
せり

川水系）、河内
かわち

川（河内川
かわち

水

系）

15:35

25 ななせ交流会
七瀬川

（大分川水系） 15:39

26 特定非営利活動法人嘉瀬川交流軸 嘉瀬川水系 15:43

27 大塚地域まちづくり推進委員会環境部会
水流川

（大淀川水系） 15:47

次代を担う子どもとその保護者へ
～「楽しい」自然体験型学習会の
開催～

応募テーマ

人口が増加する都市河川で自然に
親しむ～大在・江川と遊ぶ会～

月に１度の清掃活動！！
～春の小川まつり～

本明川川遊び

水辺の活動から見えてきたもの

五ヶ瀬川での住民協働による
「かわまちづくり」

熊本河川国道事務所

白川流域リバーネットワーク

応募テーマ

グループＢ（14:20～15:00） 《１０題》

大在コスモスふれあい広場の活動に
ついて

水流川クリーンアップ活動

さが水ものがたり館を拠点とした
嘉瀬川上下流交流事業

裏川の快適環境づくりに向けて

わたしたちのきれいな川を
守るために

里山の棚田から守る川内川

大分県 土木建築部河川課

川内川流域連携ネットワーク

「活動の輪を広めよう」

有明海の自然環境を利用した
国内最古のドライドック

「乙津川で遊ぼう」での取り組み
～安全で楽しい体験活動を復旧する
ために～

里山の保全活動

川内川上流クリーン作戦

水辺で生きる小さないのち
～アリ・ホタル・ヒメドロムシ～

夜空に大きな花が咲いた
「ちっちゃな、ちっちゃな
花火大会」
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グループＤ（16:00～16:36） 《９題》

コーディネーター

No. 団体名 活動流域等 発表予定時刻

28
熊本大学　河川・流域環境
デザイン研究室①

菊池川 16:00

29 児玉　幸三氏 大野川水系 16:04

30 龍王・山・里・川の会
建花寺川
けんげいじ

（遠賀川水系）
16:08

31 豊かな水環境創出ゆふいん会議
由布院温泉

（大分川水系） 16:12

32 波佐見・緑と水を考える会
波佐見川
はさみ

（川棚川水系）
16:16

33 生き活き河童の会 大淀川水系 16:20

34 伊佐市カヌー協会(川内川流域連携NW） 川内川水系 16:24

35 日本文理大学② 大野川 16:28

36 佐賀水ネット・六角川
六角川、塩田
川、浜川 16:32

グループＥ（16:45～17:21）《９題》

コーディネーター

No. 団体名 活動流域等 発表予定時刻

37 直方川づくり交流会 遠賀川水系 16:45

38 みずがめフォーラム
小林
こばやし

市
し

須
す

木
き

村
むら

（本庄川水系）
16:49

39 (株)東大分ノヴェル 大野川 16:53

40
熊本大学　河川・流域環境
デザイン研究室②

荒瀬ダム
（球磨川水系） 16:57

41 姶良川河川愛護会
姶良川
あいら

（肝属川水系）
17:01

42 佐賀水ネット・森と海を結ぶ会
武雄温泉保養村
池ノ内湖（六角

川水系）
17:05

43 大分生物談話会
大分川・大野川

水系 17:09

44
ＮＰＯ法人
白川流域リバーネットワーク

白川水系 17:13

45 緑川流域会議（加勢川開発研究会） 緑川水系 17:17

乙津川水辺の楽校運営協議会

大分生物談話会　～大分の自然を
調べ、記録に残す～

「遠賀太郎は世界一」

地元河川を活用した伝統行事の継承
～どんこ釣り大会に参画して～

応募テーマ

水圏共同体「六角川」スタート

老人と川

大分河川国道事務所

こんなにすごいの！？環境DNA

乙津川で遊ぼう！微笑みの
リバーサイド・微笑みの水辺の楽校

水環境学習会を通して郷土愛の育成

由布院温泉　宮川の水環境再生
にむけて

シーボルトの川づくり～４０年ぶり
発見！！カワヨシノボリ

私の原点・外来種駆除と溜池生態系
の回復

応募テーマ

楽しく川や川でのルールを学び、
水災害時のサバイバル力を身に
つけよう！

自然環境学習

川に学び、川に感謝し、魅力ある
川を次世代に

荒瀬ダム撤去後のアユの生息場の
定量的評価

姶良川河川愛護会の活動について

五ヶ瀬川流域ネットワーク　

持続可能な活動体験のすすめ

緑川流域会議が始まります
～次世代と共に次のステージへ～

大分市　河川課
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９：００～　　オリエンテーション　　　　　      ホルトホール　３F　大会議室

参加者集合

本日のスケジュールと進行方法の説明

※会場の開館時間は８時３０分、会議室入室は９時からです。

　（早く会場に来られても、会場に入る事は出来ません。）

９：３０～　　発表者アピールタイム      ホルトホール　３F　３０２,３０３会議室

１０：２０～　講演（トークショー）      ホルトホール　３F　大会議室

●タイトル：『大野川とその地に生きる人々～仏心は歌心～』

●講師：大分勝光寺第16代目住職　南　慧昭氏

１１：２０～　　閉会式　      ホルトホール　３F　大会議室

●表彰式

●ふりかえり　　宮成　秀一郎　（国土交通省九州地方整備局　河川情報管理官）

●次回開催地への引き継ぎ

●閉会の挨拶　大会実行委員長　安部 泰史（乙津川水辺の楽校運営協議会）

※エクスカーションのご案内（無料）

大分川ダム見学ツアー

　

１０：１０　アピールタイム終了し、１０：２０選好投票締め切り（会場内に設置した投票箱に投票願います）

１１月１２日（日）のプログラム　＜２日目＞

大分川ダムは、大分川水系七瀬川の上流（大分市野津原）に建設中のロックフィルダムです。平成29

年5月にダム本体の盛り立てが終わり、来年から試験のためダムに水を貯め始めます。貯水する前の

今しか見ることのできないダムの姿を、この機会に是非ご覧下さい。

●集合場所：ホルトホール大分前バス乗降場

●出発時間：１２：４０

●ホルトホール大分から、大分川ダム

までは貸切バスで移動致します。

●帰りは、乗車場所と同じホルトホール

大分前（JR大分駅前）まで送迎致します。

集合場所

ホルトホール

公園

バス乗車場
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川のワークショップの説明

ステージ発表（大会議室）

●１団体３分以内で活動・事業発表を行います。
●発表に関する質問や情報交換は２日目のアピールタイムで行ってください。

第16回（福岡県北九州市）実施状況（子どもの部の発表） （大人の部の発表）

アピールタイム（３０２，３０３会議室）

●アピールタイムでは、１日目のステージ発表で伝えきれなかった活動や想いを、パネルやチ
ラシ、道具などを使って、発表者ブースでアピールして下さい。

●参加者は、1日目のステージ発表で聞けなかった事などを，この時に積極的に質問し情報交換
をしましょう。

第16回（福岡県北九州市）実施状況（アピールタイム）

選好投票

●選好投票は、優劣や順位を決めるものではあり
ません。

●２日間通して、発表や意見交換を通した合意の
深まり、学びあいのまとめとして投票を行いま
す。

●大会議室入り口、アピールタイムの会場に投票
箱を設置していますので、配布された投票用紙
に一番お気に入りの団体の「番号」を記入の上
投票してください。
※投票する団体は、ご自身が関係する団体や
活動の場以外のものから選んでください。

第16回（福岡県北九州市）において
選好投票１位でグランプリを受賞した、
「延岡工業高校土木科3年 畳堤班」

トークショー

●大分勝光寺第16代目住職の南慧昭氏をお迎えして、
「大野川とその地に生きる人々～仏心は歌心～」
と題し、大野川にまつわる歴史や災害、環境につ
いて、歌を交えた楽しいトークショーを予定して
います。

南 慧昭氏
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