第17回

飛山濃水の恵みと知恵
〜森と海をつなぐ清流の国ぎふからのメッセージ〜

7.26 木 シンポジウム
9：30〜17：00

【9：00開場】

岐阜市文化産業交流センター
じゅうろくプラザ
（JR岐阜駅前）

■日本水フォーラム報告
■分科会

■パネル展示

■基調講演

7.27 金 現地見学会

9：30〜16：30 「長良川治水の歴史を辿る」

主催／ 第17回水シンポジウム2012 in ぎふ 実行委員会
［公益社団法人土木学会水工学委員会、
国土交通省中部地方整備局、
岐阜県、
岐阜市、
岐阜大学、
社団法人中部建設協会］
社団法人日本建設業連合会中部支部、
共催／ 一般財団法人防災研究協会、
一般財団法人日本建設情報総合センター中部地方センター、
一般社団法人建設コンサルタンツ協会中部支部、
岐阜県河川協会、
公益財団法人十六地域振興財団
後援／ 岐阜県教育委員会、岐阜市教育委員会、長良川流域環境ネットワーク協議会、
岐阜県自然共生工法研究会、財団法人岐阜観光コンベンション協会

このシンポジウムは、
（財）
河川環境管理財団の河川整備基金の助成を受けています。

土木学会 ＣＰＤ プログラム
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この印刷物は環境にやさしい植物性大豆インキと
古紙配合率100％再生紙を使用しています。

入場
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清流ミナモ
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シンポジウム ぎふ

近年、温暖化・気候変動に伴う洪水、渇水などの水災害が大きな社会的課題となっており、岐阜県周辺でも
ゲリラ豪雨等が多発しています。このため、気候変動下における地域での水問題について、市民・事業者・行政・
研究機関（民・産・官・学）などの知見を集約し、幅広い議論や情報交換を通じて、気候変動対策のあり方
及び具体的な取り組みを全国に発信するためにシンポジウムを開催いたします。

7.26

シンポジウム

じゅうろくプラザ 2 階ホール（分科会２のみ５階大会議室）

プログラム
■テーマ別分科会

9:00 開

場

9:30 開

会 （オープニングセレモニー）

10:10 日本水フォーラム報告

竹村 公太郎 日本水フォーラム代表理事・事務局長

分科会１ 水との闘いの歴史とこれからの対応・備え
●コーディネーター 神田
●パネリスト

気候変動に対する我が国での取り組みに関する
最新状況報告と展望

10:50 基調講演

安田 孝志 愛知工科大学学長・岐阜大学名誉教授
温暖化によって強大化する台風とその脅威

11:50 昼 休 憩

●パネリスト

15:50 全体会議／各分科会まとめとメッセージ発信
16:50 次回開催県挨拶

参加希望者のみ
定員 40名

克之 岐阜新聞社編集局論説委員

髙木 朗義
長沼
隆
伊佐治知明
山下 純司

岐阜大学教授
岐阜県林政部森林整備課長
木曽川水系水道水質協議会・名古屋市上下水道局水質管理課長
宮内庁式部職鵜匠（長良川鵜飼）

「飛山濃水」の「飛山」を含めつつ、気候変動が流域圏へ及ぼす影響事例を考察しなが
ら、水源地である森林の効果およびその保全策、水源県が果たすべき役割とその恩恵を
受ける下流域との連携策等について議論。

会

7.27

財団法人犬山城白帝文庫研究員
岐阜市水防協会会長・岐阜市則武水防団団長
岐阜市立三輪中学校長
国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所長

流域圏への気候変動の影響と水源県の役割

●コーディネーター 野村

15:30 パネル展示説明／休憩

学 東京工業大学教授

筧 真理子
栗本 恒雄
森島 恵照
浅野 和広

「飛山濃水」の「濃水」を主な対象とし、長年の水との闘いの中で生まれた知恵の根幹を
成す思想を、これから頻発すると予想される極端気象への対応策につなげるため、内水災
害を含め、都市部が内包される中下流域でのゲリラ豪雨等への対応策について議論。

分科会２

12:50 テーマ別分科会

17:00 閉

入場
無料

現地見学会「長良川治水の歴史を辿る」

参加費 2,000円（昼食込、小学生以下半額）

9:30 集合・出発（じゅうろくプラザ前 団体バス乗降場）

鏡岩水源地（水の資料館）、長良川遊覧（鵜飼観覧船）、
長良川うかいミュージアム周辺散策、長良陸閘など

※先着順となりますので、ご希望に添えない場合もございます。

集合・解散：じゅうろくプラザ前 団体バス乗降場

会場案内図

16:30 解 散（じゅうろくプラザ前 団体バス乗降場）

参加申し込み方法

締切：７月20日㈮ 必着

ホームページの入力フォーム、もしくは申込書をダウンロードして
FAXでお申し込みください。はがき、またはEメールでお申し込みの
際には、下記項目をご記入ください。

7.27
現地見学会
集合場所

①住所、氏名（ふりがな）※複数名記入可
②年齢、電話番号 ※現地見学会参加希望者は必須
③参加を希望される企画（複数選択可）
Ａ．シンポジウム（７月26日 午前） Ｂ．シンポジウム（７月26日 午後）
Ｃ．現地見学会（７月27日）
※シンポジウム及び現地見学会ともに、事前にお申し込みください。
※ご記入いただいた個人情報は、お申し込みのイベントに関連した連絡にのみ使用いたします。

水シンポ 2012

7.26 シンポジウム会場

じゅうろくプラザ
■交通のご案内

申し込み先

岐阜市橋本町 1丁目 10 番地 11

JR岐阜駅隣接 徒歩約2分

■ 駐車場のご案内

名鉄岐阜駅より 徒歩約7分

有料駐車場58台収容。ただし、一部の車種についてはスペースの関係
上お断りする場合があります。

開催内容等に関する
お問い合わせは

検索

参加申し込み方法などについては

「第17回水シンポジウム2012inぎふ」申込係
B-DOOコミュニケーションズ㈱内

〒500-8844 岐阜市吉野町6-14 三井生命岐阜駅前ビル6F

TEL：058-212-0330／FAX：058-266-0768

E-mail：b-doo@cure.ocn.ne.jp

岐阜大学流域水文学研究室（事務局）〒501-1193

TEL：058-293-2047／FAX：058-293-2048

岐阜市柳戸１ 岐阜大学総合情報メディアセンター内

E-mail：mizu-sympo2012@gifu-u.ac.jp

※詳しくはホームページをご覧下さい。 http://www1.gifu-u.ac.jp/˜mizu/
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7.26 木 シンポジウム
9：30〜17：00

飛山濃水の恵みと知恵

〜森と海をつなぐ清流の国ぎふからのメッセージ〜

7.27 金 現地見学会

9：30〜16：30 「長良川治水の歴史を辿る」

岐阜市文化産業交流センター
じゅうろくプラザ
（JR岐阜駅前）

集合・解散：じゅうろくプラザ前
団体バス乗降場

■日本水フォーラム報告 ■基調講演
■分科会 ■パネル展示

参加申し込み用紙
下記に必要事項ご記入の上、FAXにてお送りください。
〒
住

所：

※現地見学会参加希望者の方は必須
（連絡のために必要となります）

−
都 道

市

府 県

村

町

ふりがな

氏 名①：

※
年齢：

歳

※
年齢：

歳

ふりがな

氏 名②：

※
電話番号：

（参加を希望される項目にチェックして下さい。）
次の企画への参加を申し込みます。

□ シンポジウム（７月26日 午前）
□ シンポジウム（７月26日 午後）
□ 現地見学会（７月27日）参加費 2,000円（昼食込、小学生以下半額）
※参加費は見学会当日にお支払いください。

※ご記入いただいた個人情報は、お申し込みのイベントに関連した連絡にのみ使用いたします。

FAX 送信先

申込係
058 -266 - 0768 「第17回水シンポジウム2012inぎふ」
B-DOOコミュニケーションズ㈱内

