
ミズベリングプロジェクト

ミズベリング・プロジェクトについて

平成２７年７月２９日
東北地方整備局 新庄河川事務所

かつての賑わいを失ってしまった日本の水辺の新しい活用の可能性を、創

造していくプロジェクトです。ミズベリングは「水辺＋RING(輪)」、「水辺＋R(リ

ノベーション)＋ING(進行形)」の造語。水辺に興味を持つ市民や企業、そして

行政が三位一体となって、水辺とまちが一体となった美しい景観と、新しい賑

わいを生み出すムーブメントを、つぎつぎと起こしていきます。

ミズベリングプロジェクトとは



背景

世界各地において、都市を代表する河川と周辺の町並みが一体となった美しく風格

のある空間を形成してきた。

1

統一感のある水辺の景観

居心地の良い水辺空間エリアでのマネジメント

街並みにふさわしい水辺利用

水辺における商業利用

品格のある水辺

ニューハウン運河（デンマーク）ヤラ川（オーストラリア）プリンス運河（オランダ）

ライン川（ドイツ）セーヌ川（フランス） 道頓堀川（大阪）



背景

我が国でも、浮世絵に描かれた江戸の下町と大川のように、かつて川そのものが

周辺の街並みと融けあって地域の代表的な顔として美しい風景を形成していた。

2

江戸期の隅田川・両国橋

江戸期の日本橋川－１ 江戸期の日本橋川－２

葛飾北斎「絵本隅田川両岸一覧」



背景

しかし、高度経済成長期を経て現在に至り、多くの都市河川は効率を重視した排水

路と化し、街並みからも背を向けられる状況にある。

3→都市の威容を備え、 河畔空間が整備されるも、
水辺にかつての賑わいはみられない。

→河川の合流点。
直立護岸が水辺とまちの融合を妨げている。

→水辺に近づけず、まちと切り離された
空間となっている。

→建物が河川から背を向けている



背景

近年、我が国の大都市では、民間の再開発などにより都市の再構築が進められ、川

や水辺を活かした都市のシンボルとなるような空間を形成する動きがある。

4

→大規模な再開発が進む日本橋。

→再開発に合わせて、隣接する河畔緑地

（河川・公園区域）や船着き場を一体的に
整備。（大川）大阪府

→道頓堀川の湊町リバープレイス

OAP HPより



基本コンセプト

水辺とまちの未来のかたちをデザインし、「つくる」だけでなく「育てる」こと
を視野に入れた持続可能な未来の創造に貢献するため、

①まちにある川や水辺空間の賢い利用

②民間企業等の民間活力の積極的な参画

③市民や企業を巻き込んだソーシャルデザイン

の３つを基本コンセプトとして、街における川や水辺の魅力や価値、街における川
づくりや水辺づくりに求めること、賢い利用、各主体の関わり方等について考え、
水辺とまちの未来を創造していくための取り組みを推進していくことを打ち出すこ
ととした。
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外から中に作戦

市民 NPO 企業

行政

ここから始める
（私が始める）

振動伝える

・水辺に新しい関心を集める
▼

・水辺に新しいアイデアを育てる
▼

・新しい水辺の関係を作る
▼

・新しい水辺のビジネスや活動を育てる
▼

・新しい河川行政の人を育てる

・水辺を楽しむ人
・水辺で街を変える人
・水辺で新しいビジネスを作る人 を増やす 6

ミズベリング・プロジェクト概念図



行政
・施設管理者

国土交通省

民間企業
・投資家

市民団体
・個人

ストラテジー
の共有

●行政・企業・市民の情報ゲートウェイ
●マッチング媒体
●各タスクフォースへの指揮、集約
●各種プロモーション
●先進事例、海外事例等のノウハウの蓄積
●人材発掘・育成

ミズベリング・プロジェクト事務局

・制度・利活用方策
の提案
・情報提供

・占用許可
・共同参画
・情報提供、収集

・プロモーション
・先進事例等の情報提供
・ノウハウの提供

・相談
・資金提供
・情報提供

・相談
・人材提供
・情報提供

・プロモーション
・先進事例等の情報提供
・ノウハウの提供
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1.基本姿勢は「パーソナル＆オープン＆フラット」
「ひとりの個人」として自由に楽しく話せる場づくり。
「組織の人」から離れて話してみようです。
★男女年齢地域を超えて多種多様な人が参加出来るようにします。

2.会議テーマ設定のポイントは「未来創造力のシェア」
理想とする未来を語り合うことに集中します。
アイディアを分かち合う感覚です。
★異なる意見やアイディアも歓迎し寛容に前向きに進行します。

3.会議の進め方のポイントは「対話型ファシリテーション」
集中しながらリラックスし創造的で新しい交流の
場を作りだすことを意識します。
★合意も決定も求めない、だたつながることが目的とします。

ミズベリング会議の始め方
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Ｎｏ 会議名 開催日 開催都道府県

1 東京会議 平成26年 3月24日 東京都

2 ニコタマ会議 平成26年 5月22日 東京都

3 万世橋会議 平成26年 7月 7日 東京都

4 ニコタマ会議（ブリッジデザイン会議） 平成26年10月 7日 東京都

5 大阪会議 平成26年10月11日 大阪府

6 和歌山会議（内川ミズベリング勉強会） 平成26年10月15日 和歌山県

7 広島会議 平成26年10月18日 広島県

8 岩原川会議 平成26年10月26日 長崎県

9 鹿児島会議 平成26年11月13日 鹿児島県

10 かのがわ会議 平成26年11月15日 静岡県

11 徳島会議 平成26年11月27日 徳島県

12 松江会議 平成26年11月29日 島根県

13 荒川下流会議 平成27年 1月20日 東京都

14 ＭＩＦ2015 平成27年 1月29日 東京都

15 やすらぎ堤会議 平成27年 1月31日 新潟県

16 盛岡勉強会 平成27年 2月23日 岩手県

17 福岡会議 平成27年 2月27日 福岡県

18 札幌会議 平成27年 3月 1日 北海道

19 笛吹川会議 平成27年 3月 7日 山梨県

20 越前若狭会議 平成27年 3月12日 福井県

21 琵琶湖会議 平成27年 3月22日 滋賀県

22 高松（宮川）会議 平成27年 4月24日 岐阜県

23 熊本会議 平成27年 5月17日 熊本県

24 千歳会議 平成27年 3月12日 北海道

25 北上下流会議 平成27年 5月27日 宮城県

ミズベリング会議開催状況

参加者のアイディアを集約した「水辺の未来図」

ミズベリング東京会議

フリースケッチ

万世橋ライトアップ

トークバトル
会議全景

マーチエキュート神田万世橋

ミズベリング万世橋会議
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民間による水辺の賢い利用例

10
隅田川の「プリバード」（東京） 道頓堀川の「湊町リバープレイス」（大阪） 道頓堀川（大阪）



11

日本橋川の「豊年萬福」（東京）堂島川の「R Riverside Grill&BEERGARDEN」（大阪）

京橋川（広島）
日本橋川の「イチノイチノイチ」（東京）

賑わいある水辺の例 １
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隅田川「タリーズコーヒー」（東京）

神田川の「マーチエキュート」（東京）

賑わいある水辺の例 ２

紫川（北九州）堀川（名古屋）



賑わいある水辺の例 ３

最上川水系平野川（山形県長井市）

狩野川水系源兵衛川（静岡県三島市） 勝浦川水系生名谷川（徳島県勝浦町）

木曽川水系水門川（岐阜県大垣市）
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景観・歴史・文化等の河川が有する地域の魅力という「資源」や地域の「知恵」を活かし、地元住民等が水辺空
間を積極的に観光や地域活性化につなげる動きが広がってきています。



ミズベリング×ＪＲ東日本リテーリング
エキナカの商業開発を進めるＪＲ東日本リテーリングが２０１３年使われなくなっていた旧万世橋駅舎を
地域交流型実験店舗にリノベーション。神田川に面した風情ある風景を活かし水辺テラスを作るなどで
ミズベリングプロジェクトに強い関心。７月７日コラボレーションが実現。

ミズベリングプロジェクトとＪＲ東日本リテーリングと地域ＮＰＯと国交省万世橋出張所の連携で水辺の
テラスを楽しむミズベリングパーティと万世橋のライトアップの実験を行う。

この水面を地域
のために活かす
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神田川に光る船出現計画

15



ミズベリング×リクルート

事例２：「芝浦キャナルミーティング」（次期未定）
芝浦に建設される新築分譲マンションの購⼊検討中
のカスタマーに、地元住⺠との対話で暮らしの
イメージを醸成。新住⺠と既存住⺠のコミュニティ形成。
物件検討者と既存住⺠が、⽔上バスに乗船。
船上で芝浦エリアの暮らしについて対話。

物件を選ぶことから、街を選ぶプロモーションへ。ミズベ物件ＰＲ作戦展開中
事例１：「⽇本橋納涼クルーズ」イベント（7／26⼟ 実施）

⽇本橋浜町に建設される新築分譲マンションの購⼊検討中の顧客に、
ミズベの視点で、「⽇本橋」の街の魅⼒を再発⾒してもらうこと。
⽇本橋川クルーズ⇒川床で⽇本橋の⽼舗若旦那のトークショー。
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お堀で落語計画
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社会実験として以下の８河川
沙流川（平取町）、利根川（香取市）
堀川（名古屋市）、堂島川等（大阪市）
道頓堀川（大阪市）、箕面川（箕面市）
京橋川等（広島市）、那珂川等（福岡市）

全国の河川

河川占用許可準則
（平成１１年８月改正）

占用施設 占用施設 占用施設

占用主体 占用主体 占用主体

公園、運動場、橋梁、送電線等
の公共性又は公益性のある施設

地方公共団体、
公益事業者等の公的主体

左記施設に加え、

①広場、イベント施設等
（これらと一体をなす飲食店、
オープンカフェ、広告板、広告柱、
照明・音響施設、バーベキュー場等）

②日よけ、船上食事施設、突出看板

①の施設は、公的主体
②の施設は、公的主体又は
民間事業者

左記施設と同じ

①同左

②同左

①②の施設の区別なく、
公的主体又は民間事業者

特例措置
（平成１６年３月通知）

河川占用許可準則
（平成２３年３月改正）

全国の河川

京橋川(広島県)

河川敷地占用許可準則の緩和について
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