
日本水大賞審査部会特別賞 受賞記念

第７回 木曽三川流域連携シンポジウム 

水でつながる命 

木曽三川流域自治体連携会議 

木を使うこと 
考えてみませんか 

平成 29年 1月 19日（木） 13:30 16:25 / ウインクあいち 8階 804・805 展示場 



出典 林野庁ホームページ

木をつかうこと、考えてみませんか

木を「育てる」から積極的に「使う」時代！  

出典 あいち木づかいプラン 

出典 あいち木づかいプラン 

森林のはたらき

人工林の少子高齢化

水でつながる木曽三川流域は、 
古くから木曽川、長良川、揖斐川の恵みをうけてきました。 

健康な森のサイクルにより、豊かな水環境を支える山や森を守るには 
木材の積極的な利用について流域全体で考える必要があります。 

戦後に植えられた人工林が使い時を
迎えており、逆に若い木の割合は年々
低下しています。 

森は土壌で水を蓄え、洪水や
土砂災害を防ぎます。 

健康な森のサイクル



スケジュール

12:30  開場 

13:30 13:33 開会あいさつ 
丹羽 吉彦 名古屋市上下水道局長 

13:33 13:40 木曽三川流域自治体連携会議の活動について 
名古屋市上下水道局 経営企画課 

13:40 14:00 講演 
ICT による木材関連産業の課題解決について 
桂川 憲生 氏 岐阜県東白川村 地域振興課長  

14:00 14:20 講演 
木曽の木を素敵な形で都市部へ届ける 
小瀬木 隆典 氏 株式会社 Tree to Green 取締役 

14:20 14:40 講演 
流域で紡ぐ森と人の物語 
伊藤 栄一 氏 岐阜大学地域コーディネーター 

14:40 15:10 やすら木
ぎ
タイム  交流・休憩 

15:10 16:20 パネルディスカッション 
木でつながる 木曽三川の上流と下流 
桂川 憲生 氏、小瀬木 隆典 氏、伊藤 栄一 氏 

16:20 16:25 閉会 

17:00 閉場 

司会・コーディネーター 内田 詠子 氏 
講演協力 木曽広域連合、下呂市、東白川村 
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会場図

出入口 

ステージ 

木 曽 
広域連合

木 曽 町

恵 那 市東白川村郡 上 市

受付 

ポスター展示

展示ブース 

聴講席 

かわたんマップ 

展示ブース 

― 2 ―



下 呂 市
ディノス通販で人気の、地域産スギ・ヒノキ製品を販売する「㈱アオキウッド」、
地域産広葉樹の「雑木」を組合わせて、多彩な表情で暮らしと森をつなぐNEW
家具ブランド「MOCTAVE（モクターブ）」の製品を紹介します。 

揖斐川町
揖斐川の源流域では、間伐により健全な森を育てるとともに、間伐材をペレッ
トに加工し地元の温浴施設で活用する等、地産地消にも取り組んでいます。そ
の活動紹介と、加工品（チップ・ペレット・小径木）の展示を行います。 

郡 上 市
岐阜県郡上市で間伐材を利用した木製品や割り箸の製造販売を行っている(株)
郡上割り箸の木製品と、古くなった建物や黒ずんでしまった木材を蘇らせる木
製品保護塗料を扱う(株)イングスの技術を紹介します。 

木 曽 町
木曽町では、長野県内で初めて、町有林整備により増加した温室効果ガス吸収
量をクレジット化し、環境活動に取り組む事業者等へ販売しています。今回は、
環境貢献型商品も販売していますので、是非お立寄りください。 

木 曽 
広域連合

講演会で紹介のあった木曽産檜を使用した木工製品などを展示・販売します。 
内外薬品㈱様との提携により木曽郡内で製作された、「木製『ケロリン桶』」は
必見です！ 

恵 那 市 森林間伐の必要性について説明したＰＲパネルの展示、間伐材等を利用した木
工製品やヒノキ合板家具、ヒノキのお話積み木の展示・販売を行います。 

東白川村
国産材注文住宅ウェブサイト「フォレスタイル」の事業紹介、一般社団法人山
に生きる会が集積、販売を行っているヒノキの薪、ヒノキの葉の販売活動に紹
介など行います。 

展示ブースの内容 

流域地図水辺で生活する水鳥からイメージしました。体全体で伊勢湾を表し、
そこへ流れ込む木曽川、長良川、揖斐川の様子を頭上の羽で模しています。
羽の先端の緑は流域の森林をイメージし、木曽三川の水が伊勢湾へ注ぎ込む
様子を、色の違いで表現しています。 

木曽三川流域のマスコットキャラクターかわたん
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 山々に源を発した木曽川、長良川、揖斐川は、広大な濃尾平野を流れ、伊勢湾
に注いでいます。木曽三川流域は、この水でつながる多様な命を育む自然環境に
恵まれています。 
 この流域でさまざまな活動を営む自治体は、この豊かで清らかな水に感謝する
とともに、多様な生物との調和を持続的に守っていかなければなりません。 
 生物多様性条約第 10回締約国会議（COP10）を機に、ここ名古屋で、木曽三
川流域の自治体が一堂に会し、森・川・海の水でつながる命をテーマに「流域自
治体」宣言を発信します。 
 水でつながる多様な生物の輪を守るため、水でつながる流域の自治体が、人の
和をもって連携・協働し、森・川・海からなる水の環を健全に守っていくことを
宣言します。 

平成 22年 10月 18日

宣言文 

木曽三川流域自治体連携会議

流域自治体宣言 
水の環・人の和・生物の輪 

１.  私たちは、森・川・海の水でつながる命を大切にし、
その大きな恵みに感謝の心を持ち続けます。 

１.  私たちは、豊かで清らかな水の環を守り、緑あふれる
森林、澄んだ水辺空間を次世代に引き継いでいくために、
流域全体の人の和をもって行動します。 

１． 私たちは、水でつながる自治体間の連携・協働に努め、
多様な生物の輪の生息環境を守ります。

流域自治体宣言

名古屋市上下水道局では、水源地を中心に上下流交流を実施していましたが、ひとつの自治体で
の取組みには限界があります。 
平成22年10月に名古屋市で開催された生物多様性
条約第 10 回締約国会議（COP10）を機に、水でつな
がる流域の自治体が、人の和をもって連携・協働し、
水の環を健全に守っていくことを流域自治体宣言とし
て発信し、翌平成 23 年、「水でつながる命」をテーマ
に、木曽三川流域自治体連携会議を設立しました。 

木曽三川流域自治体連携会議の設立 
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流域自治体が一体となって情報を共有し、水環境保全
の方策について意見交換を行います。 

流域自治体相互の連携強化 

市長村長等による意見交換
（平成 28 年 岐阜県揖斐川町） 

木曽川の上流部に下水処理施設を持つ
自治体と名古屋市の水処理に関する 

情報交換や技術交流 

上中流域を中心とした地域経済の振興の支援
に取り組みます。 

持続可能な地域経済の振興 

上中流域の生産者と下流域の
仕入れ企業との商談会 

木曽三川流域の農作物や特産品を
上下水道局イベントで販売

お客さまの水環境保全への理解を深めます。 

木曽川さんありがとう（チップまき） 木曽三川水源林保全体験（間伐） 

水環境保全に対する住民参加の促進 
（名古屋市上下水道局の実施事業を掲載） 

アメンボクラブによる水源地保全活動（植樹） 

流域自治体の担当課長等による議論
や情報交換、情報共有

第 18回 日本水大賞 
審査部会特別賞 受賞 

本連携会議の活動が、従来の水
源地保全という考えを一歩進
め、水源地域の経済的自立を流
域の自治体が連携して支援す
る画期的な取り組みであると
して、高く評価されました。 

木曽三川の水環境を将来にわたり守っていくため、流域のみなさまと連携の輪を広げます。 

住民参加・交流による水源地保全活動

木曽三川マルシェ

木曽川（飛騨川）水系
水処理ネットワーク会議

木曽三川流域
自治体連携課長会議

木曽三川流域
自治体サミット

商談会

木曽三川流域自治体連携会議の活動
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講演・パネルディスカッション

ＩＣＴによる木材関連産業の課題解決について

桂 川
かつらがわ

 憲生
のりお

 氏  岐阜県東白川村 地域振興課長

1981 年東白川村役場入庁。CATV部門担当、地域 ICT部門担当を経
て現職。人口 2500 人の岐阜県加茂郡東白川村の基幹産業は林業・建
築業。減少する注文住宅の受注を改善するため、村役場が主体となり
専用ウェブサイト「フォレスタイル」で「東白川の家づくり」を売り
出す仕組みを構築したスーパー公務員。「フォレスタイル」は地域情
報化大賞（総務大臣賞）受賞。

講演内容 
2000 年に入ってから、国産材を利用した軸組み在来工法による注文住宅の受注棟数が
激減し、地域経済が衰退する原因となっていました。 
この課題を解決するため、間取りを描くと概算建築費が自動算出されるシステムを公開
し、加えて村内工務店 10社、東海地区の建築士24社をグループ化するウェブビジネス
モデル「フォレスタイル」を構築。これまで分かりにくかった注文住宅のプロセスを明瞭
にし、価格競争を生み出すことができました。 
受注棟数を増やし、地域内総生産の向上に寄与しているフォレスタイル事業を紹介します。 

木曽の木を素敵な形で都市部へ届ける

小瀬木
こ せ ぎ

 隆
たか
典
のり
 氏  株式会社 Tree to Green 取締役

長野県木曽郡大桑村で 50 年以上続く製材・木工メーカーである小
瀬木木工所の 3代目。東京の IT 関連企業でweb マーケティングの
経験を積み、2013 年に株式会社 Tree to Green を立ち上げた。日
本の林業復興をテーマに、室内空間の国産材利用を軸とした設計デ
ザイン・施工や、木製品ブランド「木曽生活研究所」の運営を行っ
ている。

講演内容 

弊社 Tree to Green は東京の原宿にオフィスを構え、東京のマーケットを中心に、国
産材を活用した内装や商品を展開しておりますが、年々こういった国産材利用に対するニ
ーズが増えていると感じています。ただ一方で、外材に比べ価格が高かったりという理由
などから、なかなか広がらない市場において、弊社が木曽の檜をはじめとした国産材を、
都市部を中心にどのように広めているかを、自社の事例を通じて紹介してまいります。皆
さんと意見を交換しながら、今後の課題解決に繋がればと思います。 
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流域で紡ぐ森と人の物語

伊藤
いとう

 栄 一
えいいち

 氏  岐阜大学地域コーディネーター

愛知県出身。岐阜大学農学部林学科に入学、農学部附属演習林専任講
師を経て、フリーの森林研究者として「森のなりわい研究所」を設立。
岐阜大学地域コーディネーター、NPO 法人森のなりわい研究所代表
理事を務める。上下流住民が木の価値を学び、森林の保全・再生を流
域全体で支える健全な循環型社会の構築を図る下呂市「森と人の物
語」推進プロジェクトに携わる。

講演内容 
 雨風をしのぐ「木と紙と草の家」、日々の炊事に必要な「薪」などと、かつて、人は、日々
森の恵みを意識せざるを得ない暮らしを営んでいました。でも、現代人は「森は大切」と
思いつつも、日々の暮らしの中で「森」を実感しにくくなっているのではないでしょうか。 
 私たちは、森と人とのかかわりを、川によってつながる「流域」を舞台とした「物語」
として、あらためて紡いでいけたらと考えています。そして、みなさんにもこの物語の出
演者となっていただければ・・。そんな思いを皆さんと共有すべく取り組んでいる「森と
人の物語プロジェクト」についてお話しさせていただきます。 

パネルディスカッション
木でつながる 木曽三川の上流と下流

パネリスト 

桂 川
かつらがわ

 憲 生
のりお

 氏   岐阜県東白川村 地域振興課長

小瀬木
こ せ ぎ

 隆
たか
典
のり
 氏   株式会社 Tree to Green 取締役 

伊 藤
い と う

 栄 一
えいいち

 氏   岐阜大学地域コーディネーター

コーディネーター 

内 田
うちだ

  詠 子
えいこ

 氏   フリーアナウンサー・キャスター
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メ モ
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構成自治体 ４４自治体
（平成 2９年1月現在） 

木曽三川流域自治体連携会議
 水でつながる命 

木曽三川の水環境を将来にわたり守っていくため、 
流域のみなさまと連携の輪を広げていきます。 

愛西市、上松町、あま市、一宮市、稲沢市、犬山市、揖斐川町、恵那市、王滝村、
大垣市、大桑村、大治町、海津市、笠松町、蟹江町、可児市、川辺町、木曽広域連合、 
木曽岬町、木曽町、木祖村、北方町、北名古屋市、清須市、郡上市、桑名市、下呂市、 
江南市、坂祝町、白川町、津島市、飛島村、富加町、中津川市、南木曽町、名古屋市、 
羽島市、東白川村、七宗町、瑞浪市、御嵩町、美濃加茂市、八百津町、弥富市（50 音順）

国土数値情報（行政区域、河川データ）
をもとに名古屋市上下水道局が加工

名古屋市上下水道局 検索

ＱＲコード名古屋市上下水道局
公式ウェブサイト

http://www.water.city.nagoya.jp/

TEL 052-972-3615 FAX 052-961-0276
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

経営企画課 

木曽三川流域自治体連携会議 事務局 

岐阜県 

長野県 

愛知県 

三重県 



水でつながる命 


