
令和4年12月12日14時00分
近 畿 地 方 整 備 局
琵 琶 湖 河 川 事 務 所
独立行政法人水資源機構
琵琶湖開発総合管理所

「琵琶湖の水」へのメッセージ発表会を開催します！
－琵琶湖開発施設および瀬田川洗堰操作規則制定30周年記念イベント－

平成4年、「琵琶湖開発事業」の完成とともに、「瀬田川洗堰の操作規則」が制定さ
れ、琵琶湖・淀川の治水、利水等、より良く利用できるようになり、30年が経過しまし
た。
節目の30周年を迎え、一般の方から応募いただいた「琵琶湖の水」をテーマにした

メッセージの一部を紹介する発表会を開催し、参加者を募集します！

〇開催日時 令和5年1月28日（土） 開会14時
〇開催場所 滋賀県立琵琶湖博物館ホール

滋賀県草津市下物町1091（烏丸半島）
〇参加者募集（事前予約制）
・イベント会場参加は、先着100名 ・Ｚｏｏｍ（オンライン）参加は、先着1,000名

〇参加の申込み期日
・イベント会場参加・Ｚｏｏｍ（オンライン）参加申込み共に 令和5年1月20日(金)まで

○会場参加申込み方法
・応募先：独立行政法人水資源機構 琵琶湖開発総合管理所

「30周年記念イベント」参加申込み 係
・電子メール：biwako_message@water.go.jp
・FAX：０７７－５７４－１７３９
・郵送：〒520-0243 滋賀県大津市堅田２丁目１－１０

〇Ｚｏｏｍ（オンライン）参加申込み方法
・独立行政法人水資源機構琵琶湖開発総合管理所及び
(HP：http://www.water.go.jp/kansai/biwako/)

国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所のホームページに掲載します。
（HP：https://www.kkr.mlit.go.jp/biwako/index.php）

〇取材について
・マスコミ関係者で当日取材を希望される方は、Ｒ５年１月２０日（金）１５時までに
別紙「取材申込書」に記載のうえ電子メール（biwako_message@water.go.jp）又は、
ＦＡＸ（077－574－1739）にて申込み願います。

＜取扱い＞

＜配布場所＞ 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、
滋賀県政記者クラブ

＜問合せ先＞ 国土交通省 近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所

総括保全対策官 荻田 隆行 TEL 077-546-0844 （代表）
オギ タ タカユキ

独立行政法人水資源機構 琵琶湖開発総合管理所

総務課長 荒木 浩次 TEL 077-574-0680 （代表）
アラ キ コウ ジ



共 催：国土交通省近畿地方整備局・独立行政法人水資源機構
特別後援：滋賀県
後 援：京都府、大阪府、兵庫県

大阪広域水道企業団、大阪市水道局、枚方市上下水道局、守口市水道局
阪神水道企業団、神戸市水道局、伊丹市上下水道局、尼崎市公営企業局
西宮市上下水道局
（公財）琵琶湖・淀川水質保全機構

－ 琵琶湖開発施設および瀬田川洗堰操作規則制定30周年記念イベント －

琵琶湖河川事務所

記念ロゴ

琵琶湖開発総合管理所

記念ロゴ

■日時：令和5年1月28日（土）午後2時～午後4時

■場所：滋賀県立琵琶湖博物館ホール

滋賀県草津市下物町1091（烏丸半島）

■イベント出演者

コーディネーター：川本 勇（プロデューサー、ジャーナリスト、ミュージシャン）

パネリスト：伊吹 信人（滋賀県土木交通部流域政策局長）

松本 竜三（大阪広域水道企業団副企業長）

亀田佳代子（琵琶湖博物館副館長）

横山 莉奈（2022ミス日本「水の天使」）

小島 優（国土交通省近畿地方整備局河川部長）

■参加：会場参加は先着100名

Zoom(オンライン)参加は、先着1,000名

会場・Zoom(オンライン)参加共に、事前予約制。

会場参加者には、記念品をプレゼント。

事 務 局：国土交通省近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所
独立行政法人水資源機構 琵琶湖開発総合管理所

問合せ先：独立行政法人水資源機構 琵琶湖開発総合管理所 総務課

電 話 ： ０７７－５７４－０６８０

イベント会場

琵琶湖開発総合管理所HP

●交通機関

鉄道（JR）とバス（近江鉄道バス）

〇JR琵琶湖線「草津」駅下車。新快速で京都から約20分）

〇JR草津駅「西口」2番バス乗り場から近江鉄道バスにて

琵琶湖博物館行き「琵琶湖博物館」下車。徒歩すぐ。

タクシー

JR草津駅西口から約20分

JR守山駅西口から約20分

JR湖西線堅田駅から約20分

琵琶湖・淀川の治水、利水等、より良く利用できるようになり、30年になります。

節目を迎え、皆さまから600通以上の「琵琶湖の水」へのメッセージが集まりました。

この度の記念イベントにて、皆様から頂いたメッセージの一部をご紹介します。

びわこくん

琵琶湖博物館

利用案内

※参加費無料（駐車場料金550円／日）

※琵琶湖博物館を観覧する場合は、

別途観覧料が必要です。

（駐車場料金無料券発行あり）

※この機会に琵琶湖博物館の観覧

もどうぞ！

「びわ湖すべてを感じるミュージアム」

ヨコヤマ リナ

横山 莉奈

2022 水の天使

カワモト ユウ

川本 勇

ミスターびわ湖

【イベント会場参加申込みについて】

●申込み期日 令和5年1月20日（金）まで

●申込み方法 （1回の申込みで4名までOKです。

氏名等の記載は全員分をお願いします）

氏名（ふりがな）、住所、年齢、電話番号を明記のうえ、

次のいずれかの方法で応募先に送ってください。

☞応募先：独立行政法人水資源機構 琵琶湖開発総合管理所

「30周年記念イベント」参加申込み 係

☞電子メール：biwako_message＠water.go.jp

☞FAX：０７７－５７４－１７３９

☞郵送：〒520-0243

滋賀県大津市堅田２丁目１－１０

【Zoom(オンライン)参加申込みについて】

●申込み期日 令和5年1月20日（金）まで

●申込み方法 下記のアドレスより『Ｚｏｏｍ（オンライン）参加申込み

フォーマット』に記載の上、参加希望登録をおこなって

ください。（登録完了メールが返信されます）

【現在準備中】☞HP：https://biwako-message.com 

※申込みの際に頂いた個人情報は、当発表会の目的以外

には使用しません。

※QRを利用さ

れた場合は一般

の広告が表示さ

れますので、ご

注意ください

会場参加申込み

電子メール

琵琶湖河川事務所HP



琵琶湖 30 周年記念イベント 「琵琶湖の水」へのメッセージ発表会 
 次 第 （予 定） 

 
〇 開会挨拶       渡辺  学 （国土交通省近畿地方整備局長） 
 
〇 関係者メッセージ   三日月大造 （滋賀県知事） 
 
〇 関係者メッセージ紹介 西脇 隆俊 （京都府知事） 

吉村 洋文 （大阪府知事） 
齋藤 元彦 （兵庫県知事） 
永藤 英機 （大阪広域水道企業団企業長） 

 
〇 経過説明       田野 弘明 （独立行政法人水資源機構琵琶湖開発総合管理所長） 
 
〇 メッセージ発表会 

コーディネーター 川本  勇 （プロデューサー、ジャーナリスト、ミュージシャン） 
パネリスト    伊吹 信人 （滋賀県土木交通部流域政策局長） 

松本 竜三 （大阪広域水道企業団副企業長） 
亀田佳代子 （滋賀県立琵琶湖博物館副館長） 
横山 莉奈 （2022 年度ミス日本 水の天使） 
小島  優 （国土交通省近畿地方整備局河川部長） 

 
〇 合唱         琵琶湖周航の歌 
 
〇 閉会挨拶       金尾 健司 （独立行政法人水資源機構理事長） 



　

① 年齢

② 年齢

③ 年齢

④ 年齢

＜記入上の注意＞

記載いただいた個人情報は、当発表会の目
的以外には使用しません。

電話番号

（　　　　　　　　　　　　　　）

住　　 所

（ふりがな）
氏　　 名

（　　　　　　　　　　　　　　）

住　　 所

（ふりがな）
氏　　 名

（　　　　　　　　　　　　　　）

住　　 所

（ふりがな）
氏　　 名

「琵琶湖の水」へのメッセージ発表会 会場参加応募用紙（FAX・郵送用）

（ふりがな）
氏　　 名

住　　 所

（　　　　　　　　　　　　　　）

　〒520-0243 滋賀県大津市堅田２丁目１－１０

　　独立行政法人水資源機構　琵琶湖開発総合管理所

　 「琵琶湖の水」へのメッセージ発表会　会場参加募集係

　FAX：０７７－５７４－１７３９

電子メールでも応募可能です。
※QRを利用された場合は一般
の広告が表示されますので、
ご注意ください。

1回の応募で4名まで
OK！
※氏名等の記載は全
員分お願いします



別　紙

●取材申込書

　　　　　　　

【申込〆切】令和5年1月20日（金）15:00まで

【電子メール送付先】 biwako_message@water.go.jp

【ＦＡＸ送付先】 077－574－1739

＜事前申込み問い合わせ先＞
 独立行政法人水資源機構 琵琶湖開発総合管理所
　　総務課長　　荒木　浩次　　TEL 077-574-0680 （代表）
               　　　

独立行政法人水資源機構
　琵琶湖開発総合管理所
　「30周年記念イベント」参加申込み 係　宛て

氏　名
連絡先（電話番号、メールアドレ
ス）

　当日の会場取材を希望される場合は、下記に参加者の所属会社名、氏名、連絡
先をご記入いただき本用紙をメール又はＦＡＸにて送付のうえ事前申込みをお願いし
ます。

「琵琶湖の水」へのメッセージ発表会　会場取材申込用紙

所属会社名等


