
行動すれば希望が
見つかる。妄想を
現実にしちゃった
福井の水辺の話。

代表理事 田中謙次





日野川流域交流会「サクラマスの駅伝」プロジェクト 松ヶ鼻頭首工2001.8



日野川流域交流会「サクラマスの駅伝」プロジェクト万代橋改修後2010.05

サクラマス上って
くるんかなぁ？



荒井橋下流河原再生 ４月１３日2009｜「日野川に砂礫河原をとりもどす会」プロジェクト



2009｜「そうだ！川に行こう！」がスタート

イベントしたらみ
んな川に興味持っ
てくれんかなぁ？



水辺をBARにした
ら若い人たくさん
来んかなぁ？



自治体が本来やるべきコトで協力！
テント用アンカーを河川敷に設置
小さい工事だが、行政のヤル氣が芽生えた大きな一歩！

Ⓒcopyright  リバビズ大学in日野川流域交流会 All Rights Reserved.

行政が何かでき
ることある？
ってやる気が出
てきた！



石畳やガス灯あっ
て欧州みたい。
テラスにしたら酒
うまそうだなぁ。



2015.11.  13,15,20,21,22



みんな好きな場所
だったんじゃん！
きっかけが欲し
かったんだね！



BBQ! 会議室！ラブシート！
コワーキング！カフェ！教室！
レストラン！読書！ and more! ! !

皆さまがアイデアを持ち込めば、改装中のリ・ BARの
テーブル・ 椅子をお貸しします。個人やカップル、会社の
仲間やチームなど団体でもOK ! （ 事前申し込み必要 ）

スピン・オフ企画

Pa r a d i s e  i n  RI VER!
み ん な の 水 辺 天 国 開 催 決 定

M I Z B E d e  I D E A

アイデアを実現しよう！

水辺が会議室や
コワーキングに
なったらオモロい
にきまってる！



festival
6p Gazebo







行政も民間も一緒
になっていいミズ
ベに仕上がった！



年度内に完成したから、

GWになんかやって（市長より）



このテントの中が
レストランだった
ら映えそう！







カフェやコワーキ
ングになるデザイ
ンにしたら、リビ
ングになるかも！









「ナミノバ」エリア

© 2017 ，一般社団法人環境文化研究所



© 一般社団法人環境文化研究所



民間による河川改修工事
がスタート！













メダリストを生み出す３つのポイント

ハードウェア｜設備・機能
ソフトウェア｜サービスの仕組み・組織
ヒューマンウェア｜選手・サポーター・禅

「シカノバ」エリア

© 2017 ，一般社団法人環境文化研究所，福井鐵工株式会社，松永和也，下川 勇，国交省福井河川国道事務所





九頭竜川かわとまち協議会
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