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中山道会館

日本ライン
今渡駅

都市圏（名古屋）
から１時間以内

1 km 2 km

人の流れをつくり
まちを活性化

木曽川

美濃加茂市かわまちづくり事業

リバーポートパーク
美濃加茂

JR美濃太田駅

美濃加茂市の
かわまちづくり事業
とは…

木曽川の自然や中山道の歴史
などの地域資源を、観光やま
ちづくりの核として活用し市
内外から人々が訪れる、賑わ
いのあるまちづくりを目指し
ています。

美濃加茂市かわまちづくり
基本計画では「美濃太田駅」
「中山道会館」「リバーポー
トパーク美濃加茂」を、賑わ
いの拠点として事業を実施し、
それぞれの賑わいを、有効に
結ぶことによりエリア全体の
活性化を図ります。
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4月 かわまち支援制度の創設
12月 かわまちづくり基本構想策定

9月 かわまちづくり支援制度の登録

8月 かわまちづくり基本計画策定
9月 国交省かわまちづくり整備 開始 （直轄工事） 総事業費 C=565百万円 ＜亀淵管理用道路整備、低水路護岸整備＞

4月 都市再生整備計画事業 開始 （社総金） 総事業費 C= 198 百万円 ＜中之島公園整備（設計・整備）
遊歩道整備（設計・整備） 側帯整備（設計・整備）＞

4月 都市公園事業 開始 （社総金） 総事業費 C= 292 百万円 ＜中之島公園整備＞

8月 かわまちづくり基本計画策定

ガヤガヤ会議

かわまちづくり事業経緯

かわまちづくり協議会

かわまちづくり
推進部会

◀ リバーポートパーク美濃加茂 供用開始



ビジターハウス

艇庫 ｼｬﾜｰﾙｰﾑ

ＢＢＱエリア

芝生広場

リバーポートパーク美濃加茂
約2.9ha     

◆ビジターハウス
木造２階建 延床736㎡
開館時間 ９：０0-17：00
定休日 毎週火曜日 年末年始
カフェDELTA

◆艇庫 ◆シャワールーム
◆手洗い場 ◆屋外トイレ
◆大型テント ◆芝生広場
◆バーベキュー広場 WD15箇所

◆駐車場 180台(市内循環バス有)

◆隣接する森 約８ha

◆管理運営
指定管理者：中之島公園利活用共同体

代表団体名…有限会社EAT&LIVE
構成団体名…有限会社リタッグ

【設置管理許可対象施設】
・喫茶スペース（ビジターハウス内）
・ BBQエリア
・多目的倉庫



【RPPM指定管理者】
◆指定管理業務
◆自主事業
・ＢＢＱ
・カフェ
・ｱｳﾄﾄﾞｱｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰ
・各種イベント

【美濃加茂市】

地元活動団体

自然体験学習
⇒川と森の勉強会
⇒川のﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ

賑わいの創出の取組み
⇒ﾏﾙｼｪや音楽等のｲﾍﾞﾝﾄ

質の高いｻｰﾋﾞｽの提供
⇒森の環境整備
⇒空間ﾃﾞｻﾞｲﾝ
⇒提供ｻｰﾋﾞｽの工夫
⇒職員ｻｰﾋﾞｽ向上研修

RPPMの情報発信
⇒HP
⇒SNS（ｲﾝｽﾀ）
⇒CM作成

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体

【河川管理者】
木曽川上流河川事務所

Point①：国との連携
◆河川許認可等
◆全国への情報発信 (MIZBERINGなど）
◆情報提供

Point②：管理運営方法の工夫
◆指定管理+設置管理許可の組み合わせ。
◆自主事業の規模と自由度を大きくした。
⇒来訪者増加のための取組みを促進

自主事業

賑わいをまちなかへ
⇒他の拠点との連携
⇒新たな拠点づくり
⇒地域の情報発信
⇒地域雇用

Point④：まちづくり
「かわまちづくり」をきっかけに、
民間事業者（指定管理者）を中心に、
地域団体や市民らによるまちづくり
の取り組みが活発化しつつあります。

Point③：地域連携
民間事業者（指定管理者）と各種団体
が連携協力して様々な取組みを実施。

【市民協議会】

市・市民・指定管理者
による運営協議会

かわまちづくり

リバーポートパーク美濃加茂事業スキーム



国交省の事業と連携



水辺を楽しむ大人のマナー

MIZUBERING



水辺で乾杯 2019
2019/6/8

川の勉強会

ぺちゃくちゃ
ナイト形式

ジャズナイト

キャンプ

MIZUBERING
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ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体

【河川管理者】
木曽川上流河川事務所

Point①：国との連携
◆河川許認可等
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Point②：管理運営方法の工夫
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賑わいをまちなかへ
⇒他の拠点との連携
⇒新たな拠点づくり
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Point④：まちづくり
「かわまちづくり」をきっかけに、
民間事業者（指定管理者）を中心に、
地域団体や市民らによるまちづくり
の取り組みが活発化しつつあります。

Point③：地域連携
民間事業者（指定管理者）と各種団体
が連携協力して様々な取組みを実施。

【市民協議会】

市・市民・指定管理者
による運営協議会

かわまちづくり

リバーポートパーク美濃加茂事業スキーム
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【中之島公園指定管理者募集要綱】より
・・・自主事業（必須）
◆喫茶スペース：公園の特色を活かし、賑わいのある喫茶運営をしてください。
◆バーベキュー広場：姉妹都市であるオーストラリアのダボ市から寄贈されるBBQグリルやウインドミルの設置、植栽など、
オーストラリアをイメージしたエリアとなっています。
それらの特徴を活かしたバーベキュー運営を実施してください。
◆多目的倉庫の管理運営：公園内や周辺の自然を活用したアウトドアアクティビティのための倉庫として活用してください。
◎喫茶スペース、バーベキュー広場、多目的倉庫の管理運営については、指定管理者が美濃加茂市から都市公園法（昭
和31年法律第79号）第5条に基づく公園施設管理許可及び設置許可を得て運営すること。また、美濃加茂市都市公園条例
で定める許可使用料を美濃加茂市に納付する他、光熱水費の負担が必要となります。

【都市公園条例の改正】
都市公園として新たに中之島公園を設置するに当たり必要な条例改正を行うとと

もに、効果的、効率的な都市公園機能の増進を図るために必要な条例改正を行うも
のです。

◆公園管理者以外の者の公園施設の設置及び管理に関する条項の追加
◎改正の概要
多様化する住民ニーズにより効果的、効率的な都市公園機能の増進を図るため、
意欲のある地域住民が公園の管理に参画することや、専門的ノウハウのある民間
事業者等が設置・管理を行うことができるよう、必要な条項を追加するものです。

公園施設を設ける場合 土地 １平方メートル １月 ４０円
公園施設を管理する場合 土地 １平方メートル １月 ４０円

建物 １平方メートル １月 ３００円

◆都市公園を占用する場合の使用料の追加及び第２条第１項各号に掲げる行為を
する場合における使用料の改正
◎改正の主な内容
展覧会、博覧会、競技会、集会その他これらに類する催しのために設けられる仮設
工作物の使用料の追加及び第２条第１項各号に掲げる行為をする場合における使
用料の改正（第８条関係）
○仮設工作物の使用料の追加
展覧会、博覧会、競技会、集会その他これらに類する催しのために設けられる仮設
工作物 １平方メートル １日 ３０円

都市公園施設の設置管理許可
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リバーポートパーク美濃加茂事業スキーム



市民協議会など



川と森の勉強会

【主催】ﾊﾋﾟﾈｯﾄみのかも
【共催】美濃加茂市

㈲EAT&LIVE
（指定管理者）

【協力】中之島推進部会
可茂消防事務組合
関西電力㈱
㈱新和建設

【後援】国土交通省

【川のリスクマネージメントプログラム】
川の持つ楽しさや魅力を伝える一方で、川が持つ危険性や万が一の

対処法などを伝え、木曽川への親水性を高めるとともに、事故を防ぐ
ための啓発を行うことが目的です。
・河川に存在する危険個所の把握(座学）・緊急時の対応(座学）
・ライフジャケットの重要性装着方法・浮遊体験・カヌー体験

◆GREEN MARKET
プレパーク、ヨガ、ウォーター
ボールなど (ハピネ)

◆化石講座 (推進部会)
◆ 森のリスマネ (指管理)
◆心肺蘇生法講習 (可茂消防)
◆ダムツアー (関西電力)
◆トントンギコギコ (新和建設)
◆川のリスマネ、カヌー (市)



各種イベント

ハロウィン運動会

ココテラス
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指定管理者によるサービス（施設整備等）

大型テント レンタサイクル 空間デザイン

BBQ
サービス

デザイン
ゲート

大屋根+ﾃｰﾌﾞﾙ+ﾍﾞﾝﾁ



指定管理者によるサービス（季節にあわせた演出：ハロウィン）



ウィンターＢＢＱは部屋ごとアウトドア！冬はあったか3種のサイト

■こたつサイト この冬”ホット”なこたつ体験。夜の雰囲気はとってもムーディで、
カップルや女子会などにオススメ。

■薪ストーブサイト 小さな山小屋のようなアウトドア感が楽しめるサイト。
薪の音、ゆっくり暖まる空気は柔らかく、心地よい空間
となります。

■焚き火サイト 焚き火で暖をとりながら、温かい食事と温かい飲み物でアウ
トドアを楽しむ。
寒いからこそ楽しい、美味しい。

指定管理者による冬のサービス



指定管理者によるインターネット戦略



来
場
者
数
等

来場者数 109,789 人 ｼｬﾜｰ利用者数 1,746 人

BBQ利用者数 20,206 人 大規模イベント

開催数

32 回

18,550 人

カフェ利用

12,324 件
開園日数

338日

28,097 品目 324.82 人/日

ＲＰＰＭ事業費計

指定管理 BBQ&ACT DELTA 計

支出合計 19,000,000 50,000,000 18,000,000 87,000,000

収入合計 16,780,000 68,000,000 21,000,000 105,780,000

指定管理料 16,200,000 ー ー 16,200,000

利用料金 530,000 ー ー 530,000

自主事業収入 50,000 68,000,000 21,000,000 89,050,000

収支計(粗利) -2,220,000 18,000,000 3,000,000 18,780,000

RPPM数値データ H30

事 業 集 計来 場 者 数 集 計

月人数 月 人数

4 2,080 10 12,579 

5 14,157 11 11,196 

6 7,644 12 5,566 

7 6,700 1 6,423 

8 12,368 2 6,266 

9 10,782 3 14,028 

計 109,789 

曜日 人数 平均来場者数 率

月 12,397 256.7 11.29%

火 2,905 60.2 2.65%

水 12,992 269.1 11.83%

木 8,939 185.1 8.14%

金 9,203 190.6 8.38%

土 22,466 465.3 20.46%

日 40,887 846.8 37.24%

※上記支出額には設置管理許可料：2,378,400円が含まれています。



運営中心者 ： 水口 晶、渡辺 和代、藤井 秀男

(有) EAT&LIVE 取締役 水口 晶

アウトドア体験運営会社を経営。ここリバーポートパーク美濃加茂では指定
管理者として、自然の中に暮らしのある生活を、新しい「美濃加茂スタイル」と
して全国に発信している。

happynetみのかも 代表 渡邉 和代

自然体験活動イベント、まちづくりイベントなど様々なイベントの企画運営を
行う地元の女子グループ。かわまちづくり事業当初から木曽川河畔を使い倒
し、イベントが出来る場所としての認識を定着させた。

ボランティア団体 （龍宮倶楽部） 代表 藤井 秀男

リバーポートパーク美濃加茂に隣接する木曽川河畔の森を、４年間に渡りボ
ランティアで整備し、更なる進化を目指し素敵な空間を創りだす森の開拓者。
「子供が森で遊ぶ姿を見たいんや～」が口癖。



【来園者数】約110,000人（H30年度）
インスタグラム ﾌｫﾛﾜｰ 3,500件 FB ﾌｫﾛﾜｰ 1,700件

「美濃加茂 地球と遊べるまち」で 動画検索
川をあそびたおした動画が見られます！是非！



ご清聴ありがとうございました・・・


