
平 成 ２３年 １０月 １９日 

国土交通省中部地方整備局 

 

第 8 回美しい中部のみなとまちづくりフォーラム 

 「発掘！衣浦港２０１１～歴史・文化・賑わいが調和するみなとまち～」 

   を開催します。 

 

衣浦港は、知多半島と西三河地区に囲まれた南北約 20km の細長い形状の港で、5 市 3 町（半田市・

碧南市・刈谷市・高浜市・西尾市・東浦町・武豊町・美浜町）にまたがっています。江戸時代には衣ヶ浦（こ

ろもがうら）と呼ばれ、波穏やかな良港として活躍し、酒・酢・みりんなどの醸造業の発展を背景に繁栄し

ました。現在は、臨海部に輸送機械や製鋼所などの製造業や発電所などの基幹産業を中心とした企業

が進出し、知多・西三河地域の流通拠点として、また、中部のものづくりの拠点として発展を遂げていま

す。 

 衣浦港には、今も半田運河や大浜てらまち、藤江の渡しなどの歴史的な文化や遺産が数多く残されて

いますが、衣浦港を境に東西の交流が希薄している現状もあります。このような歴史的背景や現状を踏

まえ、衣浦港の将来についてみなさんと一緒に考えたいと思います。 

 

記 

 

１． 日 時：  平成２３年１１月７日（月） (午前の部)１０：３０～１２：００ みなと見学会 

（午後の部）１３：３０～１６：００ フォーラム 

２． 会 場：  (午前の部) 衣浦港内 

(午後の部) アイプラザ半田 講堂  （半田市東洋町 1-8） 

３．  プログラム：別添のリーフレットをご覧下さい。 

４． 入場料： 無料 

５．  定 員： (午前の部) ３０名程度、 (午後の部) ６００名程度 

６．  申込み方法：別添のリーフレットの裏面をご覧下さい。 

７．  主 催： 美しい中部のみなとまちづくりフォーラム実行委員会 

（都市環境ゼミナール、衣浦港振興会、衣浦港整備促進期成同盟会） 

８．  後 援： 愛知県、中部地方整備局、一般財団法人みなと総合研究財団 

９．  取 材： 自由 

１０．解 禁： 指定なし 

１１．配布先： 中部地方整備局記者クラブ 

１２．お問い合わせ 

(フォーラム全般に関する問い合わせ) 中部地方整備局港湾空港部港湾計画課 

名越（なこし）・東方（とうほう） TEL：052-651-6475 

（参加申し込みに関する問い合わせ） 半田市建設部都市計画課  

榊原(さかきばら)・柘植（つげ） TEL：0569-21-3111 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■基調講演 高部 淑子氏（日本福祉大学 知多半島総合研究所 准教授） 

 衣浦港は、知多半島と西三河地区に囲まれた南北約20kmの細長い形状

の港で、５市３町（半田市・碧南市・刈谷市・高浜市・西尾市・東浦町・

武豊町・美浜町）にまたがっています。江戸時代は衣ヶ浦（ころもがう

ら）と呼ばれ、波穏やかな良港として活躍し、酒・酢・みりんなどの醸

造業の発展を背景に繁栄しました。現在は、臨海部に輸送機械や製鋼所

などの製造業や発電所などの基幹産業を中心とした企業が進出し、知

多・西三河地域の流通拠点として、また、中部のものづくりの拠点とし

て発展を遂げています。 

 衣浦港には、今も半田運河や大浜てらまち、藤江の渡しなど歴史的な

文化や遺産が数多く残っていますが、衣浦港を境に東西の交流が希薄し

ている現状もあります。このような歴史的な背景や現状を踏まえ、衣浦

港の将来についてみなさんと一緒に考えたいと思います。 

第第８８回回  

美美ししいい中中部部のの  

みみななととままちちづづくくりりフフォォーーララムム  

入場無料

＜お問い合わせ先＞ 美しい中部のみなとまちづくりフォーラム実行委員会

    半田市建設部都市計画課 TEL.0569-21-3111 FAX.0569-25-3254 

～歴史・文化・賑わいが調和するみなとまち～ 

■平成２３年１１月７日（月）
（午前の部）１０：３０～１２：００ みなと見学会 場所／衣浦港 
（午後の部）１３：３０～１６：００ フォーラム 場所／アイプラザ半田 

■基調報告 中川 庄嗣氏（渡し場かもめ会 会長） 

筒井 信之氏（㈱創建 取締役会長） 

主催：美しい中部のみなとまちづくりフォーラム実行委員会 
   （都市環境ゼミナール、衣浦港振興会、衣浦港整備促進期成同盟会） 
後援：愛知県、国土交通省中部地方整備局、一般財団法人みなと総合研究財団 

発発掘掘！！衣衣浦浦港港２２００１１１１

■基調講演 髙部 淑子（日本福祉大学 知多半島総合研究所 准教授） 

■パネルディスカッション 
 パネリスト（五十音順） 

 黒田 昌司（大浜地区歩いて暮らせるまちづくり推進委員会 委員長）

 髙部 淑子（日本福祉大学 知多半島総合研究所 准教授） 

 筒井 信之（㈱創建 取締役会長） 

 禰冝田政信（衣浦港整備促進期成同盟会 会長、碧南市長） 
 藤井 敏夫（（財）あいち産業振興機構 理事長） 

 コーディネーター 

伊藤 達雄（三重大学名誉教授、愛知工業大学客員教授）

■基調報告 中川 庄嗣（渡し場かもめ会 会長） 

筒井 信之（㈱創建 取締役会長） 

半田運河と蔵 マリーナ高浜

亀崎潮干祭

大浜地区散策道

藤江の渡し 

碧南火力発電所 



 

 
 

髙部 淑子（たかべ としこ） 日本福祉大学知多半島総合研究所 准教授  
兵庫県明石市生まれ。平成 2 年早稲田大学大学院文学研究科修士課程修了。千葉県史料研究財団などを経て、現職。19 世紀における経済・文化・地

域の関係が主な研究テーマ。愛知県史の調査執筆委員として県内各地の資料調査を行うとともに、ＪＡあいち知多広報誌などで歴史からとらえた地域

の見方の具体例も紹介している。 

中川 庄嗣（なかがわ しょうじ） 渡し場かもめ会 会長  
父の勤務の関係で愛知県豊橋市と新城市の中間の山里に生まれ、8 歳で郷里の愛知県高浜市に転居し現在にいたる。平成 13 年 4 月地元高浜市芳

川町町内会長に就任。平成 20 年 4 月には渡し場かもめ会会長に就任し、平成 22 年に国土交通省より「みなとまちづくりマイスター」に認定された。ま

た、安立荘(高浜市)前海岸一帯の清掃を行う等の活動が認められ、本年、国土交通大臣表彰された。 

筒井 信之（つつい のぶゆき） ㈱創建 取締役会長  
東京都港区生まれ、半田市在住。中日本建設コンサルタント勤務の後、昭和46年に㈱創建を設立し社長に就任。その他、愛知地域建設コンサルタント

協会会長、地方シンクタンク協議会中部代表等を務める。著書に「流域環境圏を基にこの国の形を創る」、「新次元・環境創生」。地域経営のコンサルタ

ントを主宰。今後は、都市と流域・海域を結ぶコミュニティー創りにも取組む。 

黒田 昌司（くろだ まさし） 大浜地区歩いて暮らせるまちづくり推進委員会 委員長  

昭和 22 年愛知県碧南市生まれ。クロダイト工業㈱代表取締役。平成 16～22 年に碧南商工会議所会頭を務め、平成 17～18 年・21～22 年衣浦港振興

会会長、平成 17～18 年日本港湾振興団体連合会副会長を歴任。その他、碧南市環境審議会会長、碧南市文化振興プラン推進懇話会会長、碧南市

都市計画審議会会長、碧南市総合計画審議会会長などの公職を歴任。現在は、大浜地区歩いて暮らせるまちづくり推進委員長を務める。 

禰冝田政信（ねぎた まさのぶ） 衣浦港整備促進期成同盟会 会長、碧南市長  
昭和 26 年愛知県碧南市生まれ。中小企業診断士。平成 8 年 5 月に碧南市議会議員に当選（3 期）、平成 17～18 年に碧南市議会副議長、平成 19 年

に碧南市議会議長を経て、平成 20 年 4 月碧南市長に当選（1 期）。また、平成 20～21 年に衣浦港事業促進協議会会長、平成 21 年から全国市長会港

湾都市協議会理事、愛知県港湾協会会長、平成 22 年から（社）日本港湾協会東海地区支部連合会及び衣浦港整備促進期成同盟会の会長を務める。

藤井 敏夫（ふじい としお） （財）あいち産業振興機構 理事長  
昭和 24 年滋賀県生まれ。昭和 49 年愛知県庁入庁。環境部で企画調整・規制業務を、企画部で中部国際空港計画の環境調査業務を担当。その後産

業労働部でＰＦＩ事業、産業計画づくり等に従事。産業労働部次長、環境部長を経て退職。半田市亀崎高根町に住み、現在、財団法人あいち産業振興

機構理事長を務めるとともに、中部国際空港を起点に知多半島の活性化を目指すＮＰＯ「知多から世界へ」理事も務める。 

伊藤 達雄（いとう たつお） 三重大学名誉教授、愛知工業大学客員教授  

昭和 7 年東京生まれ。昭和 37 年東京教育大学（現筑波大）大学院理学研究科博士課程修了、理学博士。三重大学教授、シカゴ大学招聘教授、三重

大学人文学部長、四日市大学教授などを経て、平成 12 年４月、名古屋産業大学学長。平成 23 年 4 月より現職。都市環境ゼミナール代表。専門は都

市地理学、地域経済学、地域政策論、環境政策論など。 

事業所・団体名 

※個人でお申し込みの場合は記入不要です。

 

 

 

住   所 

※個人でお申し込みの場合は、住所を必ず記入して下さい。 

電話番号 ＦＡＸ番号 

参加者氏名 
※どちらかを○で囲んで下さい。    

      ＜みなと見学会＞ 

参加する ・ 参加しない 

参加する ・ 参加しない 

参加する ・ 参加しない 

■プログラム 

(午前の部) 10:30～ 12:00 みなと見学会 

        （※事前申込必要、応募状況に応じて内容を変更する場合があります。）  

(午後の部) 13:30～ 16:00 第８回美しい中部のみなとまちづくりフォーラム  

                      （場所：アイプラザ半田 [受付13:00開始]） 

       [内容] 基調講演、 基調報告、 パネルディスカッション  

◆参加をご希望の方は必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸ（０５６９‐２５‐３２５４）にて半田市建設部都市計画課までお申し込み下さい。 

申込み期限：平成２３年１０月２８日（金） 

＜基調講演者、基調報告者、パネリスト、コーディネーター プロフィール＞  

ミツカン 
半田病院 

アイプラザ半田

さくら小学校 

至河和 至武豊 

※駐車場は台数に限りがございますので、公共交通機関をご利用ください。

半田市役所 

Ｊ

Ｒ

半

田 

至名古屋 

名

鉄

知

多

半

田

至名古屋 

みなと見学会 
集合場所 

＜アイプラザ半田＞ 

・JR半田駅から徒歩10分。 

・名鉄知多半田駅から知多バスで

 緑が丘行、東浦駅行、県社前行

 のいずれかに乗車し、市役所前

 で下車。徒歩約2分。 

半田 
郵便局 
〒 

■会場案内図 

【（午前の部）みなと見学会に関する注意事項】 

みなと見学会のみの参加は不可。必ず午後のフォーラムと併せてお申し込み下さい。 

なお、午後のフォーラムのみの参加は可能です。 

【集合場所】 名鉄知多半田駅東側ロータリー付近（右記地図参照） 

【集合時間】 午前１０時３０分  

【みなと見学会定員】 ３０名程度  ※申し込み多数の場合は、先着順とさせていただきます。 


