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【自由集会プログラム】  

※各集会の詳細内容については変更する場合があります。  

自 由 集 会 ：A  
 

「魚カウンターによる魚類遡上数計測の試みの現状と課題」 

日時 : 9 月 22 日（水） 13：00～15：00（305 研修室） 

【企画】布川雅典（寒地土木研究所），河口洋一（徳島大学），権田豊（新潟大） 

【内容】 

魚道等を遡上する魚類の個体数を計測するのには、トラップ等で捕獲する方法や遡上行動の映像から

計数する方法が用いられる。しかし、調査者の労力は大きく、かかる経費も小さくない。また、後者であ

れば夜間や濁水時の計測は難しい。さらには大量遡上個体の長期間の正確な計測は人力では不可能に近

い。 

 本集会では、これらの課題に取り組む手段として使われ始めている自動計測システム（以下魚カウン

ター）について解説する。また、現在まで演者らが各地で取り組んでいる、異なる魚類や計測場所におけ

る計測事例を紹介する。さらには総合討論によって魚カウンターによる計測の課題や発展性について議

論したい。 

 

【プログラム】 [2 時間] 

1．サケカウンターによる北海道苫小牧市勇払川における魚道のサケ移動数 

-魚道における大型魚の事例- 

布川 雅典（寒地土木研究所 寒地水圏研究グループ）、権田 豊（新潟大学）、 

長塚 雄介（北海道室蘭建設管理部 苫小牧出張所） 

2．イワナの湧水河川への遡上数計測-小規模河川における中型魚の事例- 

谷口 義則（名城大学）、布川 雅典（寒地土木研究所） 

3．徳島県那賀川におけるアユ稚魚遡上数-小規模魚道における小型魚の事例- 

林 哲平（徳島大学）、河口 洋一（徳島大学）、布川 雅典（寒地土木研究所）、茂崎 

孝祐（新潟大学）、権田 豊（新潟大学） 

4．小型魚（アユ稚魚）遡上数計測の精度向上 

茂崎 孝祐（新潟大学）、権田 豊（新潟大学）、布川 雅典（寒地土木研究所）、林 哲

平（徳島大学）、河口 洋一（徳島大学）、 

5．ディスカッション：魚道や小規模河川の魚類移動数の自動計測の有用性と課題 

司会：河口 洋一（徳島大学） 
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自 由 集 会 ：B  
 

応用生態工学会 「2019 年台風 19 号災害に対する応用生態工学会災害調査団報告」 

日時 : 9 月 22 日（水） 13：00～15：00（講堂） 

【企画】中村太士（北海道大学），関根 秀明（株式会社建設技術研究所） 

【内容】 

 2019 年 10 月 12 日、日本に上陸した台風 19 号（令和元年東日本台風）に伴い、関東地方や甲信地方、

東北地方などで記録的な大雨となり、甚大な洪水被害が発生した。この台風に限らず、毎年のように既往

最大規模の豪雨が日本列島を襲い、どこかの地域で大規模災害が発生している。このため、行政のみなら

ず国民も、日々の生活の中で近づく温暖化の危機を意識せざるを得なくなっている。 

こうした中、国土交通省は 2020 年 7 月「気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会」の答申におい

て、「河川、下水道等の管理者が主体となって行う従来の治水対策に加え、集水域と河川区域のみなら

ず、氾濫域も含めて一つの流域として捉え、その河川の流域全体のあらゆる関係者がさらに協働して流

域全体で水害を軽減させる治水対策、“流域治水”への転換を進めていくことが必要」とした。 

 応用生態工学会災害対応委員会では、答申の契機にもなった台風 19 号による災害に対して、生態学、

河川工学、地形学など、様々な分野の会員によって、千曲川、多摩川、那珂川・久慈川、東北河川、千葉

県の 5 グループで災害調査団を結成し、現地調査を交え検討を進めてきた。その結果、治水対策と河川

環境の保全を切り離して考えるのではなく、同時に検討しながら、同時に解決する視点が重要として、災

害調査団としての考え方を提言として取りまとめた。 

 この自由集会では、提言の概要を参加者と共有するとともに、グリーンインフラの配置や流域治水で

目的とする、安心・安全で健康なより良い地域づくりの真の実現に向けて、これまでの治水計画である目

標流量の安全な流下では達成しえない課題に対する今後の展開と方向性について、意見交換することに

した。 

 

【プログラム】 [2 時間] 

1） 自由集会の主旨説明～提言の目的とあわせて～（熊県大 島谷 Dr） 

2） 支川等合流部整備における環境対策（岐阜大 原田 Dr） 

3） 水害防備林の機能と保全（山梨大 大槻 Dr） 

4） 水源域農地等からの流出抑制（国環研 西廣 Dr） 

5） 霞堤や越流堤の機能と堤内地農地等の活用による被害最小化（滋賀県大 瀧 Dr） 

6） グリーンインフラの流域配置と適応復興への提言（北海道大 中村 Dr） 

7） 総合討論（コーディネーター 北海道大 中村 Dr）  
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自 由 集 会 ：C  
 

応用生態工学会 「テキスト刊行委員会―河川汽水域テキスト刊行に向けて―」 

日時 : 9 月 22 日（水） 15：30～17：30 （305 研修室） 

【企画】乾隆帝（福岡工業大学社会環境学部），鬼倉徳雄（九州大学農学研究院），河口洋一（徳島大学大学

院社会産業理工学研究部） 

【内容】 

応用生態工学会テキスト刊行委員会では，応用生態工学の入門書となるテキストの刊行を企画してお

り，現在，「河川汽水域における生態系の保全と再生」を対象としたテキストの刊行準備を進めていま

す． 

本自由集会では，河川汽水域における生態系の保全と再生についてのテキスト刊行に向けて，これま

での河川汽水域における保全と再生の事例を紹介したうえで，河川汽水域における生態系の保全と再生

に関する学術的な知見や技術的な課題を整理し，テキストとして取りまとめる方向性について議論した

いと考えています．河川汽水域生態系の保全・再生に関わる課題を整理・議論する機会ですので，実務・

研究の多方面から会員の皆様の幅広い参加をお待ちしております． 

 

【プログラム】 [2 時間] 

 1．応用生態工学会のテキスト企画の趣旨とこれまでのテキストの紹介（吉村千洋：東京工業大学） 

 2．汽水域自然再生についてのこれまでの自由集会の紹介（乾） 

 3．パネルディスカッション方式での意見収集（司会：鬼倉） 

  パネラー：吉田邦伸（公益財団法人リバーフロント研究所） 

岩﨑征弘（国土交通省九州地方整備局）、 

厳島 怜（東京工業大学） 

河口洋一（徳島大学） 

乾 隆帝（福岡工業大学） 
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自 由 集 会 ：D
 

「河川・ダムに関するデータベースについての意見交換会」 

日時 : 9 月 22 日（水）15：30～17：30 （講堂） 

【企画】中村太士（北海道大学），一柳英隆（水源地環境センター） 

【内容】 

日本の河川・ダムでは，国土交通省やその他管理者が，流量や水位，水温・水質，生息する生物相（河

川水辺の国勢調査）など多くのデータを継続的に取得している．これらのデータを集約して整理するこ

とで，個人の取得のみでは成し得ない広域・長期の解析が可能になる．しかし，これらのデータは，河川・

ダム管理者が使用する前提で管理されており，広域・長期で利用しようとする研究者にとっては必ずし

も利用しやすい形にはなっていない．この意見交換会は，研究者側と河川・ダム管理者との意見交換を行

い，両者にとって良い形を探ろうとするものである． 

 

[意見交換コアメンバー] 

中村太士（北大）、一柳英隆（水源地環境センター）、大澤剛士（都立大）、鹿野雄一（九大）、 

国土交通省河川環境課、国総研、土研、水源地環境センター、リバーフロント研究所、 

河川情報センター、環境省自然環境局 

 

【プログラム】 [2 時間] 

●趣旨・経緯説明 

（水源地環境センター・一柳英隆） 

●話題提供１ 

データベースのオープン化とライセンス設定（東京都立大学・大澤剛士） 

●意見交換 

（ライセンス設定について） 

●話題提供２ 

生物画像データの蓄積とデータベース化（九州大学・鹿野雄一） 

●意見交換 

（画像データのデータベース化、公開） 

●総合的な意見交換 

（コーディネート：北海道大学・中村太士） 
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自 由 集 会 ：E  
 

「2014 年御嶽山噴火以降の河川環境の現状と生物の営み」 

日時 : 9 月 23 日（木祝） 9：30～11：30 （ 301 研修室） 

【企画】 宇佐見亜希子（名古屋大学），田代喬（名古屋大学），野崎健太郎（椙山女学園），松本嘉孝（豊田高

専） 

【内容】 

日本には 111 もの火山が点在する．その一つである御嶽山が 2014 年に水蒸気噴火を起こし，火山噴出

物を含む泥流が濁川および王滝川へと流れ込んだ．日本陸水学会東海支部会では，これらの河川を中心

に水文・水質と水生生物の調査研究を開始した．調査目的として次の二つの視点で進めている．①2014 年

噴火の水環境への影響はいつまでつづくのか，その終息点についての評価方法を確立する．②火山活動

により河川水質の酸性化などの独特な水環境が点在しているため，その特性を把握し火山地域の知的財

産の蓄積や利水での水管理者への情報提供をする． 

本自由集会では，噴火以降の水文・水質と生物相の変化を紹介する．火山地域とそれにともなう無機酸

性河川に興味を持つ参加者と情報を共有し，他地域の特異的な水環境の現状やその調査結果の地域還元・

活用方法についての情報交換，噴火による水環境の影響評価の方法などの意見交換を行いたい． 

 

【プログラム】 [2 時間] 

Ⅰ. 趣旨説明 

Ⅱ. 御嶽山噴火以降の河川環境の変化（3 題） 

ⅰ）御嶽山南麓河川水の水質状況（松本嘉孝） 

ⅱ）御嶽山南麓王滝川集水域での水文モデルの構築（江端一徳，谷口智雅） 

ⅲ）火口を集水域に含む河川の底生動物群集（田代喬） 

Ⅲ. 御嶽山周辺の河川環境や生物の営み（4 題） 

ⅰ）御嶽山周辺のダム直下の特異的な水環境（宇佐見亜希子） 

ⅱ）強酸性河川周辺の植物相とキノコ（安井瞭） 

ⅲ）強酸性河川周辺の湧水たまりにおける糸状藻 Klebsormidium 属の繁茂と溶存無機炭素濃

度との関係（野崎健太郎） 

ⅳ）強酸性河川周辺の魚類相（小野田幸生） 

Ⅳ. 総合討論 
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自 由 集 会 ：F  
 

「田んぼのいきものをどうやって守っていくか？その5―水田水域における多様な生物の保全と再生―」 

日時 : 9 月 23 日（木祝） 9：30～11：30 （305 研修室） 

【企画】 田和康太（土木研究所河川生態チーム），佐川志朗（兵庫県立大学/兵庫県立コウノトリの郷公園），

河口洋一（徳島大学） 

【内容】 

第 5 回目を迎える本集会であるが，これまでの成果の一つとして，応用生態工学会誌 24 巻 1 号の特集

号「田んぼのいきものをどうやって守っていくか？」掲載に繋がった．しかしながら，これまでの集会で

議論されていないテーマや対象生物も数多く存在する．特に水田水域における多種の水生動物にとって

も植物の存在は生息場の観点から不可欠だが，これまでの集会では十分に議論できていなかった． 

今年度はまず，水田水域の植物の多様性や現在，植物に起こっている問題について話題提供いただく．

また，水田水域における生物多様性低下の一因とされる圃場整備や耕作放棄等に対する水生動物保全へ

の取り組みを話題提供いただく．さらに水田水域における外来種問題についてもトピックス的に扱い，

植物と動物の視点から，現在実施されている保全策のデメリットも含めて田んぼのいきものをどうやっ

て守っていくかを議論する． 

 

【プログラム】 [2 時間] 

＜趣旨説明＞田和康太 

＜話題提供＞ 

❶「水田に見られる植物はどこからやってきたのか？」 

嶺田拓也（農研機構農村工学研究部門） 

➋「熊本県球磨盆地における耕作放棄地の復田とタガメ復活プロジェクト」 

一柳英隆（熊本大学） 

❸「土地区画整理に係る水路環境保全の挑戦～魚と貝を残せるか～」 

永山滋也（岐阜大学） 

❹「利根川下流域の水田域と河道内再生湿地における水生動物群集の特徴」 

  田和康太（土木研究所） 

＜総合討論＞河口洋一（徳島大学） 

 （本集会の成果報告と今後の展開も含めて議論） 
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自 由 集 会 ：G  
 

「海岸生態系と海岸法を考える」 

日時 : 9 月 23 日（木祝） 9：30～11：30 （講堂） 

【企画】企画者 占部城太郎（東北大・生命）、清野聡子（九州大・工学） 

【内容】 

気候変動による高潮や地震による津波など、海岸線での防災／減災が大きな課題となっている。一方、

SDGs の主柱の１つでもある生物多様性や生態系の保全も世界的課題となっており、減災／防災と海岸生

態系の保全の両立、あるいは両課題を相乗的に解決していくこが研究者に求められる社会的な責務とな

っている。海岸法では、海岸を汀線の陸側・海側５０ｍを海岸と基本的に位置づけられているため、しば

しば本来あるべき海岸生態系を無視せざるを得ない状況下で防災・減災の政策・事業を行われざるをえ

ない状況が続いている。海岸生態系の保全と防災・減災を両立させる取り組みは未だ遅れており、その基

盤となる海岸生態系の理解、それに伴う海岸法を含めた課題の抽出が必要である。 

そこで、本自由集会では、海岸生態系と海岸法をめぐる諸問題について現状を俯瞰・共有し、応用生態

学として取り組むべき道筋を考える契機としたい。 

集会では、まず海岸生態系とは何かを松島肇氏にレビューしていただく。それを基盤に、清野氏には日

本の海岸の現状と海岸法の問題点を指摘していただく。また、渡辺氏には海岸生態系保全に際しての広

く工学的な視点から取り組むべき課題について紹介していただく。最後に、これら「理系」研究者側から

の報告・問題提起に対して、海岸法やその周辺領域に関して行政や法的な限界と課題について神山氏に

解説していただく。これら講演を海外生態系と海岸法の「問題を知り共有する」機会とし、参加者との質

疑応答を通じて理解を深めるための議論を行いたい。 

 

【プログラム】[2 時間] 

占部城太郎（企画者趣旨説明） 

講演１ 「海岸生態系を俯瞰する」 

松島 肇（北海道大学北海道大学大学院農学研究院） 

講演２ 「海岸管理の見直しの論点―自然地形と生態系に制度を合わせる」 

清野聡子（九州大学大学院工学研究院環境社会部門） 

講演３ 「海岸環境をめぐる工学的取り組みと課題」 

渡辺国広（国土交通省国土技術政策総合研究所） 

講演４  「海岸行政と海岸生態系を法的視点から考える」   

神山智美（富山大学学術研究部社会科学系） 

総合討論 

 

 

 


