
時 間 番 号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

10:20～10:40 A－１
全国初　河川地下空間を活用し
た駐車場

関　治一 江戸川区土木部計画課 1

10:40～11:00 A－２
荒川が情報を運ぶ「荒川コミュニ
ティ・ネット」

佐藤　元樹 荒川下流工事事務所 5

11:00～11:20 A－３
巡視船「あらかわ」利用状況につ
いて

重野　美穂 荒川下流工事事務所 9

11:20～11:40 A－４
荒川上流河川舟運の今後の取
組みについて

鈴木　徹 荒川上流工事事務所 12

11:40～12:00 A－５
彩湖の管理段階における湖面利
用

新垣　博史
荒川下流工事事務所調
査課

15

13:20～13:40 A－６
「葛飾あらかわ水辺公園」の雨水
利用について

飛島　朝子 葛飾区水辺と公園の課 17

13:40～14:00 A－７ 隅田川下流域の景観評価（Ⅱ） 望月　崇
隅田川市民交流実行委
員会

21

14:00～14:20 A－８
平成11年度における荒川下流部
の水質状況

杉山　直史 荒川下流工事事務所 25

（論文のみ） A－９ 水門観測について 石原　正章 荒川下流工事事務所 29

（論文のみ） A－１０
新河岸川における治水計画につ
いて

斉藤　英樹 荒川下流工事事務所 32

時 間 番 号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

10:20～10:40 B－１ 荒川に池を掘った子どもたち 大森　享 墨田区立更正小学校 36

10:40～11:00 B－２ 地域の川を見つめる環境教育 角田　道郎
戸田市立戸田第一小学
校

40

11:00～11:20 B－３
水や河川をテーマとする「学習支
援プログラム」の実践

菊池　暁世
田渕　葉子

社団法人
ユースボウル・ジャパン

43

11:20～11:40 B－４
荒川をテーマにした自然教育の
実践

関根　雅史
自然環境館・足立区荒川
ビジターセンター

47

11:40～12:00 B－５
荒川人工エワンドの生態系と行
政学校間連携による総合的自然
学習の在り方

田川　健太 東京都立高島高等学校 51

13:20～13:40 B－６
さいたま川の博物館における児
童・生徒の学習活動

根岸　康雄 さいたま川の博物館 55

13:40～14:00 B－７
学校教育における荒川の可能性
～荒川読本のアンケート結果か
ら～

諸星　晃 荒川上流工事事務所 57

【河川土木部門】　（17号館2階　1721教室）

あらかわ学会年次大会　2000　発表プログラム

【教育福祉部門】　（17号館1階　1723教室）



（論文のみ） B－８
あらかわ福祉体験広場の利用に
ついて

助川　智恵子 荒川下流工事事務所 61

時 間 番 号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

14:40～15:00 C－１０
「水の音原風景」プロジェクトの実
施経過について（後編）

芦川　亮一
97東京ウォーターフロント
コンサート実行委員会

64

15:00～15:20 C－１１
荒川リバーアートコンテストにつ
いて

岩佐　克幸 荒川下流工事事務所 68

15:20～15:40 C－１２
荒川を愛する大人と子どものた
めの合唱組曲「荒川のうた」合唱
団

高野　美代子
大石　昌男

戸田の川を考える会 72

時 間 番 号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

14:20～14:40 D－１ 魚釣り雑事 太田桐　正吾 赤羽沙魚倶楽部 76

（論文のみ） D－２
小さな経験、大きな自信　荒川
キャンプ教室で指導する

長坂　養一
ボーイスカウト東京北地
区協議会

80

時 間 番 号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

10:20～10:40 E－１
ぼくたちの川下りの報告とこれか
らの提案

浅沼　隆太郎 けやの森自然塾 83

10:40～11:00 E－２ 地際周辺の環境調査 石水　史昭
ネイチャーリーダー協議
会

86

11:00～11:20 E－３
平成11年度河川水辺の国勢調
査（陸上昆虫類等調査）

大塚　政美 荒川下流工事事務所 90

11:20～11:40 E－４ 夏休みの川調べ 大沼　紗由理 けやの森自然塾 94

11:40～12:00 E－５ ペットのフン害一掃運動を実施 米山　昌男 北区河川公園課 98

13:20～13:40 E－６ 「下平井水辺の楽校」を作ろう 佐藤　正兵
中土手に自然を戻す市民
の会

101

13:40～14:00 E－７ 荒川堤防の花景観 須田　裕子 アルゴ都市 105

14:00～14:20 E－８
夏休み親子環境教室・生きものさ
がし

高木　嘉雄 江戸川区公害対策課 109

14:20～14:40 E－９
川口っ子と大滝村っ子のワクワク
出会い

林　美恵子
川口っ子夢交流実行委員
会

113

14:40～15:00 E－１０
荒川笹目橋下流実験池の移りか
わり～自然環境の観点から～

番匠　広 いたばし水と緑の会 117

【芸術文化部門】　（17号館2階　1721教室）

【スポーツレクリエーション部門】　（17号館1階　1713教室）

【スポーツレクリエーション部門】　（17号館1階　1713教室）



15:00～15:20 E－１１
ダイバーからみた江戸前の生き
もの

三富　龍一 水辺を記録する会 121

15:20～15:40 E－１２
荒川はどんなふうに変ることがで
きるか　～自然環境の観点から
～

中野　あゆみ
（財）埼玉県生態系保護
協会

125

15:40～16:00 E－１３ 板橋・荒川河川敷の野鳥たち 栗林　菊夫 いたばし野鳥クラブ 127

（論文のみ） E－１４
自然を愛する心を伝えたい
～バードカービングを通して～

宮下　正之
バードカービングクラブ木
翔舎

131

（論文のみ） E－１５
荒川の野草園　フィールドワーク
活動報告

佐藤・大川・卜部
アモフィールドワーク事務
局

135

（論文のみ） E－１６ 水質をめぐる法規制と問題点 清水　裕子
北区みずとみどりの夢倶
楽部

139

（論文のみ） E－１７
希少生物（ヒヌマイトトンボ）の生
育環境保全事業について

中村　和幸 荒川下流工事事務所 143

時 間 番 号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

10:20～10:40 F-１ 荒川モバイルクラブこの一年
石地まゆみ
山田元樹

荒川モバイルクラブ 147

10:40～11:00 F-２
船中シンポジウム2000荒川流域
ネットワーク

大石昌男
荒川流域ネットワーク実行委
員会　　　　船中シンポジウ
ム2000実行委員会

151

11:00～11:20 F-３
市民参加による「水環境フェア」
への取り組み

大見亨子 （財）日本生態系協会 155

11:20～11:40 F-４
ハローあらかわ生活情報マップ
「ARA」読者の声と情報交流

老沼秀子 あらかわ探検隊 159

11:40～12:00 F-５
ネイチャーリーダー協議会の活
動について（４）

清田秀雄
ネイチャーリーダー協議
会

163

13:20～13:40 F-６ 荒川の水・自然・人 小泉泰通 くさはら会 167

13:40～14:00 F-７
埼玉県大滝村における「宝さがし
活動」と宝資源マップの作成

五月女悦子 メッツ研究所環境計画室 171

14:00～14:20 F-８
ふるさとの川こまがわ市民会議
について

柳川一博 荒川上流工事事務所 175

14:20～14:40 F-９ アメリカと荒川の交流 我田美福 荒川さくらクラブ 179

14:40～15:00 F-１０
荒川知水資料館・パナマ運河博
物館　　　　姉妹博物館協力協定
締結報告

森野香織 荒川知水資料館 183

【地域社会部門】　（17号館1階　1712教室）



15:00～15:20 F-１１
綾瀬川下流浄化対策に関する提
言

樋口幸子 せせらぎグループ 187

（論文のみ） F-１２
荒川下流沿川の「地域戦略プラ
ン」について

清水孝彰
北区みずとみどりの夢倶
楽部

190

時 間 番 号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

15:20～15:40 G-１
浄化対策電力源に自然エネル
ギーを

三井元子
ソーラーの足立をめざす市
民の会

194

時 間 番 号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

11:00～11:20 H-１ 荒川と八十八か所巡拝について 安藤義雄 足立区郷土博物館 198

11:20～11:40 H-２
鉄道と荒川放水路
～放水路開削に伴う路線変更に
ついて～

石川大輔 日本河川開発調査会 202

11:40～12:00 H-３ 「水害対策会談署名軸」について 小花波平六
豊島区文化財保護審議
員

206

13:20～13:40 H-４ 江戸以前の隅田川の橋 谷口　榮
葛飾区郷土と天文の博物
館

210

13:40～14:00 H-５ 続・荒川下流沿岸の野菜 野村圭祐
荒川河川環境保全モニ
ター

214

14:00～14:20 H-６
川にまつわる祭り　　－三匹の獅
子舞－

橋本　要 伝統芸能研究・千町の会 218

14:20～14:40 H-７
放水路開削に伴う「土地収用覚」
（本木町）

矢沢幸一朗 足立史談会 222

14:40～15:00 H-８ 続・宿場遊女とエンマさま 遊佐喜美男 イラストレーター 226

（論文のみ） H-９
北区北部の開発と荒川放水路の
土

芦田正次郎 武蔵野文化協会 229

（論文のみ） H-１０ 河川敷 小泉健男 足立史談会 233

（論文のみ） H-１１ 隅田川の造船所 笹川耕太郎 都立田園調布高等学校 235

【ポスターセッション部門】

発表者氏名

中村宗光

【展示部門】

発表者氏名

【歴史・民俗部門】　（17号館２階　17２３教室）

発表題

実った４年前の提言活動　－綾瀬川浄化対策－

足立区荒川ビジターセンターの活動状況について

発表題

【プラン提言部門】　（17号館1階　1712教室）

荒川の写真展

発表者所属

せせらぎグループ

足立区水と緑の公社

あらかわ学会写真委員会

発表者所属



佐々木　寧

三井元子

足立反プル座

写真が語る荒川放水路

初めての体験

荒川・綾瀬川を渡る核燃料輸送車

ドイツの河川管理とビオトープ政策

川口っ子と大滝村っ子のワクワク出会い

荒川放水路工事写真展

埼玉大学工学部

川口っ子夢交流実行委員会

荒川下流工事事務所

荒川知水資料館


