
時 間 番 号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

10:20～10:40 A－１ 彩湖の事業効果について 逢沢　英之
荒川上流工事事務所広域
水管理課

1

10:40～11:00 A－２
多摩川中流域におけるワンド造
成とその後の水質調査

伊藤　譲二 武蔵工業大学 5

11:00～11:20 A－３
航走波対策を考慮した河岸再生
について

大塚　政美
荒川下流工事事務所事業
計画課

8

11:20～11:40 A－４
身近な水辺再生事業「四つ木め
だかの小道」

香取　紀男 葛飾区建設部計画調整課 10

11:40～12:00 A－５
綾瀬川・芝川等浄化導水事業に
ついて

小池　聖彦
荒川下流工事事務所調査
課

14

13:20～13:40 A－６ 荒川に架る橋の景観と技術 小泉　泰通 くさはら会 18

13:40～14:00 A－７
多摩川における伝統工法実習
（牛枠作り）について

白山　輝 武蔵工業大学 22

14:00～14:20 A－８
流域地盤環境データの利活用
について

福武　淳子
荒川上流工事事務所調査
課

25

14:20～14:40 A－９
荒川を快適に利用するために
－橋脚型の固定式トイレ－

増田　治行 足立区土木部公園緑地課 29

14:40～15:00 A－１０ 隅田川下流域の景観評価（１） 望月　崇
隅田川市民交流実行委員
会

33

15:30～15:50 A－１１ 北区における荒川水辺環境整備 米山　昌男 北区建設部河川公園課 37

（論文のみ） A－１２ 平成11年8月洪水について 小池　聖彦
荒川下流工事事務所調査
課

41

時 間 番 号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

10:20～10:40 B－１
多摩川におけるリバースクール
「多摩川学校」の紹介

小山田　準 多摩センター 45

10:40～11:00 B－２
「福祉の荒川づくり」への取り組
み状況

寺西　浩三郎
荒川下流工事事務所事業
調査課

49

11:00～11:20 B－３ 留学生たちの水辺の楽校 林　美恵子
荒川クリーンエイド・フォー
ラム

53

あらかわ学会年次大会　1999　発表プログラム

【河川土木部門】　（17号館2階　1723教室）

【教育福祉部門】　（17号館2階　1722教室）



時 間 番 号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

15:30～15:50 C－１
「水の音源風景」プロジェクトの
実施経過について（前編）

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

57

15:50～16:10 C－２
原風景にみる荒川－映画の中
の荒川－

石川　大輔 日本河川開発調査会 61

16:10～16:30 C－３ あらかわのうた 高野　美代子 戸田の川を考える会 65

（論文のみ） C－４ 秩父冬景－俳句30句－ 石地　まゆみ 未来図 68

（論文のみ） C－５ 荒川クリエーション美術展 森岡　謙二 あらかわ学会美術委員会 41

時 間 番 号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

13:20～13:40 D－１
ゴミを残さず持ちかえろう!!
守って欲しい釣りのマナー

大田桐　正吾 赤羽沙魚倶楽部 75

13:40～14:00 D－２
カナディアンカヌーツアーin赤羽
荒川

加藤　哲也 (株)ワイルドウォーター 77

14:00～14:20 D－３
障害者カヌーの取り組みと展開
について

近藤　敦 障害者交流センター 81

14:20～14:40 D－４ 荒川で豊かな思い出を 志村　紀男 実行委員会事務局 85

時 間 番 号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

10:20～10:40 E－１ 荒川を子供たちに返して下さい 青木　栄一 足立あらかわ市民会議 89

10:40～11:00 E－２
荒川下流におけるコチドリ、コア
ジサシ等の繁殖の現状と繁殖地
整備の必要性について

飯島　政彦
荒川下流の自然を考える
会

91

11:00～11:20 E－３
ミズカマキリ－卵から成虫まで
－

香川　幸太郎 入間市立仏子小学校6年 95

11:20～11:40 E－４ 入間川水質調査 大沼　敦嗣 入間市立野田中学校2年 99

11:40～12:00 E－５
足立区千住新橋緑地左岸「わん
ど広場」の管理と植生及び生物
調査について

小川　清司 （財）足立区水と緑の公社 104

13:20～13:40 E－６
平成10年度河川水辺の国勢調
査（魚介類・底生動物類）

大塚　政美
荒川下流工事事務所事業
計画課

108

13:40～14:00 E－７ 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代表 111

14:00～14:20 E－８ 新河岸川の水循環について 笹内　覚雄
荒川下流工事事務所調査
課

115

【芸術文化部門】　（17号館2階　1722教室）

【スポーツレクリエーション部門】　（17号館2階　1722教室）

【自然環境部門】　（17号館2階　1721教室）



14:20～14:40 E－９
ヒバリのさえずる草原を・１
－荒川河川敷の草刈りアンケー
ト調査－

佐々木　美貴
あらかわ学会自然環境委
員会

118

14:40～15:00 E－１０
ヨシ原の漂着ゴミ除去と自然の
回復について

佐藤　正兵
荒川クリーンエイド・フォー
ラム

122

15:30～15:50 E－１１ 北区荒川河川敷における自然復元とは？
清水　祐子

他4名
北区水とみどりの夢倶楽部 126

15:50～16:10 E－１２
荒川における環境ホルモンの状
況について

杉山　直史
荒川下流工事事務所事業
計画課

130

16:10～16:30 E－１３
草原の蝶の隠れ家－荒川河川
敷－

釣巻　岳人 いたばし水と緑の会 136

時 間 番 号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

15:30～15:50 E－１４
荒川下流の六価クロム公害問
題　　　　　　　－新たな局面を迎
えて－

中村　雅子　　　　五十嵐　隆子　　　影山　秀子公園のクロムを考える会 140

15:50～16:10 E－１５
荒川上流環境地理情報整備に
ついて

西堀　剛志
荒川上流工事事務所調査
会

144

16:10～16:30 E－１６
荒川生物自然生態園から始まる
市民による自然調査

坂本　郁子
釣巻　岳人

いたばし水と緑の会 148

16:30～16:50 E－１７
平成10年荒川下流鳥類繁殖調
査報告

斉藤　彰一
荒川下流の自然を考える
会

151

（論文のみ） E－１８
ヤゴネット（荒川流域こども環境
ネットワーク）の活動

伊藤　浩子
かがみ　りょう

ヤゴネット
ヤゴネット代表

155

（論文のみ） E－１９
都市河川におけるメダカを核とし
た生態系の保全

榎本　和明
他

自然創生しんぽ 158

（論文のみ） E－２０ 野生生物の多いゴルフ場 金子　正雄 (株) 赤羽ゴルフ場 162

（論文のみ） E－２１
ヒバリのさえずる草原を・２
－荒川河川敷の草刈りについて
の提案－

野村　圭佑
堺　かなえ

あらかわ学会自然環境委
員会

165

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発足から今
日まで

石地　まゆみ
田中　尚文　他

荒川モバイルクラブ編集部 169

10:40～11:00 F－２ あらかわ探検隊'99 老沼　秀子 あらかわ探検隊 173

11:00～11:20 F－３ 荒川は200Kmです 大石　昌男 戸田の川を考える会 177

11:20～11:40 F－４
四国三郎・吉野川の洪水遺跡を
訪ねて

大平　一典 建設省徳島工事事務所 180

【自然環境部門】　（17号館2階　1711教室）

【地域社会部門】　（17号館1階　1713教室）



11:40～12:00 F－５ コミュニティ空間としての荒川 岡村　直樹 日本旅行作家協会 184

13:40～14:00 F－６
ネイチャーリーダー協議会の活
動報告(3)

清田　秀雄 ネイチャーリーダー協議会 187

14:00～14:20 F－７
今後の事業実施プロセスについ
て

小島　優
荒川下流工事事務所調査
課

191

14:20～14:40 F－８
発進! 第2期川口ARAKAWA
フォーラム

堺　かなえ 川口ARAKAWAフォーラム 193

14:40～15:00 F－９
野草園・観察池の活動報告につ
いて

佐藤　修 アモアフィールドワーク 197

15:30～15:50 F－１０ 毛長川大捜査線
佐藤良子､仲間明日
香、門脇聖一､出倉

美香
足立区立古千谷小学校 201

15:50～16:10 F－１１ 荒川は安全か？ 定野　司 足立区前災害対策課長 205

16:10～16:30 F－１２
中山道板橋宿の景観構造と水
路

島　正之 千葉工業大学 210

時 間 番 号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

10:40～11:00 F－１３
行政と市民を結ぶ「川の日」の
取り組み

角野　道郎 戸田の川を考える会 214

11:00～11:20 F－１４ 北区荒川市民会議に参加して 野口　誠
北区みずとみどりの夢倶楽
部

217

11:20～11:40 F－１５ 板橋荒川市民会議に参加して 野中　滋
荒川下流の自然を考える
会

223

11:40～12:00 F－１６
荒川下流の一自然保護団体の
歩み

林　友也
荒川下流の自然を考える
会

227

13:40～14:00 F－１７
荒川上流における夜間・休日パ
トロール

柳川　一博
荒川上流工事事務所管理
課

231

14:00～14:20 F－１８ 荒川金宝・川まつり 山口　浩人 荒川学舎・秩父 233

14:20～14:40 F－１９ 荒川モバイラーとしてみた荒川 我田　美福 荒川モバイルクラブ 237

14:40～15:00 F－２０
荒川下流域へ拡大続ける“東京
大都市園”

清水　孝彰
北区みずとみどりの夢倶楽
部

241

（論文のみ） F－２１ ARA読者の声
卜部　楊

大川　真希子
佐藤　たみ子

ARA事務局 245

（論文のみ） F－２２ 荒川源流を探る 北村　武彦 日本山岳会 249

（論文のみ） F－２３ あらかわ市民会議第1期を経験して 西尾　隆司 足立区あらかわ市民会議 252

（論文のみ） F－２４ 集客の広範、グンと拡がる 八木　敕 荒川知水資料館 256

（論文のみ） F－２５ 一滴の雫から 小澤　昭次郎　 足立区あらかわ市民会議 260

【地域社会部門】　（17号館1階　1712教室）



（論文のみ） F－２６ 荒川を渡る核燃料輸送と防災 矢内　信悟 足立反プル座 262

時 間 番 号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

15:00～15:20 G－１
荒川を軸とした埼玉県エコロジカ
ル・ネットワーク構想に関する研
究

安東　正行
（財）埼玉県生態系保護協
会

266

15:20～15:40 G－２
荒川市民会議の生殺与奪権は
建設省にあり?

岡島　桂一郎 荒川をよくするkoto 270

15:40～16:00 G－３ 自然エネルギー利用を荒川で! 三井　元子
ソーラーの足立をめざす市
民の会

274

16:00～16:20 G－４
「川の日」ワークショップの理念
と事業

山道　省三 全国水環境交流会 276

（論文のみ） G－５ 川口市・旧芝川の浄化 西尾　三枝子
（財）埼玉県生態系保護協
会　川口・鳩ヶ谷支部

278

時 間 番 号 発 表 題 発表者氏名 発 表 者 所 属 頁

10:20～10:40 H－１ 忠臣蔵は江戸の川から 芦田　正次郎 武蔵野文化協会 282

10:40～11:00 H－２ 荒川放水路開削に至る経緯 安藤　義雄 足立郷土博物館 286

11:00～11:20 H－３ 石神井川の歴史と流域の変遷 伊藤　壮裕
隅田川市民交流実行委員
会

290

11:20～11:40 H－４ （国指定史跡）見沼通船堀 鈴木　甫 尾間木史跡保存会 294

11:40～12:00 H－５
荒川－ポトマック－桜の縁（エニ
シ）

根本　光子 荒川さくらクラブ 298

13:20～13:40 H－６ 三河島の漬け菜 野村　圭佑
あらかわ学会歴史民俗委
員会

302

13:40～14:00 H－７ 通運丸に乗った森鴎外 橋本　要
あらかわ学会歴史民俗委
員会

306

14:00～14:20 H－８ 荒川西遷と同時代の治水工事 平田　修一 関東郡代伊奈サミットの会 310

14:20～14:40 H－９ 川が取り持った漁村と農村の絆 遊佐　喜美男 イラストレーター 314

（論文のみ） H－１０ 荒川の河岸と水神 小花波　平六 庚申懇話会 318

（論文のみ） H－１１ きねがわの杜若（カキツバタ） 谷口　榮
葛飾区天文と郷土の博物
館

322

【地域社会部門】　（17号館1階　1712教室）

【歴史民俗部門】　（17号館1階　1711教室）



発表者氏名

石田　好拡

薄井　洋一

三井　元子

山口　浩人

発表者氏名

大嶋　賢洋

　

林　美恵子

　

【ポスターセッション部門】　
展　示　内　容 発　表　者　所　属　

荒川・綾瀬川のダイオキシン

自然エネルギーを荒川で！

「荒川モバイルクラブ」発足から今日まで

荒川金宝・川つくり－荒川学舎・秩父の自然回復への試み－

荒川モバイルクラブ編集部

せせらぎグループ

ソーラーの足立をめざす市民の会

荒川学舎・秩父

荒川を渡る核燃料輸送と防災 足立反プル座

毛長川大捜査線 古千谷小学校

荒川中土手によみがえった自然 中土手に自然を戻す市民の会

【展示部門】　
展　示　内　容 発　表　者　所　属　

荒川－ポトマック－桜の縁 荒川さくらクラブ

ARAホームページ ARA編集部

荒川と水辺の写真館 あらかわ学会写真委員会

留学生が環境教育に使ってるのはどんな教科書 荒川クリーンエイド・フォーラム


