
●主催：応用生態工学会、応用生態工学会長野、河川生態学術研究会 千曲川研究グループ
●後援：国土交通省 北陸地方整備局、長野県、上田市、信州大学、長野大学、(一社 )北陸地域づくり協会 
　　　　信濃毎日新聞社 

※2　いい川づくりモデル事業箇所（長野県 河川課）
※1　自然再生事業箇所（国土交通省 千曲川河川事務所）

上田駅前 集合（9：10 発）
千曲川 古舟橋※1

中央水産研究所 旧上田庁舎
昼食・移動
湯川 豊昇ふるさと公園※2

上田駅前 解散

9:00
9:20 ～ 10:20
10:40 ～ 11:40
11:40 ～ 14:30
14:30 ～ 15:00
16:00

日時：9月 14 日（土）場所：千曲川古舟橋、中央水産研究所旧上田庁舎、湯川 豊昇ふるさと公園現地見学会現地見学会
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湯川
豊昇ふるさと公園

信州⼤学 繊維学部

中央⽔産研究所
旧上⽥庁舎

JR上⽥駅

千曲川
古⾈橋

（会場：信州大学繊維学部　マルベリーホール）（会場：信州大学繊維学部　マルベリーホール）17：00 ～ 19：0017：00 ～ 19：00●交流会●交流会

日時：令和元年 ９月 13日 ( 金 ) 10：00 ～ 16：40（9：30 受付開始）
会場：信州大学繊維学部　総合研究棟７Ｆ（長野県上田市）

日時：令和元年 ９月 13日 ( 金 ) 10：00 ～ 16：40（9：30 受付開始）
会場：信州大学繊維学部　総合研究棟７Ｆ（長野県上田市）

ワーク
ショップ
ワーク
ショップ

10:00 ～ 10:10

10:10 ～ 11:20

11:20 ～ 11:50

12:00 ～ 13:00

13:00 ～ 13:25

13:25 ～ 13:35

13:35 ～ 14:00

14:00 ～ 14:25

14:25 ～ 14:50

14:50 ～ 15:05

15:05 ～ 15:30

15:30 ～ 15:55

15:55 ～ 16:20

16:20 ～ 16:35

16:35 ～ 16:40

【特別講演】千曲川を災害から考える
　　　　　　　－仁和の洪水・戌の満水・善光寺地震－
【特別講演】千曲川を災害から考える
　　　　　　　－仁和の洪水・戌の満水・善光寺地震－
【特別講演】千曲川を災害から考える
　　　　　　　－仁和の洪水・戌の満水・善光寺地震－

【講演】千曲川の伝統漁法【講演】千曲川の伝統漁法【講演】千曲川の伝統漁法

【研究発表 】 
　　千曲川研究グループの研究テーマと今後の研究の方向性
【研究発表 】 
　　千曲川研究グループの研究テーマと今後の研究の方向性
【研究発表 】 
　　千曲川研究グループの研究テーマと今後の研究の方向性

　　河川のバクテリア生産：水とバイオフィルム　　河川のバクテリア生産：水とバイオフィルム　　河川のバクテリア生産：水とバイオフィルム

　　千曲川中流域における一次生産の変動　　千曲川中流域における一次生産の変動　　千曲川中流域における一次生産の変動

　　羽化トラップを利用した水生昆虫類の二次生産力の推定　　羽化トラップを利用した水生昆虫類の二次生産力の推定　　羽化トラップを利用した水生昆虫類の二次生産力の推定

　　コクチバスの産卵時期と環境特性　　コクチバスの産卵時期と環境特性　　コクチバスの産卵時期と環境特性

　　千曲川中流域に生息する鳥類からみた、
　　　　　　　　　　　食べる -食べられるの関係
　　千曲川中流域に生息する鳥類からみた、
　　　　　　　　　　　食べる -食べられるの関係
　　千曲川中流域に生息する鳥類からみた、
　　　　　　　　　　　食べる -食べられるの関係
　　河川版コンパートメントモデルを用いた
　　　　　　　　　　　複数年間の生物生産性の検証
　　河川版コンパートメントモデルを用いた
　　　　　　　　　　　複数年間の生物生産性の検証
　　河川版コンパートメントモデルを用いた
　　　　　　　　　　　複数年間の生物生産性の検証

【取組紹介】千曲川における自然再生事業の取り組み【取組紹介】千曲川における自然再生事業の取り組み【取組紹介】千曲川における自然再生事業の取り組み

昼食・ポスターセッション（行政、研究機関などの展示・発表）

開会あいさつ

質疑応答

休憩

閉会あいさつ

笹本 正治（長野県立歴史館長）

西沢 徳雄（つけば漁師）

平林 公男（信州大学 繊維学部）

土屋 建司
（国立環境研究所 湖沼・河川環境研究室）

宮原 裕一（信州大学 理学部）

平林 公男（信州大学 繊維学部）

北野 聡       （長野県 環境保全研究所）

笠原 里恵（信州大学 理学部）

傳田 正利
（土木研究所 ICHARM水災害グループ）

吉田 俊康
（国土交通省 千曲川河川事務所）

応用生態工学会  第 18 回  北信越現地ワークショップ  in  長野応用生態工学会  第 18 回  北信越現地ワークショップ  in  長野応用生態工学会  第 18 回  北信越現地ワークショップ  in  長野

～上下流の連続性を考える～～上下流の連続性を考える～～上下流の連続性を考える～
甲武信ヶ岳を源流とする千曲川は、長野市において犀川と合わせて北流し、新潟・長野県境で信濃川と名を変え日本海に流れます。
この日本一の大河である信濃川・千曲川よりもたらされるさまざまな恵みを後世まで引き継ぐため、千曲川における人々の営み
を歴史的観点から俯瞰するとともに、『河川生態学術研究会 千曲川研究グループ』における最新の研究成果や水辺環境の保全・
復元への取り組みについて学び、今後の信濃川・千曲川における環境保全や自然と人との共生のあり方について考えましょう。



連絡先

⽒名 / 所属

電 話 E-mail

参加申込み
事項

⽀払い⽅法

ワークショップ

現地⾒学会（昼⾷代 700 円含む）

※領収書   必要 ・ 必要なし 合計 円

当⽇現⾦払い ・ 振込み
振込先：松本信⽤⾦庫 梓川⽀店
⼝座番号：0064565 ⼝座名：オウヨウセイタイコウガッカイ ナガノ

参加・不参加

参加・不参加交流会

参加・不参加

いずれかに「○」をしてください
参 加 費

正会員・賛助会員

1,500 円

3,000 円 3,000 円

4,000 円（当⽇お⽀払ください）

⾮学会員

2,000 円

学⽣

無料

700 円

参加申込書 送り先ＦＡＸ：0263-87-2514

（公社）土木学会、（一社）建設コンサルタンツ協会の
CPDプログラム認定証明書を発行いたします。
地盤工学会、全国土木施工管理技士会連合会、農業農

村工学会の方は、建設系 CPD 協議会ホームページ
（ http://www.cpd-ccesa.org/unit_assent.php ）から、
「建設系 CPD申請書・受講証明書」をダウンロード印

刷し、必要事項を記入のうえ、会場にご持参ください。

CPD 受講証明書

E-mail：motoki@eac-net.co.jp
TEL：0263-87-2504　　FAX：0263-87-2514
（株）環境アセスメントセンター（担当：元木、柳生）
◎参加申し込み及び問い合わせ先

★申込み〆切：令和元年 9月 5日（木）まで

下記の「参加申込書」にご記入のうえ、FAX 送信
または同じ内容を電子メール、電話でご連絡ください。

●参加申し込みと問い合わせ
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通⽤⼝

通⽤⼝
図書館図書館

機能機械学棟機能機械学棟

事務棟事務棟

講義棟講義棟
先進
繊維工学棟
先進
繊維工学棟

化学・材料棟化学・材料棟

機能高分子学棟機能高分子学棟

応用生物科学棟応用生物科学棟

総合研究棟総合研究棟

感性工学 /
バイオエンジニアリング棟
感性工学 /
バイオエンジニアリング棟

信州⼤学 繊維学部
（上⽥キャンパス）

ミーティングルーム 1
ワークショップ会場

総合研究棟 7F

交流会会場
マルベリーホール

住吉南

住吉北

上田城跡公園

千曲川

城下駅

中央北

中央東

上田菅平 I.C.上田菅平 I.C.上田菅平 I.C.上田菅平 I.C.
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別所線
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別所線
上田電鉄
別所線
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集合･解散
現地⾒学会

繊維学部
信州⼤学

●交通案内

※マイクロバス（定員：30 名）で移動します。
　（要事前申込み）

集合・解散：JR 上田駅温泉口

現地見学会現地見学会

※駐車場の台数に限りがございますので、公共交通機関のご利用を
　お願いいたします。
※昼食は近くのコンビニのほか、大学生協食堂もご利用いただけます。

[ 車 ] 上信越自動車道　上田菅平 IC より約 20 分
交通：[ バス ] JR 上田駅より約 10 分
会場：信州大学 繊維学部（長野県上田市常田 3-15-1）

ワークショップワークショップ

応用生態工学会　第 18 回  北信越現地ワークショップ in 長野応用生態工学会　第 18 回  北信越現地ワークショップ in 長野 9/13( 金 )
 10:00∼ ワークショップ
9/13( 金 )
 10:00∼ ワークショップ

9/14( 土 )

 9:00∼ 現地見学会
9/14( 土 )

 9:00∼ 現地見学会


