
 

 

 

 

 

 

第 2回 氾濫原・湧水帯生態系ネットワーク推進部会 

の開催について 

 

 

１．開催日時等：  令和 3年 3月４日（木）13:00～15:00 

内容：イタセンパラ生態系ネットワーク計画およびハリヨ生態系ネットワーク計画に関する

取り組みについて（進捗報告と今後の方針案） 

場所：木曽川上流河川事務所 ダム統合管理所 ２階会議室 

２．配布先      岐阜県政記者クラブ、一宮日刊記者会 

３．その他    ・情報の公開については希少種に関するさまざまな情報が含まれるため、取り扱い注意とさ

せていただきます。また、議事の内容により、会議の一部を非公開とさせていただく場合が

ございます。 

・報道関係者及び一般の方の傍聴については、事前申し込みの上、会場前受付後、入場を

お願いします。尚新型コロナ対策として、人数制限をさせていただくことがあります。 

            事前申し込みにつきましては、下記メールアドレスまで氏名、年齢、所属を記入の上 3 月 3

日(水)17時までに送付してください。 

         ・委員のメンバーは別紙のとおりです。 

 

４．問合せ先   国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所 

           〒500-8801 岐阜市忠節町 5-1／TEL：058-251-1378／FAX：058-251-1150 

総括保全対策官 岩田 幸雄（いわた ゆきお）／河川環境課長 笠井 良彦（かさい よしひこ） 

宛先 Mail：cbr-kankisojyo＠mlit.go.jp 

概  要  

木曽三川流域生態系ネットワーク推進協議会は、流域の市民・自治体・有識者・河川管理者が

集まり、川と共に育まれてきた流域の自然や文化を保全・活用し、地域の魅力を向上させるととも

に、人と自然・人と人との絆を深めることを目的とした協議を進めています。 

この協議会の下、氾濫原（指標種：イタセンパラ）や湧水帯（指標種：ハリヨ）における取り組み推

進について検討するために設置された部会を下記のとおり開催しますので、お知らせいたします。 
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国土交通省国土交通省

令 和 3 年 3 月 3 日 

国土交通省中部地方整備局 

木曽川上流河川事務所 

地域との絆・安心・潤い・憩いの木曽三川



号 所属・役職等 氏名

岐阜大学  応用生物科学部  准教授  伊藤  健吾

◎岐阜大学  工学部社会基盤工学科 教授  篠田  成郎

岐阜協立大学  地域創生研究所  教授  森  誠一

元  岐阜県立華陽フロンティア高等学校  校長  安田  守

岐阜県水産研究所  専門研究員  米倉  竜次

世界淡水魚園水族館 アクア・トトぎふ  館長  兼  展示飼育部  部長  池谷 幸樹

はりんこネットワーク  川合  千代子

東海タナゴ研究会  代表  北島 淳也

愛知県  環境局  自然環境課  課長  來住南  輝

岐阜県  環境生活部  環境企画課  課長  岩田  秀樹

岐阜県  県土整備部  河川課 課長  鈴木  宏一郎

岐阜県  農政部  農村振興課  課長  山田  和浩

一宮市  教育委員会  一宮市博物館  事務局長  竹田  利典

岐阜市  環境部  環境保全課  課長  前田  勝人

大垣市  生活環境部  環境衛生課 課長  青井  明彦

羽島市  教育委員会  生涯学習課  課長  酒井  茂

瑞穂市 教育委員会 生涯学習課 課長  児玉  睦

海津市 教育委員会  社会教育課  課長  水谷  守宏

養老町 住民福祉部 生活環境課  課長  問山  剛

垂井町 教育委員会 生涯学習課  課長  川瀬  桂一郎

神戸町 教育委員会 教育部  教育課  課長  宇野  聡

輪之内町  産業課  課長  松井  和明

池田町 教育委員会 社会教育課  課長  横幕  大祐

環境省  中部地方環境事務所  統括自然保護企画官  坂口  隆

※農林水産省  東海農政局  農村振興部  農村環境課  課長  山田  昇

木曽三川流域生態系ネットワーク
氾濫原・湧水帯生態系ネットワーク推進部会委員名簿

◎部会長     ※オブザーバー

学識

民間団体
等

行政関係
者

事務局
国土交通省  中部地方整備局  木曽川下流河川事務所

国土交通省  中部地方整備局  木曽川上流河川事務所



号 所属・役職等 氏名

 岐阜大学　工学部社会基盤工学科　教授 篠田　成郎

 ◎静岡大学  学長補佐室  特任教授・URA 武田  穣

 岐阜大学地域環境変動適応センター　特任助教 永山　滋也

 日本福祉大学　副学長 福田　秀志

 岐阜協立大学　地域創生研究室　教授 森　誠一

 岐阜県水産研究室　専門研究員 米倉　竜次

民間
団体等

 ビオトープ・ネットワーク中部　代表 長谷川　明子

 愛知県　建設局　河川課長 岡島　充典

愛知県　環境局　自然環境課長 來住南　輝

岐阜県　県土整備部　河川課長 鈴木　宏一郎

岐阜県　農政部　農村振興課長 山田　和浩

一宮市　教育委員会　一宮市博物館　事務局長 竹田　利典

岐阜市　環境部　環境保全課長 前田　勝人

大垣市　生活環境部　環境衛生課長 青木　明彦

羽島市　教育委員会　生涯学習課長 酒井　茂

環境省  中部地方環境事務所  統括自然保護企画官　併　野生生
物課長

坂口　隆

※農林水産省  東海農政局  農村振興部　農村環境課長 山田　昇

国土交通省　中部地方整備局　河川部　河川環境課長 末松　義康

国土交通省　中部地方整備局　木曽川下流河川事務所　所長 髙橋　一浩

国土交通省　中部地方整備局　木曽川上流河川事務所　所長 髙橋　裕輔

◎座長  ／  ※オブザーバー

木曽三川流域生態系ネットワーク推進協議会
委員名簿

事務局

国土交通省  中部地方整備局  木曽川下流河川事務所

国土交通省  中部地方整備局  木曽川上流河川事務所

学識者

行政関
係者



号 所属・役職等 氏名

学識 ◎静岡大学  学長補佐室  特任教授・URA 武田  穣

※株式会社十六銀行  法人営業部地域開発グループ  課長 浅野  直哉

トンボ池を守る会  会長 可児  幸彦

生活協同組合コープぎふ  組合員  理事 近松  香代

一般社団法人 ClearWaterProject  代表理事 瀬川  貴之

中部電力株式会社  環境・地域共生室環境経営チームスタッフ
課長

田原  英二

NPO法人 森と水辺の技術研究会  理事長 野村  典博

三井住友信託銀行株式会社  一宮支店  次長 三輪  孝生

愛知県  環境局  自然環境課  課長 來住南  輝

岐阜県  環境生活部  環境企画課  課長 岩田  秀樹

岐阜県  県土整備部  河川課  課長 鈴木  宏一郎

岐阜県  農政部  農村振興課  課長 山田  和浩

一宮市  教育委員会  一宮市博物館  事務局長 竹田  利典

岐阜市 環境部 環境保全課  課長 前田  勝人

大垣市  生活環境部  環境衛生課  課長 青井  明彦

羽島市  教育委員会  生涯学習課  課長 酒井  茂

環境省  中部地方環境事務所  統括自然保護企画官 坂口  隆

※農林水産省  東海農政局  農村振興  部農村環境課  課長 山田  昇

木曽三川流域生態系ネットワーク協働による推進手法検討会議
委員名簿

◎部会長　　※オブザーバー

民間団
体等

行政関
係者

事務局
国土交通省  中部地方整備局  木曽川下流河川事務所

国土交通省  中部地方整備局  木曽川上流河川事務所


