
「土木学会水工学委員会水文部会水文研究集会 2011富山」開催報告書 

～治水・治山の歴史から生まれたコンパクトシティ富山から次世代の流域マネジメントを考える～ 

2011 年（平成 23 年）10 月 21 日（金）～23 日（日） 

 

 

【参加費】 

￥３７，５００円 

（但し、2 泊 3 日ホテル宿泊費、夕食・朝食×２、昼食(10/22 分)、会議費、富岩運河乗船

費、立山砂防博物館入館料を含む） 

 

領収書は上記内容で作成させていただきますが、領収書分割の場合は下記の通り作成させていただきます。 

￥１５，３００円（但し、パレブラン高志会館宿泊費として） 

￥１７，２００円（但し、金太郎温泉宿泊費として） 

￥ ５，０００円（但し、参加費として） 

 

【参加人数】 

１５名 

 

【ご注意事項】 

 朝晩は冷えますので、ご注意ください。また、少し歩くところがありますので、運動

靴、防寒着をご準備ください。 

 小型船に 90 分ほど乗ります、船酔いする方は事前にご連絡ください。 

 21 日(金)、22 日(土)の各夜には研究会が開催されますので、皆様ご発表の準備をお願

いいたします。プロジェクターとスクリーンのみ準備いたしますので、PC は各人ご用

意ください。 

 

 

【世話人連絡先】 

０９０－３４０６－３２０７（手計携帯） 

taichi_t5239@ドコモ（手計携帯メール） 

tebakari@pu-toyama.ac.jp（手計 PC メール） 

（なお、富山県内の一部は SoftBank の電波が微弱です。） 

 

  



〔1日目〕2011年 10月 21日（金） 

時間 内容 

１５：００～１６：００ 各自チェックイン（パレブラン高志会館） 

パレブラン高志
こ し

会館
かいかん

（http://www.koshikaikan.com/） 

〒930-0018 富山県富山市千歳町 1-3-1 

TEL：(076)441-2255 ／ FAX：(076)441-1770 

※フロント付近に手計がいますので、お声かけください。 

１６：００ 開会の挨拶 部会長（神田学教授[東京工業大学]） 

１６：００～１７：００ 講演 「河川の自然性と生物多様性を尊重した流域保全技術」 

   高橋剛一郎氏 

（富山県立大学工学部環境工学科 教授） 

１７：００～１８：００ 講演 「とやまの土木のあゆみ」 

   白井芳樹氏 

（㈱オオバ 代表取締役専務） 

１８：００～２０：００ 講師、富山県内の国・県関係者を交えた懇親会 

富山河川国道事務所 所長 氏家清彦様 

富山河川国道事務所 調査第一課長 石井陽様 

(社)富山県建設業協会 専務理事 吉田弥一郎様 

２１：００～ 研究会 

〔高橋剛一郎氏略歴〕富山県生まれ、北海道大学大学院農学研究科博士後期課程修了後、富山県立技術短

期大学助手、同講師、同助教授、富山県立大学工学部准教授、同教授。日本林学会中部支部理事、応用生

態工学研究会幹事、砂防学会誌編集委員。「知床の動物」（北海道図書刊行会、1988 年）、「砂防学概論」（鹿

島出版会、1991 年）、「河川生態環境工学」（東大出版会、1993 年）、「渓流生態砂防学」（東大出版会、1999

年）、「陸水の事典」（講談社、2006 年）、「新富山の水環境」（TC 出版、2009 年）、「図説日本の河川」（朝

倉書店、2010 年）、「野生生物保護の事典」（朝倉書店、2010 年）など著書多数。 

〔白井芳樹氏略歴〕昭和 22 年香川県生まれ、東京大学工学部都市工学科卒業後、建設省入省。国（建設本

省および東北・中部地方建設局、国土庁）、公団（地域振興整備公団本社および新宇多津都市開発事務所）、

自治体（千葉県、長崎県、大阪府、富山県土木部）等で都市計画、土木行政に従事。富山県都市計画課長、

建設省岐阜国道工事事務所長、大阪府土木部副理事、富山県土木部長、同公営企業管理者等を経て平成 13

年退職。財団法人道路空間高度化機構常務理事を経て、平成 16 年から株式會社オオバ代表取締役専務。平

成 17 年東京大学工学博士。「とやま土木物語」（富山新聞社、2002 年）、「都市 富山の礎を築く―河川・橋

梁・都市計画にかけた三人の土木技術者」（技法堂出版、2009 年）。  

http://www.koshikaikan.com/


〔2日目〕2011年 10月 22日（土） 

時間 内容 

８：４５ ホテル出発（パレブラン高志会館） 

〔ご案内〕石井陽様(富山河川国道事務所 調査第一課長) 

９：００ 環水公園（スタバ側）下車 

※2008 年度スターバックス・ストアデザイン賞 

９：３０～１０：４０ 環水公園、中島閘門見学（ボート遊覧） 

１１：０５～１１：２０ 富山市役所 

１１：３０～１１：４０ 神通大橋 

１２：００～１３：００ 昼食（「銀鱗」富山市布瀬本町４－８、TEL: 076-424-7156） 

１３：３０～１３：４０ 富山防災センター 

１３：５０～１４：００ 常願寺川公園 

１４：１５～１４：２５ 安政の大転石（大場） 

１４：３５～１４：４０ 佐々堤 

１４：５０～１５：００ クリーンセンター 

１５：３０～１５：４５ 本宮堰堤 

１６：００～１６：３０ 立山砂防博物館 

１７：３０ 金太郎温泉到着 

金太郎温泉（http://www.kintarouonsen.co.jp/） 

〒937-0013 富山県魚津市天神野新 6000 

TEL：(0765)24-1220 [担当：浦崎氏] 

１９：００～ 懇親会 

２１：００～ 研究会 

 

 

  

http://www.kintarouonsen.co.jp/


〔3日目〕2011年 10月 23日（日） 

時間 内容 

８：４５ ホテル出発 

９：００～ ９：３０ 生地清水の里（徒歩） 

９：３０～１０：００ 杉沢の沢スギ（沢スギ自然館） 

１０：００～１２：３０ 黒部川河口～宇奈月ダム（河川見学） 

〔ご案内〕村田文人様(黒部河川事務所 建設専門官) 

① 黒部川河口(左岸)：河口の様子と連携排砂の効果(砂浜の回復) 

② 福島地先(右岸６ｋ付近)：S44 の破堤地点(霞堤の効果)、巨大

水制(ピストル水制)、やすらぎ水路 

③ 本堰堤：黒部川扇頂部の様子、S44 出水の記録、愛本床止 

④ 宇奈月ダム：排砂設備(ゲート設備と排砂口) 

１３：００～１４：００ ｢道の駅うなづき｣にて昼食 

１５：００ ＪＲ黒部駅（解散予定） 

１６：００ ＪＲ富山駅（解散予定） 

１６：３０ 富山空港（解散予定） 

 

  



〔参加者リスト(敬略)〕 

 
氏名 所属 役職 復路 金太郎 

1 神田 学 東京工業大学 教授 JR 魚津駅(朝) ４７１ 

2 稲垣 厚至 東京工業大学 助教 JR 黒部駅 ４７２ 

3 手計 太一 富山県立大学 講師  ４７２ 

4 陸 旻皎 長岡技科大学 教授 JR 黒部駅 ４７１ 

5 河村 明 首都大学東京 教授 17:15 富山空港 ４７１ 

6 中川 直子 首都大学東京 准教授  ４５１ 

7 天口 英雄 首都大学東京 助教 JR 黒部駅 ４７２ 

8 風間 聡 東北大学 教授 レンタカー ４７１ 

9 小野 桂介 東北大学 博士課程 1 年 レンタカー ４７３ 

10 宮田 俊介 東北大学 修士課程 1 年 レンタカー ４７５ 

11 手塚 翔也 東北大学 学部 4 年 レンタカー ４７５ 

12 菊池 秀哉 東北大学 学部 4 年 レンタカー ４７５ 

13 田中 賢治 京都大学 准教授 17:11 富山駅 ４７２ 

14 小槻 峻司 京都大学 博士課程 1 年 17:11 富山駅 ４７３ 

15 峠 嘉哉 京都大学 修士課程 2 年 17:11 富山駅 ４７３ 

 


