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今年度の冬季研究会は好評だった昨年度と同じスタイルを採用し、特定の

テーマについて会員から話題提供をしていただき、じっくりと議論することを

目的としています。今回は『河川政策から水循環政策への転換』という題名で、

仁連孝昭会員から報告していただくことになりました。 

1997年に河川法が改正されましたが、わが国には地表水と地下水を統一的に

管理する政策がいまだ確立されていない状況にあります。ダム・河口堰中心の水

資源政策の再考、身近な水辺環境の復活、豊かな湧水を支える地下水の再評価、

内湾や湖沼に代表される閉鎖性水域の水質管理等、将来の水資源・環境を考えて

いく際に、検討すべきテーマはたくさんあります。今回の研究会をきっかけに、

研究テーマとして、そしてより実践的な活動領域として、多くの人たちと議論を

交わし、交流することができれば、と考えています。多くの方のご参加をお待ち

しております。 

 
＊なお、資料準備等がございますので、参加される方は下記担当者までご連絡ください。

また、研究会終了後、懇親会を予定しております。懇親会にご参加の予定の方は下記

担当者までご連絡いただけますよう、お願いいたします。 

 ２００３年度 冬季研究会 
河川政策から水循環政策への転換 
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2004 年度研究大会は、夏期、冬期研究会の内容を一層充実させる目的で、多くの参加者を期待して、

下記のテーマとして実施することが決まりました。 

 

研究大会テーマ：「水循環と自然再生」 

改正河川法，環境基本法、農業基本法も含め、あら

ゆる施策に環境と住民参加が重視されるようになり

ました。また、新たに平成１４年１２月に「自然再生

推進法」が制定され平成１５年1月から施行されるよ

うになりました。次年度の研究大会は、こうした自然

重視の考え方を背景に水問題も流域単位での量、質

及び循環を捉えた総合的な視点が求められていま

す｡昨年度テーマ「地域社会と水環境」を発展させ、

流域から国土さらには広域エリアも対象とした地球

規模の水循環も視野に入れて、２１世紀の水、環境に

関する課題を議論したいと考えています｡地域社会

の表情は、地形、植生、動物、空間そして、水という

自然の造形物が織り成して創られ、千変万化しなが

ら時とともに移りますが、適正な循環が維持されな

ければ、自然も文化も持続しないと考えられます｡持

続可能な発展が常に問題となる現代において、人類

が永続的に生存できる環境のあり方とは何か、自然

の循環との関連でいろんな研究成果、問題提起を期

待しています｡ 

会員各位や水循環、自然再生に関心ある方、関連し

た話題の提供者は、ぜひ研究大会での発表を応募し

ていただくようお願い申し上げます。   

                      

水資源・環境学会 企画委員会 

今回は、水循環と人、自然とのさまざまな関係を

再発見し、水のある風土や自然が循環をキーワード

に持続可能な地域社会づくりや地域文化、環境改善

に及ぼしている効果を総合的に究明し、水問題の発

掘や解明、水循環の適正化についてより深く検討し

たいと考えました。また、地域社会における水環境

の創出や活用の挑戦的な取り組み、さらに社会実

験、制度設計、社会システムのあり方など、水と環

境に関するあらゆる報告についても歓迎します。 
 

なお、上記テーマにかかわる報告のほか、自由論題

での報告も募集しています。報告を希望される方は、

ファックスまたは電子メールにより「報告者名、タイトル

及び400字程度の要旨」を下記の応募先までお送りく

ださい。 

      水資源・環境学会研究大会事務局 

2004年度 水資源・環境学会研究大会のご案内 

 

 

     【大会会場】 大学コンソーシアム京都・キャンパスプラザ京都 

               〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下ル 

               （JR京都駅ビル駐車場西側・京都中央郵便局西側） 

               TEL:075-353-9111 FAX:075-353-9121 

  

       【大会日時】 2004年6月5日 

   

            【応募締切】 2004年2月25日（水） 

  

            【発表原稿締切】 2004年5月17日（月） 

  

            【応募・問合せ先】  若井 郁次郎（大阪産業大学 人間環境学部） 

                       〒５７４－８５３０ 大阪府大東市中垣内３丁目１番１号 

                       TEL: ０７２－８７５－３００１ （内線７７５４） 

                       FAX: ０７２－８７１－１２５９ 

                       E-mail: wakai@due.osaka-sandai.ac.jp 
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【1日目】 高知県庁 

前日まで冷夏のため空模様を心配していたが、初

日は青空と白雲が広がる本格的な夏空になり、「さ

すが、南国土佐！」と叫びたくなる天候になった。 
集合場所の高知県庁の玄関に、それぞれ空路、線

路、道路で来られた参加者が一人、またひとりと到

着し迎える。全員そろったところで四万十川流域

振興室を表敬訪問する。笹岡貴文室長はじめ応対

者に挨拶後、会議室に案内される。本学会との研究

交流を深めたいため、以前よりお願していた高知

大学名誉教授の今井嘉彦先生も臨席するなかで、

早速、事前にお願いしていた内容について研究交

流を始める。 
 
① 高知県環境基本計画 
この計画は、平成8年3月制定の高知県環境基本

条例により平成9年2月に策定され、平成18年度ま

での10年計画である。基本理念として、①高知らし

さあふれる環境の保全・創造、②パートナーシップ

で築く循環型社会、③地球環境保全の推進、の3本
柱が掲げられている。そして、この計画では、基本

理念の達成度を検証していくために11分野23項目

の数値目標が定められており、これらの現状を計

画期間半ばの平成13年度末等で概観すると、土木

事業的な性格をもつ目標項目が多いためか、目標

達成への進捗度が速く、興味深い。現在、環境基本

計画は平成14年度より見直し作業に入っているも

のの、進行は芳しくないとのとのことであった。 
 
② 森林環境税 
全国一の森林県である高知県は、県民自らが水源

の保全や森林づくりに県民の参加意識の高揚が重

要と考え、平成13年の知事年頭所感を受けて新税の

検討を始め、県民や森林所有者へのアンケートもふ

まえ、平成15年2月24日提出の県条例により同年4
月1日より施行された。この税は、森林がすぐれても

つ水源かん養を含むより広い公益機能を高めるた

めの新税創設であることから、当初は法定外目的税

として水道課税方式により出発したが、税徴収にと

もなうシステム変更の経費が予想外に高いことが

明らかになり、県民税として位置付けられるという

経緯があり、現在に落ち着いた。課税方式は均等割

の超過課税であり、課税額は個人、法人ともに年額

500円で、年約1億4千万円の収入が見込めるとのこ

とである。ただし、課税期間は平成15年度より5年間

と限定されており、5年経過後、点検・検討されると

いうことである。税は高知県森林環境保全基金で管

理され、県民参加の森づくり推進事業と森林環境緊

急保全事業に使われる。なお、高知県では、木が並

び、森のイメージがする11月11日を「こうち山の

日」として定め、県民の森林への理解と関心を高め

ることとなった。 
 

③ 四万十川流域保全 
「日本最後の清流」として、その名が全国に知ら

れている四万十川に話題が移る。四万十川に対して

高知県では、平成7年度において、平成8年度に始ま

る10カ年計画「清流四万十川総合プラン21」を策定

し、四万十川の保全や地域振興のための総合的な流

域づくりを行ってきたが、さらに環境をテーマとし

魅力と誇りある流域づくりを強く進める「高知県四

万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例」

（通称、四万十川条例）を平成13年4月1日より施行

 

2004年度夏季現地研究会第一報！ 

            ～郡上八幡の夏・水と親しむ町～ 
 

  2004年の夏季現地研究会は岐阜県の郡上八幡に行く予定で、現在、企画を進めています。徹夜 

  踊りで有名な郡上八幡ですが、水と親しむ町としても大変有名です。町の中を歩き、静けさの 

  中に聞こえる水の音に耳を傾けてみたいものです。少し足をのばしてひるがの高原（長良川と 

  庄川の分水嶺）に行くのもいいですね。時期は8月上旬、恐らく１泊2日の研究会になると思い 

  ます。詳細が決まり次第、学会ホームページまたは次号ニューズレターでお知らせします。 

2003年度水資源・環境学会夏季現地研究会 

『四万十川流域紀行』（2003年8月4日～6日）報告 
                              若井 郁次郎（大阪産業大学） 



している。この条例では、四万十川とその流域の将来

像が10項目にわたり述べられ、予防、循環、共生、地

域固有及び調和の5基本原則のもとに、清流・水辺・生

き物回廊地区、景観保全・森林等資源活用地区、人と

自然の共生モデル地区及び原生林保全地区の4重点地

域が指定されることになった。現在、この条例の具体

化のために上述した将来像が、四万十・流域圏学会を

中心に地元の小中学校も参加し、作業が進められてい

る。なお、河川条例は、宮城県が最初に制定し仙台市

の広瀬川で施行されたことから、高知県は2番目に制

定したとのことである。そして県内の施行第1号は鏡

川で、四万十川は2番手であった。また、多自然型工法

の導入も愛媛県喜多郡五十崎町の小田川が最初で、四

万十川は2番目ということであった。四万十川の水質

は水質基準を満たしているが、多糖類が原因と推定さ

れる泡発生問題、工事にともない多量に出てくる鉄バ

クテリア問題など課題が山積しているため、新たな水

質基準づくりや、流域振興のあり方などが前向きに検

討されているところである。 
以上について概要説明を受けて質疑応答を経て、こ

の研究交流会を終えて県庁を辞し、一行は、この日の

宿泊先である梼原町を目指し西へ一路走る。予定より

遅れて民宿に到着するや、「雲の上温泉」に直行し温

泉に体を沈め、汗と長い旅の疲れを洗い流す。入浴後、

再び民宿に帰り、採りたての野菜、地元の山菜、渓流

の女王アメゴなど心ゆくまで地産地消し談論を交わ

しながら、夜もふけ、一人ふたりと床に就く。 
 

【2日目】 四国カルスト高原、梼原町役場、四万十川

下り 

明けて翌日は、採れたて、絞りたてのトマトジュー

スで目を覚まし、朝食をいただく。午前中は四国カル

スト高原へ向かう。本来ならば、梼原町の東に隣接す

る東津野村の四万十川水源を訪問する予定であった

が、かなり遠方で時間的に無理だということで断念し

た。 
 
（１）四国カルスト高原 
さて、四国カルスト高原では、風力発電用の3枚羽根

風車2基がゆっくりと回るなかで、土佐褐毛牛やホル

スタイン牛が放牧されている、のどかな風景を写真に

納める。また、梼原町設置の風力発電の電光表示をみ

ると、風速毎秒2～3メートルの風を受け、回転翼が動

いているものの発電量はゼロであり、全員不思議に思

う。午後、梼原町役場で聴いたところ、毎秒5メートル

の風でようやく発電しだすということである。カルス

ト独特の自然地形を心ゆくまで堪能し終えて、名物の

新鮮な牛乳を使ったソフトクリームに全員舌鼓を打

つ。この間、静寂。小休止して梼原町役場へ走り、途

中、四万十川の源流らしきところで下車し、岩走る清
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冽な清水を橋上より見やる。昼食後、いよいよ梼原町

役場を訪問し、四万十川上流域における水環境や地

域資源の保全についてヒアリングに入る。 
 
（２）梼原町役場 
① 国際基準による森林認証 
梼原町では、町面積の約91パーセントが森林である

が、林業就業人口の減少と高齢化により林業が低迷

していることから森林を保全し、地域産業を振興す

ることを狙い、平成12年9月に梼原町森林
も り

づくり基本

条例を公布・施行した。これは、森林機能を高度に発

揮させ、林業の持続的発展を町民参加により行う条

例である。しかしながら、地域環境保全と林業を両立

させるには、この条例だけでは十分でないと認識し

た梼原森林組合では、今後のグリーンコンシュー

マーの増加を見込み、平成12年10月に森林認証制度

（FSC：Forest Stewardship Council）による国際森

林認証を国内で初めて取得した。そして、林業振興を

行うため町産材の利用を促進するだけでなく、町独

自による間伐士や造材士の認定を行い、林業の担い

手を育てている。町外より5名が転入し林業に従事し

ている（後に1名は事情により離職）。 
 
② ISO認証取得 

梼原町では、今年の5月29日に環境ISOを認証取得

したところであり、市町村では全国で4番目、高知県

内では1番目である。その環境方針によれば、「森林
も り

と水の文化」を継承することが基本理念に謳われて

おり、役場では一丸となって取組んでいる。なお、ISO
認証取得にあたっては、本学会員の西田一雄氏が構

築の一部を指導されたことを申し添えておきます。 
 
③ 風力発電 
前述したように高知県と愛媛県の両県にまたがる

四国カルスト高原内の標高約1,300メートルの位置

に梼原町が設置した風力発電施設が立地している。

この風力発電機はデンマーク製で定格出力600キロ

ワットの発電能力がある。町では平均風速毎秒7.2
メートル、利用率36.1パーセントの前提で年間350万
キロワットの発生電力量、約4,200万円の売上が予想

されている（売電単価11.5円）。償還期間は17～18年
という。ISO認証取得もあって、この風力発電だけで

なく、太陽光発電も奨励されており、従来の水力発電

とあわせて自然エネルギーによるエネルギー供給へ

の道を歩み始めている。今後、風力発電施設20基を増

設する町営電気事業の拡大計画があるが、生態系へ

の影響を懸念する愛媛県が消極的である、とのこと

である。 
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まず案内していただいた所は土佐西南大規模公

園である。ここより四万十川河口および黒潮流れ

る太平洋が一望できる。以前から四万十川河口を

見たいと思っていたことが、いよいよ実現する。な

るほど、雄大な光景である。説明によれば、河口部

付近の海岸は浸食され防波堤護岸の一部が崩れ、

復旧作業と養浜が進められており、養浜用の砂は

瀬戸内海より供給されているという。また、河口部

に砂の小山があり、洪水時に四万十川が暴れない

ための工夫であるという。対岸部には、勝れた河口

風景を損なう大きな建物や三重塔らしいものが建

ち、まことに風情を無くしていた。 
 
② アマモ場 
河口より折り返し､四万十川左岸を上流に向か

う。河口に近い下田地区に行き、そこでアマモ場

（汽水域ワンド）の再生実験が行われている現場

を見学する。アマモ場の再生は、四万十川固有魚で

あるアカメの稚魚の生息場所になるとのことであ

る。この魚は深い渕に静かに生息し、いたってのん

びり屋さんのため、近年ではブラックバスの好餌

となり、河川地形の直線化とあいまって、減少する

傾向にあるそうである。アマモ（コアマモ）は川底

が砂場で水位の変動が少ないところに繁茂すると

いう説明であったが、見学したときは、川底の泥が

堆積していてアマモを見ることはできなかった。 
 
③ 中筋川植生浄化施設（きらら） 
四万十川に右岸側より合流する中筋川に左岸よ

り流入する井上川の家庭排水を自然の力で浄化す

る施設である。この施設は四万十川と中筋川のは

さまれた背割堤にある。さて、井上川の家庭排水

は、平時には中筋川に流入せずに、この浄化施設に

流れるようにしてあり、流入後、植生部（植生浄

化）、木炭などの各槽（接触材による接触沈殿）及

び礫間部（礫間接触酸化）を流下する過程で水を浄

化するシステムであるが、現在では維持管理が十

分でないため浄化能力は低下しているようであ

る。 
 
④ 入田柳林 
四万十川右岸に入り、坂本渡船場で小休止をと

り、さらに右岸を上流に向かうと、入田地区に到達

する。ここより対岸部の柳林を遠くに見る。かつて

ここで四万十川は、この地点よりさらに右岸側寄

りに流れていたが、築堤後には直線的な川筋とな

り、現在の姿になった。現在、河川敷に樹木が生育

するなどして流水疎通の阻害になっているとの説

明があった。また、以前の堤防は間知ブロック張護

岸であったが、今は覆土され植生が見られる。 
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（３）四万十川下り 
予定時間を超過して梼原町役場を出発する。途中、

役場近くにある維新の門を訪ね、自由と平等を夢見

た志士たちの群像を見、明治維新を思いつつ、いよい

よ梼原町を起点とする四万十川下りが始まる。国道

197号を西に走り、その後県道26号に入り梼原川を下

る予定であったが、道を間違えたのか、時おり出会う

豪雨のなかを日吉村、広見町および松野町を経て西

土佐村に入り、広見川が四万十川に合流するJR予土

線江川崎駅付近にて、やっと四万十川が視野に入っ

てくる。結局、三角形の2辺を走行したことになった。

天候も回復し晴れてきたので、ここらあたりで、ひた

すら走り続けた疲れを癒すため、国道441号右岸側の

津大橋（西土佐村）脇の駐車場に車を入れる。しばし

駐車場や津大橋より眼下に見える、豊かな水量と

ゆったりと蛇行する流れ、親子連れの水遊び、もんど

り仕掛け（地元ではコロバシ漁という）によるうなぎ

捕り（釣果はゼロのようでした）など四万十川と聞い

て思い浮かべる風景を鑑賞する。また、カヌーで川下

りを楽しむ人たちに手を振り交歓する。さて、休憩も

終え津大橋を渡り、今度は左岸側に変わった道路を

ゆるやかに蛇行する四万十川沿いに走る。車中より

刻々と変化する四万十川の景色に感嘆の声が聞こえ

る。一路、沈下橋を目指して走る。まず、岩間大橋に

たどり着き、道路上より遠望する。続いて、勝間橋（鵜

の江沈下橋）に行き、ここで沈下橋を渡り実感すると

ともに、川に石を投げるなど童心に帰る。ただし、こ

の付近の川水は抹茶色（原因である藻類は何でしょ

うか）であり、しかも淀んでおり、四万十川イメージ

を打ち砕くものであった。沈下橋で心ゆくまで遊び

終えて、宿泊先の中村市に向けて再び走り出す。その

後も絵葉書や写真に出てくる四万十川の川風景に出

会い、名残惜しむように垣間見ながら進む。途中の道

路分岐点で中村市への改良済道路もあったが、今回

はあくまでも四万十川にこだわり続けたので、出会

いに大変苦労するが、未改良道路を選び走り続けた。

やっとのことで宿泊所に着き、手続き後、温泉に入り

長いドライブの疲れを癒し、生き返った気持ちで夕

食、歓談といつものように夜を過ごす。 
 
【3日目】 四万十川下流域、トンボ王国 

目が覚めるや、普段できない朝風呂と洒落込む。心

身ともにさわやかになり、急にお腹が空き、朝食のた

め食堂に行き、和食組、洋食組が接して全員仲良くい

ただく。食後の短い歓談もすみ、各自自室に戻り最終

行程の準備に急ぐ。定刻どおり国土交通省中村河川

国道事務所の方が来られ、簡単な打ち合わせ後、3台
の車に分乗し宿泊所を後にして出発する。 

 
（1）四万十川下流域 

① 四万十川河口 



ログラムを終え、列車待合時間を利用してJR中村

駅前のうなぎ屋で全員そろって最後の午餐、いや

昼食をいただく。四万十川の天然鰻かどうか聞く

のを忘れたが、われわれの注文により蒲焼の在庫

がなくなり、早速、のれんが降ろされた。お腹も落

ち着き幸せになったところで、予定列車の入線時

刻が近づき現地解散となる。各自、線路、道路で長

い家路についた。 
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（２）トンボ王国 
最後の訪問先であるトンボ王国へ向かう。到着後、

お世話になった中村河川国道事務所の方にお礼を述

べ、別れる。トンボ王国では自由行動とした。トンボ

は期待していたほどたくさん観察することはできな

かったが、タニシの赤い卵、水生・陸生植物の花など、

それなりに自然の営みを満喫することができた。 
こうして2泊3日の夏季現地研究会のてんこもりプ

 

 

 
  

  

  

 長らく休止状態にあった水資源・環境学会叢書から、久々に新しい本を刊行することができました。 

 『水資源・環境学会叢書４ 水資源政策の失敗－長良川河口堰－』（著者：伊藤達也・在間正史・ 

 富樫幸一・宮野雄一、発行：成文堂、定価：2,200円）です。著者の４人はいずれも水資源・環境学 

 会に所属し、これまで長良川河口堰、徳山ダム問題等、名古屋大都市圏の水問題を中心に活発な研 

 究・裁判活動を行ってきましたが、今回の叢書は長良川河口堰問題の集大成とも言うべきものです。 

 ご一読いただけますよう、お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学会叢書の充実にご協力下さい  

 

水資源・環境学会としましては、今回の学会叢書４の刊行を機に、改めて叢書出版活動を強化、活発化

させていきたいと考えております。会員の中で学会叢書として研究成果を刊行したいと考えている方が見

えましたら、必要書類と共に下記連絡先までご連絡ください。理事会において叢書としての採用の可否を

検討させていただきます。 

 

『水資源政策の失敗 

  －長良川河口堰－』目次 
 
 はじめに 

 Ⅰ．長良川河口堰問題とは何か 

 Ⅱ．長良川河口堰と水資源計画 

 －水需給計画の破綻の原因－ 

 Ⅲ．長良川河口堰と渇水問題 

 Ⅳ．長良川河口堰の費用負担における法運用

の実態－歪められた費用負担システム－ 

 Ⅴ．長良川河口堰の費用便益分析とアロケー

ション 

 あとがき 

        

 

水資源・環境学会叢書４ 

『水資源政策の失敗－長良川河口堰－』のご案内 
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なお、学会叢書としての採用が決まった場合、その後の出版に向けての手続きは著者と出版社の間で行っ

ていただくことになります。出版に伴う各種条件につきましては、出版社の成文堂と著者の間での合意に

よって決定されますことをご理解ください。会員の皆様の積極的な申し出をお待ちしております。 

 

＊学会叢書に関する問い合わせ・連絡先＊ 

   学会叢書担当理事：伊藤達也 

     連絡先：〒463‐8521 名古屋市守山区大森2－1723 金城学院大学現代文化学部 

     E-MAIL：tito@kinjo-u.ac.jp    FAX：052-799‐2196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学会叢書申し込みに当たっての必要書類 

 

   ① 本の題名と目次（本の構成がわかるもの） 

   ② 著者の簡単な略歴・代表的業績 

   ③ 本の要約（1,200～1,600字） 

水資源･環境学会叢書一覧 
 

１．菅原正孝・山田健治編『広域汚染と環境政策』成文堂 

２．小山忠四郎『湖沼ガス代謝』成文堂 

３．山田健治・仲上健一編 

『地球サミットを超えて－協調分散型社会の環境プランニング－』成文堂 

４．伊藤達也・在間正史・富樫幸一・宮野雄一 

   『水資源政策の失敗－長良川河口堰－』成文堂 

～新規加入会員案内～～新規加入会員案内～～新規加入会員案内～   

●個人会員 敬称略 

会 員 名 所   属    専 門 分 野 等 

松尾 瞳美 アミタ㈱ 住民運動 行政と住民のパートナーシップ 

山本 早苗 関西学院大学大学院 里山・棚田、農業水利、共的資源管理 

盧 少波 静岡県立大学大学院環境政策研究室 水質環境の予測及びアセスメント 

吉羽 将則 中央大学大学院総合政策研究科 
上水道における原水の水質汚濁の原因と、浄化の

ための方法及び費用負担の研究 
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学会事務局からの案内と連絡学会事務局からの案内と連絡学会事務局からの案内と連絡   

 

■原稿募集！ 

 学会誌「水資源・環境研究」への投稿を募っております。2003年は世界水フォーラムも開催され、環

境をめぐる国内外の動きは大きな節目を迎えました。次号の内容をさらに充実させるべく、皆さまのご

投稿をお待ちしております。 

次号の締め切りは、８月３１日です。投稿規程や執筆要領、エントリーシートは学会誌の巻末にありま

す。投稿希望の方は、エントリーシートを下記担当理事までご送付下さい。お問い合わせなども下記ま

でご遠慮なく！ 

 

 □学会誌編集担当・事務局  野村 克巳 

   連絡先（自宅） 〒659-0012 芦屋市朝日ケ丘町8-7-610 
    電話＆ＦＡＸ：0797-34-4785  E-MAIL：nomnom@hi-ho.ne.jp 
 

 

 

■E-MAILアドレスをお知らせ下さい 

 電子メールによる情報提供やお知らせ等ができるように準備をしています。電子メールアドレスを下

記学会事務局まで電子メールにてお知らせ下さい。 

 

 □学会事務局 仁連 孝昭  〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町2500滋賀県立大学環境科学部内 

                TEL：0749-28-8278 FAX：0749-28-8348   

                E-MAIL：niren@ses.usp.ac.jp    

発行：水資源・環境学会 

〒522-8533 

滋賀県彦根市八坂町2500滋賀県立大学環境科学部内 

電話  0749-28-8278  Fax  0749-28-8348 

HP更新中！ 
http://www.soc.nii.

ac.jp/jawre 

会 員 名 所   属    専 門 分 野 等 

保屋野 初子 法政大学社会科学科博士後期課程 日本の水資源開発の歴史的経緯/自治的水道 

知り合いの方にぜひ、水資源・環境学会への入会をお勧め下さい。 
 

新規加入会員 続き 
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