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支部長挨拶
第33・34期関西支部長

大久保卓也

（滋賀県立大学環境科学部）
（公社）日本水環境学会関西支部会員の皆様には、日頃より関西支部の活動にご支援をいただ
きありがとうございます。2017年4月から八木正博副支部長、川嵜悦子副支部長、川崎直人副支部
長、矢吹芳教幹事長、緒方文彦会計幹事を始め幹事の皆さんとおよそ2年間、支部活動に取り組
んできました。
2017年9月には、和歌山県で初めて水環境学会の大会（シンポジウム）が開催され、471名もの多
くの方々の参加を得ることができました。大会の運営に関わられた和歌山大学の井伊先生、谷口
先生、並びに関西支部幹事の皆様には大変お世話になりました。関西支部セッション「紀の国，
水の国－紀の国を育む水とその歴史・文化－」では、南紀熊野の地域自体がジオパークであり、他
の地域ではみられない「古座川の一枚岩」のような巨石が多く存在し、火山がないにも関わらず温泉が多くあるなど、自然
科学をやる者にとって魅力のある地域であることを改めて認識しました。和歌山は粘菌の研究で有名な生物学者、南方熊
楠の研究フィールドにもなり、生物学の面でも魅力的な地域と思われます。
その後、年末に放送されたNHK番組「列島誕生ジオ・ジャパン」を見て、やはり和歌山は特別な地域なのだと再認識しま
した。和歌山では、1400万年前に巨大なカルデラ噴火が発生し、その噴煙が大気中に拡散したことで地球全体が寒冷化
し、世界中で10℃ほど気温が低下したそうです。その時に噴出した溶岩が固まったものが「古座川の一枚岩」などの巨石
群です。カルデラ噴火ではカルデラの円周状に溶岩が噴出するため、巨石のある場所は、その円周上に位置しています。ま
た、円周上には温泉も分布しています。さらに、和歌山の地下にはマグマがゆっくり冷えて固まった巨大な花崗岩が存在
し、その比重が周辺の岩石よりも軽いため浮力で上昇し、その結果、紀伊半島が持ち上げられて山地が形成されたと言うの
です。壮大な地球の動き、地球の息づかいを感じ取ることができるのが和歌山なのです。
この他、関西には自然科学の面からだけでなく、歴史・文化の面で興味深い地域が多くあります。川、湖、沼、池などの
水環境を研究する上で、その地域の歴史・文化を知っておくことは重要だと、還暦になりようやくわかってきました。日本の
各地の水環境は、自然の作用だけでなく、その地域の人間活動との相互作用で作られているところがほとんどでしょう。関
西支部の川部会（部会長

古武家善成氏）によって「関西の川歩き」が出版されました（次ページに詳しい紹介がありま

す）が、この本ではそれぞれの川について、水質や自然環境だけでなく、歴史・文化・治水・利水についても触れられてい
て、総合的に川を知るきっかけになる本です。一度ご覧になってください。
前回の「かんすい」でも書きましたが、現在、水環境研究は従来の水質汚染解決型の研究から方向転換する時期に来て
いると思います。日本では水質汚染・汚濁問題はほぼ解決され、栄養塩に関しては漁業生産とのバランスが重要視される
時代になりました。一方、地震や洪水が多発する中で、災害時にも迅速に対応できる上・下水道のあり方が問われていま
す。若手研究者たちの関心も変化し、従来の水質汚染解決型の研究には興味が湧かない人たち（主に日本人）が増えてき
ている印象を受けます。海外では水質汚染問題はまだまだ深刻な状態ですので、海外のフィールドを研究対象とする研究
者が増えているのは納得できる状態です。しかし、一方で日本では何を重要なテーマとして水環境研究を進めていくべきな
のでしょうか？私は、一つの方向性は生態系保全、生物多様性保全をめざした水環境研究だと思います。琵琶湖では実際
にこの視点が重要視され施策が進められています。もう一つは、100年、200年の長期スパンで考えた持続可能な水処理
方法・技術の開発ではないかと思います。現在よりも維持管理コストが安く、維持管理が容易で、持続可能な技術（システ
ム）を開発していくことは、世界から求められていることです。しかし、いずれにしてもこれらの方向性は私の勝手な思いで
す。若い方々はこれらの方向性を参考にしながら「自分の考え」で水環境研究に参画して来られることを期待しています。

川部会、化学物質部会、環境モニタリング情報部会の3部会の活動内容を以下に記します。

川部会の活動は1998年度に始まりましたが、短い中断後2001
年度より部会長体制のもと本格的な活動を始め、それから17年
の歴史を刻んでいます。メイン行事である「川歩き（River
watching）」は、「河川の持つ治水、利水、環境の3つの役割の
中で，特に水辺環境の役割や流域の歴史・文化について観察
し、川の価値を見直す」ことを目的としています。
2018年度の最大の活動は、何と言っても、これまでの川歩き
の活動の成果を単行本で出版したことです。「関西の川歩き －
里の川をめぐる散策ブック－」と言うタイトルで川部会の編
集・発行です。神戸新聞総合出版センターより6月30日に刊行し
ました（税込定価1,200円）。B5判隔頁カラー版255頁の装丁で、
18名（1名故人）の執筆者による共著になっています。主要な24
河川（系）および琵琶湖に関する各節8頁の内容は、「地形・地
質」「歴史・文化」「環境・水質・生物」等の解説、10数枚の
写真、1970年前後からの汚濁の経年変化図、地図、参考文献、
有用な情報を扱ったコラムで構成されています。その他の河川
については2頁立てですが、解説内容は主要河川と類似させており、2～4枚のカラー写真も掲載しています。理
系的な視点からの表現と歴史・文化の記述をバランスよく配し、川の散策時のガイドブックとしてだけでなく
読み物としても楽しんでいただけるように努力しました。
本書の底本は、川部会が（公財）琵琶湖・淀川水質保全機構および（一社）近畿建設協会と共同で2010年度
より発行したリーフレットと、環境技術学会誌「環境技術」に2004年度より断続的に連載し現在も継続してい
る「関西の川歩き」シリーズの紀行文です。現在までに蓄積された関西地域を中心とした80河川（水路、湖沼
を含む）近くのコンテンツおよび数万枚の写真から、40河川（系）のコンテンツを厳選し本書に構成しまし
た。幸いなことに売れ行きは好調のようです。「かんすい」の読者の皆様にもぜひ一度目を通していただけれ
ば嬉しい限りです。
今年度の川歩きは、上記の出版活動に手を取られたため少なく、現時点では兵庫県の夢前川（12月）のみを
実施しました。その後は京都嵯峨野の広沢・大沢池（19年1月）を予定しています。
「夢前川」は、姫路市の雪彦山を源流とし兵庫県西播地域を流下する河川長約40kmの二級河川です。川歩き
は夢前川河口や才崎橋を視察後、姫路工業地帯にある新日鐵住金広畑製鉄所にて鉄鋼スラグ（高炉・製鋼スラ
グ）の利用状況について説明を受けました。鉄鋼スラグは、鉄鉱石に含まれるシリカなどの鉄以外の成分や還
元材として使われるコークスの灰分が、副原料の石灰石と結合したものです。石灰などの副原料を加えて酸素
を吹き込み、銑鉄に含まれる炭素やリン、硫黄などを取り除き、粘り強い鋼に精錬する時に生まれた酸化物が
製鋼スラグとなります。製鋼スラグはカルシア（CaO）を多く含むため、海域の浚渫土に含まれるシリカやア
ルミニウムと反応し軟弱浚渫土の強度改善に有用です。揖保川河口で製鋼スラグを用いたカルシア改質土によ
る浅場造成地区を見学しました。
その後、西の比叡山と言われる書写山円教寺の見学を予定しましたが、時間の都合で残念ながら紅葉盛りの
山を登るロープウェイを眺めるだけとなったので、夢前川最上流部の夢前町山之内地区へと向かいました。か
なり奥深いところでしたが、清流が流れる横に特産品販売店や農家レストランなどがあり、山里の風情が感じ

られました。
昨年度も書きましたように、川部会は、メンバーの高齢化が進み若い会員がなかなか増えないなど悩みも抱
えていますが、このように元気に活動を続けています。「川歩き」実施時には部会員だけでなく支部会員の参
加も募っていますので、ご参加ください。
【連絡先】

部

会

長

古武家

善成（兵庫医療大学） E-mail：dfmfn512@kcc.zaq.ne.jp（自宅）

事 務 局 長

服部

幸和（大阪教育大学） E-mail：yukikazu1724@kxe.biglobe.ne.jp（自宅）

担当支部幹事

駒井

幸雄（大阪工業大学） E-mail：yukio.komai@oit.ac.jp

化学物質部会はセミナーや講演会を中心として活動を行っております。今後も水環境中で注目を集めている
技術や物質を選定し、セミナー等を企画してまいります。
【連絡先】

担当支部幹事

小泉

義彦（地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所）
E-mail：koizumi@iph.osaka.jp

環境モニタリング情報部会は関西地区の大学、企業、地方環境研究所等に所属し、環境モニタリングに携わ
る、または興味を持っているメンバーから構成されています。
環境モニタリングは富栄養化改善、健康被害の未然防止、水質汚濁防止法の法施行のための科学的根拠とし
て極めて重要な役割を担ってきました。しかしながら最近では厳しい財政事情下でこのような解析を行う基礎
となる環境モニタリングの整理・統廃合が進み、モニタリングデータの質と量に関する維持が大きな課題と
なっています。
当部会では最近の環境モニタリングを取り巻くこのような厳しい状況を考慮し、参加機関間の情報交換およ
び議論から今後の環境モニタリングについて考えていきます。
【連絡先】 担当支部幹事

宮崎

一（（公財）ひょうご環境創造協会 兵庫県環境研究センター）
E-mail：miyazaki-h@hies-hyogo.jp

関西支部見学会の開催報告
日本水環境学会関西支部主催の2018年度見学会を、11月2日に開催しました。今回の見学先は、滋賀県草津市
北山田漁港に設置されているメタン発酵実証実験施設、同県近江八幡市の沖島浄化センター、それにラコリー
ナ近江八幡（たねや・クラブハリエ）の3カ所でした。参加者は全部で29名。民間会社、大学関係者、学生、地
方自治体の研究者など、多彩な顔ぶれでした。中でも本学会関西支部行事への参加が初めての方が過半数を占
め、特に学生が9名と多く、支部活動の将来に向けて明るい希望が感じられました。また東京から、この見学会
のためだけに前日滋賀県に宿泊してご参加いただいた方もおられ、関心の高さがうかがわれました。

最初に訪問したメタン発酵実証実験施設では、滋賀県立大学が中心となり、草津市の補助を受けて、2017年
度から実験が実施されています。その内容は、近年異常繁茂が問題となっている琵琶湖の水草と、草津市域の
農産物生産現場から発生する野菜残渣等を材料にメタン発酵し、その廃液を使って液肥を生成し、地域内の圃
場での循環活用を目指す、というものです。当日は、同実験の統括責任者である滋賀県立大学環境科学部環境
生態学科の伴修平教授が、詳細な解説を行ってくださいました。
次に訪れた近江八幡市沖島浄化センターは、日本で唯一淡水湖に浮かぶ有人島であり、琵琶湖最大の漁業町
でもある沖島において、40年近くにわたって下水処理を担っている施設で、回分式オキシデーションディッチ
方式に加えて、遠隔監視システムを備えている施設です。当日は、堀切港から沖島の方々が運営する通船に乗
り込み、10分弱の船旅を楽しんで沖島漁港へ。その後、琵琶湖の景色を眺めながら歩いて浄化センターに到着
しました。同施設では、維持管理を担当している株式会社日吉の北川道俊技監が、センター内の各箇所を回り
ながら、わかりやすく説明していただきました。メタン発酵実証実験装置、沖島浄化センター共に、参加者か
ら熱心な質問が次々と出され、予定時間を超過するほどでした。
最後の訪問先である「ラコリーナ近江八幡（たねや・クラブハ
リエ）」は、自然との共生や食の文化をテーマとした地元で人気
のフードパークで、当日も平日であるにも関わらず、多くの来場
者で賑わっており、参加者の皆さんは観光やお土産購入、休憩に
と楽しんでおられました。
今回の見学会は、朝から夕方までたっぷり一日をかけて、かな
り盛りだくさんの内容としたため、見学の内容が希薄になった
り、参加者が疲れてしまわれたのではないかと心配しましたが、

メタン発酵実証実験装置見学の様子

以下のアンケートにありますように、概ね好評の意見が寄せられ
ました。
最後に、大変お忙しい中、詳細な解説をしていただきました伴
教授と北川技監に厚く御礼申し上げます。本当にありがとうござ
いました。
【参加者アンケートから（抜粋）】
★学術(技術)面及び文化面を同時に学ぶことができて、非常にい
い機会でした。ありがとうございました。★ラコリーナや沖島通
船など単なる視察や見学とは異なる活動があって良かった。★技

沖島浄化センター見学の様子

術的な内容に寄り過ぎない素晴らしいバランスの見学会だったと
思います。滋賀県の魅力も感じることができました。★普段では
なかなか体験できるものでなく、さらに盛りだくさんだったの
で、よい見学会でした。★沖島お弁当がおいしかった★普段の仕
事の中で視野が狭くなっていたのですが、業務の枠から外れたお
話を聞くことができ、とても新鮮で勉強になり、視野が広がりま
した。★実際の施設を見学することでスケール感をつかめまし
た。★オペレーションや処理場にかかわる経緯、歴史的な点も含
沖島浄化センター前で記念写真

めた解説が良かったです。
【連絡先】

担当支部理事

川嵜悦子（株式会社

日吉）

E-mail：e.kawasaki@hiyoshi-es.co.jp

関西支部総会・講演会
大阪府立環境農林水産総合研究所 矢吹芳教
関西支部では、2018年12月11日（火）に大阪府立男女共同参
画・青少年センター（ドーンセンター）にて、支部総会および
講演会を開催しました。参加者は40名でした。総会では、前年
度の活動報告・決算報告、当該年度の役員体制・活動予定・予
算が報告されました。また、関西水環境賞、奨励賞、社会・文
化賞の三賞の選考の結果が発表され、表彰式、および受賞者講
演が行われました。関西水環境賞は石川宗孝氏（大阪工業大学
名誉教授）および一瀬諭氏（滋賀県琵琶湖環境科学研究セン
ター）に授与され、奨励賞は東剛志氏（大阪薬科大学）および

表彰式の様子
（琵琶湖博物館うおの会）

櫻井伸治氏（大阪府立大学）に授与され、社会・文化賞は琵琶
湖博物館うおの会に授与されました。総会の後には、「豪雨に
よる災害の実態および生態系に及ぼすインパクト」をテーマと
した講演会が開催され、内田龍彦氏（広島大学大学院工学研究
科

准教授）からは「西日本豪雨災害における広島県の被害実

態」について、森照貴氏（国土交通省土木研究所自然共生研究
センター 研究員）からは「洪水の水域生態系への影響」につい
てご講演いただきました。内田准教授からは、2018年7月に発生
した西日本豪雨による災害・復旧の状況やこれからの課題に関
して、最前線で携わられた経験に基づいたご講演をいただきま
した。また、森研究員からは、洪水が水域生態系へ与える影響
という難題について、何十年も前の文献から最近の文献までを
広くレビューした結果に加えてご自身の研究成果も交えたご講
演をいただきました。参加された方にとって非常に興味深い
テーマであり、閉会時間を超えても質疑が続きました。

―プログラム―
関西支部総会・講演会

講演会の様子
（上：内田龍彦氏，
下：森照貴氏）

13：10－15：00

総会・表彰式

14：00－15：00

各賞受賞者講演

15：10－17：00

講演会（豪雨による災害の実態および生態系に及ぼすインパクト）

「西日本豪雨災害における広島県の被害実態」
広島大学 大学院工学研究科 准教授

内田龍彦

氏

「洪水の水域生態系への影響」
国土交通省土木研究所自然共生研究センター
17：30－

懇親会

研究員

森照貴

氏

2018年度 関西支部役員名簿
顧

名

問

誉

理

事

奥野年秀

元兵庫県立公害研究所

古武家善成

兵庫医療大学

寺島

泰

京都大学名誉教授

中室克彦

摂南大学名誉教授

福永

勲

元大阪市立環境科学研究所

森澤眞輔

京都大学

山田

淳

立命館大学名誉教授

飯田

博

ガンマー分析センター

石川宗孝

大阪工業大学名誉教授

海老瀬潜一

元摂南大学

尾崎博明

大阪産業大学

國松孝男

滋賀県立大学名誉教授

竺

文彦

元龍谷大学

宗宮

京都大学名誉教授，龍谷大学名誉教授，元琵琶湖・淀川水質保全機構研究所所長

園

欣彌

園技術士事務所，
元兵庫県工業技術センター

高原信幸

元神戸市環境保健研究所

田口

寛

日本メンテナンスエンジニヤリング㈱

土永恒彌

元大阪市立環境科学研究所

中島

淳

日越大学大学院，立命館大学

中野

功

大阪大学

中本雅雄

NPO大阪環境カウンセラー協会，
元大阪府公害監視センター

服部幸和

大阪教育大学，
元大阪府環境農林水産総合研究所

平田健正

放送大学和歌山学習センター所長

福嶋

愛媛大学客員教授

松井三郎

松井三郎環境設計事務所，
京都大学名誉教授

山田春美

元京都大学

和田安彦

関西大学

支部長・理事

大久保卓也

滋賀県立大学

副支部長・理事

川嵜悦子

日吉

川崎直人

近畿大学

八木正博

神戸市環境保健研究所

天野耕二

立命館大学

井伊博行

和歌山大学

池

関西環境管理技術センター

理

幹
幹

事

事

武
実

大阪大学

門口敬子

貫上佳則

大阪市立大学

駒井幸雄

大阪工業大学

斎藤方正

元琵琶湖・淀川水質保全機構

島田洋子

京都大学

新矢将尚

大阪健康安全基盤研究所

須戸

幹

滋賀県立大学

内藤正明

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター

長谷川

進

神戸大学

藤井滋穂

京都大学

前川

平

京都府保健環境研究所

米田

京都大学

和田桂子

琵琶湖・淀川水質保全機構

大阪薬科大学

道彦

稔

長

矢吹芳教

大阪府立環境農林水産総合研究所

事

浅野昌弘

龍谷大学

東

市木敦之

立命館大学

伊原

裕

堺市衛生研究所

入江政安

大阪大学

遠藤

徹

大阪市立大学

大島

詔

剛志

大阪市立環境科学研究所

大脇成義

緒方文彦

近畿大学

笠原伸介

大阪工業大学

門 口 敬 子＊

関西環境管理技術センター

北本寛明

兵庫県阪神南県民センター 伊丹健康福祉事務所

小泉義彦

大阪健康安全基盤研究所

後藤敦子

尼崎市立衛生研究所

小林志保

京都大学

櫻井伸治

大阪府立大学

佐藤祐一

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター

島 田 洋 子＊

京都大学

清水聡行

立命館大学

新 矢 将 尚＊

大阪健康安全基盤研究所

高浪龍平

大阪産業大学

田中一冬

クボタ

田中周平

京都大学

谷口正伸

和歌山大学

中井良人

尼崎市立衛生研究所

濱崎竜英

大阪産業大学

肥田嘉文

滋賀県立大学

広谷博史

大阪教育大学

藤井智康

奈良教育大学

藤原康博

大阪市立環境科学研究所

松田由美

タクマ

宮崎

一

ひょうご環境創造協会兵庫県環境研究センター

宮前博子

日立造船

吉田

弦

神戸大学

和 田 桂 子＊

琵琶湖・淀川水質保全機構

＊理事と兼任

京都府保健環境研究所

