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巻頭書記
日本・韓国・中国の３カ国でスタートした Asian

再生ネットワーク；JRRN)が設立され、早いもので

River Restoration Network（アジア河川・流域再生

10 ヶ月が経ちました。本ニューズレターでは、

ネットワーク；ARRN）、またその日本支部に当たる

ARRN・JRRN の活動内容及び河川再生に関連する

Japan River Restoration Network(日本河川・流域

情報や取組みなどをご紹介致します。

活動報告
JRRN ホームページのリニューアル
半年間に渡る協議と作業を重ねた結果、JRRN の

書籍、論文、遊び等々の様々な情報を掲載していく

ホームページが 2007 年 8 月 1 日にリニューアルオ

予定です。

ープン致しました。

更には、今後はこのホームページの英語版なども
充実させ、アジア各国の関係機関と連携しながら、

■ URL :

http://www.a-rr.net/jp/

アジア地域内での河川再生に関わる人と情報の循環
を実現していければと考えております。

JRRN では、その活動ビジョンの一つに「情報の

まだ器のみが完成した状態で、掲載情報量は不十

循環」を掲げ、川や水辺の再生に関る人々が、お互

分ではありますが、関連組織（行政機関、公益法人、

いに河川や流域の再生に関する情報を提供・交換で

市民団体、民間企業、大学等）のご協力を得ながら、

きる仕組みづくりを目指しています。

組織横断的な有用情報を掲載していく予定です。

本ホームページは、河川や水環境の再生に関する

本ホームページを通じ、参加者の知識・技術の向

情報の循環や人の交流を目的とし、市民団体・行政

上が図られ、その結果、国内外の水環境再生に貢献

関係者・民間実務者・研究者などを対象に、河川再

できればと考えておりますので、皆様からの積極的

生の国内外事例、地域活動、専門技術、ニュース、

な情報提供もお待ちしております。
1

JRRN の目的、活動内容、会員登録方法などの紹介

市民団体や学校など、様々な水辺に関連した活動報告・体験談を紹介

川や水辺の再生に関る最新のトピックやニュースを紹介

水辺の遊び、スポーツ、文化など、水辺を楽しむための情報を紹介

川や水辺にまつわるイベントや講演会などのイベント情報掲示板

川や水辺の体験施設、楽しいホームページなどを紹介

皆様との情報交換を目的としたページ

川や水辺に関する知識を深めるための書籍を紹介

国内外の水辺再生の事例、美しい水辺の写真などの情報閲覧所

国内外の川や水辺に関るリンク集

新 JRRN ホームページの基本構成（サイトマップ）

寄稿記事
（台湾）「河川再生技術の国際交流ミニフォーラム」参加報告
2007 年 6 月 26 日に台湾・台中市の逢甲大学で「河

激しいために水生生物の生息環境が保てないことや、

川再生技術の国際交流ミニフォーラム」
（逢甲大学防

治水優先の河川整備により河川生態や景観への配慮

災研究センター主催）が開催され、台湾、韓国、日

が欠けていた反省に立った新たな施策が動き出して

本の河川技術者による各国の河川再生の近況報告が

いることなどの説明がなされました。更には、河川

行われました。特に、台湾を取り巻く政治的事情か

再生に向けた新たな施策や将来展望、また台湾国内

ら、台湾の河川行政や技術に関する情報は我が国で

での河川再生箇所の事例などが紹介され、河川に関

はあまり知られておらず、台湾の河川再生事情に関

わる台湾の法律や施策の策定に際し、類似した気候

する講演は特に興味深い内容でした。

特性を持つ日本の知見も多く反映されていることな
どを知ることができました。
ARRN の活動に対しても、参加されていた台湾関
係者は強い関心を持ったようで、引き続き、ARRN,
JRRN の活動を通じて台湾との人と情報の交換が行
わればと思います。
ミニフォーラムのプログラム
講演タイトル

発表者

韓国における河川再生の現状 Dr.Hyoseop Woo
韓国建設技術研究院副院長
と未来展望
日本における河川再生と水環 伊藤一正
境改善の現状
リバーフロント整備センター

ミニフォーラムの様子

河川再生に関る国際ネットワ 中谷明彦
ークの構築について（ARRN） リバーフロント整備センター

台湾水利署水利試験所 Chen 所長の講演では、は

台湾における河川再生の現状 Dr.Chen Hung Kwai
台湾水利署水利試験所所長
と未来展望

じめに台湾の河川管理上の課題として、急勾配かつ

（記：JRRN 事務局）

洪水時と渇水時の流量比が大きく、また土砂移動が
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会議・イベント等
9 月の JRRN 主催の会議・イベントはありません。
その他の河川再生に関するイベントをご紹介します。
■

「日本のガラパゴス」琵琶湖からの発信

■第 11 回 応用生態工学会大会

日時 ：平成 19 年 9 月 1 日（土） 13:00～16:00

日時 ：平成 19 年 9 月 15 日(土)～17 日（月）

会場 ：立教大学池袋キャンパス 7 号館 7102 教室

会場 ：名古屋大学

共催 ：全国内水面漁業協同組合連合会・全国ブラッ

主催 ：応用生態工学会

クバス防除市民ネットワーク・生物多様性研究会

http://www.ecesj.com/

http://www.no-bass.net/
■JFES-WFEO Symposium on River Restoration
■

第5回

川の自然再生セミナー

日時 ：平成 19 年 9 月 13 日（木）

日時 ：平成 19 年 9 月 3 日（月） 10:00～17:00

会場 ：広島大学 東広島キャンパス

会場 ：発明会館（虎ノ門）

主催 ：Japan Federation of Engineering Societies (JFES) ,

主催 ：財団法人リバーフロント整備センター

World Federation of Engineering Organizations (WFEO)

http://www.rfc.or.jp/news/20070801shizensaisei.pdf

http://www.ecesj.com/

■第 8 回

■第 15 回 リバーフロント整備センター研究発表会

川での福祉と教育の全国大会

日時 ：平成 19 年 9 月 8 日（土）～9 日（日）

日時 ：平成 19 年 9 月 28 日(金)

9:30～17:50

会場 ：北海道恵庭市

会場 ：科学技術館 地下一階サイエンスホール

主催 ：川での福祉と教育の全国大会 in 北海道

主催 ：リバーフロント整備センター

http://www.do-mizukan.com/05top/07-gyouzi/kawa
fuku/kawafuku.html

冊子ビデオ等の紹介
■ 川の技術のフロント（2007.8）
・監 修：

辻本 哲郎

・編

財団法人河川環境管理財団

集：

■ 川と地域再生―利根川と最上川流域の町の再生
（2007.5）
・著 者： 佐藤 寛、 米田 富太郎

・出版社：

技報堂出版 (2007/08)

・出版社：

丸善プラネット (2007/05)

・価 格：

￥ 2,625 （税込）

・価 格：

￥ 3,675 （税込）

若い世代を河川に惹きつけたいと

人が安全に生きられる地域づく

いう目的のもと、現在の河川技術の最

りを目標に、川を利用し産業を興し、

前線で何が行われ、また何が行われよ

地域に定住できる仕組みを作るた

うとしているのかが各専門分野で詳

めに何ができるかを考えた内容で

しく整理されています。

す。
3

事務局からのお知らせ
JRRN が設立して 10 ヶ月が経過しました。現在の

(4) JRRN を通じて、河川再生に関する技術情報やイ

会員数は約 200 名です。JRRN として今後も様々な

ベント開催案内等を国内外に発信可能となりま

活動を展開していきますので、まだご加入でない方

す。

は、是非 JRRN にご加入下さい。会員資格は下記の

(5) 韓国、中国をはじめとする、ARRN 加盟国内の

通りです。

河川再生関連ネットワークと人的交流の橋渡し

■ JRRN の登録資格

の支援を受けられます。

JRRN への登録は、個人、団体を問わず無料です。
行政、民間団体、NPO、研究者、個人等、所属団

■ JRRN 事務局

体や機関を問わず、積極的に河川環境の整備改善に

(財)リバーフロント整備センター（RFC）

携わるすべての方々のご参加を歓迎いたします。
■ 会員の特典

問い合わせ先

会員登録をされた方々へ、様々な「会員の特典」

財団法人リバーフロント整備センター

技術普及部

をご用意しています。

東京都千代田区一番町 8 番地 一番町 FS ビル

(1) ニューズレターによる国内外の河川再生情報が

技術普及部

配信されます。

Tel:

(2) 国内外のセミナー、ワークショップ等の開催情報

03-3265-7121

E-mail: info@a-rr.net

が入手できます。
(3) 必要に応じた国内外の河川整備事例の情報収集
の支援を受けられます。
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Fax:

03-3265-7456

