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1．学術報告会及び特別シンポジウム
　2018 年 9 月 1 日（土）～ 2 日（日），豊田市自然観察の森ネイチャーセンターにて日本湿地学会第 10 回大
会が開催された．学術報告会は口頭発表とポスター発表あわせて 22 題の報告があり，50 名（特別シンポジ
ウムのみの参加者を含めると計 63 名）の参加があった．あわせて特別公開シンポジウム「湧水湿地の魅力
とその重要性」が開催された．シンポジウムの様子は 9 月 3 日（月）の中日新聞（県内版）にも写真入りで
掲載され，広く広報がなされた．

●第 10 回大会プログラム
【一日目：9 月 1 日】

■口頭発表
1．豪雨災害とため池

岡田真水（兵庫県立大学）
2．大学生による環境教育プログラムの実践

河村幸子（東京農工大学大学院）
3．自治体間の「姉妹湿地交流事業」の実践

亀井浩次（特定非営利活動法人藤前干潟を守る会）
4．谷津干潟自然観察センターによるラムサール条約登録記念イベントを活用した湿地保全に向けた取組み

○芝原達也・小山文子・荒尾一樹（谷津干潟ワイズユース・パートナーズ）
5．三番瀬干潟（猫実川河口域）における生物相の変動

〇高田雅之（法政大学）・伊藤昌尚（三番瀬市民調査の会）・中山敏則（三番瀬市民調査の会）
6．多摩川流域におけるオオキンケイギクとハルシャギクの分布について

〇倉本宣・上小牧駿（明大・農）・新坂祥・三島らすな（明大院・農）
7．エゾシカの生息は霧多布湿原に影響を与えているか？

〇佐藤瑞奈（酪農学園大院）・杉原瑞菜（酪農学園大学・環境共生）・吉田剛司（酪農学園大院）
8．遠隔操作デジタルカメラを用いた湿地生物モニタリングの課題

〇山田浩之・小西哲也・横山諒・安部晋吾・山中登生（北大農学研究院・農学院・農学部）
9．ラムサール条約における湿地の文化的価値

鈴木詩衣菜（上智大学大学院地球環境学研究科）
10．北海道北部猿払川流域の湿原群の植生変遷と古気候変動

〇横地穣（北海道大学大学院国際食資源学院）・矢野梓水（千葉大学園芸学部）・
　百原新（千葉大学大学院園芸学研究科）・井上京（北海道大学大学院農学研究院）・
　冨士田裕子（北海道大学北方生物圏フィールド科学センター植物園）

11．水文環境が泥炭地湿原の栄養塩循環機能に与える影響
〇木塚俊和（北海道立総合研究機構）・矢崎友嗣（明治大学）・佐藤奏衣・矢部和夫（札幌市立大学）

セッション 4 東海地方の湿地を探る（15:35 ～ 16:35）
12．東海丘陵のため池におけるカワバタモロコの生活史

○荒尾一樹（谷津干潟自然観察センター）・下山淳二（岐阜市役所）
13．湧水湿地のデータベース構築に向けた研究－岐阜県東濃地方における小規模湿地の効率的な抽出手法

の研究－
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〇水野歩未（株式会社テイコク）・塚原寛裕（株式会社テイコク）・
富田啓介（愛知学院大学）・竹島喜芳（中部大学）

14．消滅した湧水湿地の土壌から発芽した湿地植物
富田啓介（愛知学院大学教養部）

15．愛知県立松平高等学校内プールの水生生物調査〈ユース発表〉
林慶祐・中村卓矢・君付篤茉（愛知県立松平高等学校普通科 2 年）

■ポスター発表
A．無線通信全周魚眼カメラと画像解析を用いたトンボ類のモニタリング

〇安部晋吾（北海道大学大学院農学院）・山田浩之（北海道大学大学院農学研究科）・
　嶋田哲郎（宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団）

B．半水棲哺乳類のカワウソ調査における環境 DNA の有効性検討
〇金 炫禛・大井 章豊（株式会社地域環境計画）・佐藤 拓真（北海道大学）・
　伊藤 咲良（横浜市立よこはま動物園）・安藤 元一（ヤマザキ学園大学）

C．秋田県湯沢市秋ノ宮川原の湯っこにおける温泉由来の温度勾配がカジカガエル（Buergeria buergeri） 幼
生の生息密度に及ぼす影響
髙柳春希 （湯沢市ジオパーク推進協議会）

D．愛知県東尾張・西三河地域における湿地の水質特性について
〇松本嘉孝（豊田高専）・三木章史（東邦ガス）・神谷恭一（安城市役所）・
　川島賢治（公益財団法人 日本野鳥の会）

E．ミズゴケ小丘における水質形成過程のモデル化
〇矢崎友嗣（明治大）・佐藤奏衣（札幌市立大）・木塚俊和（道総研）・矢部和夫（札幌市立大）

F．希少植物の保全に向けた非在来針葉樹の除伐による湧水湿地の復元活動
李雅諾・〇佐伯いく代（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

G.　守れ！ふるさとのカスミサンショウウオⅨ～ GIS と環境 DNA を用いた生息地の未来予想～〈ユース
発表〉
岐阜県立岐阜高等学校自然科学部生物班

【二日目：9 月 2 日】
■特別公開シンポジウム　湧水湿地の魅力とその重要性
協力： 湧水湿地研究会
総合司会： 大畑孝二（公益財団法人 日本野鳥の会）
基調講演：「湧水湿地を知り尽くす：東海地方 1,600 箇所の踏査から見えるもの」富田啓介（愛知学院大学

教養部）
報告
1．湿地の昆虫の遺伝的多様性，ヒメタイコウチとハッチョウトンボ

南基泰（中部大学応用生物学部）
2．湧水湿地のヒメヒカゲ －岐阜県東濃地方の動向

河合和幸（可児ネイチャークラブ）
3．湧水湿地にみる自然の価値：中津川市岩屋堂のハナノキ自生地を例として

佐伯いく代（筑波大学大学院人間総合科学研究科）
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4．葦毛湿原の湿地復元事業
贄元洋（豊橋市文化財センター）

5．東海丘陵要素植物の保護のためのガイドライン
○秋山俊希（名工大・社会開発工学科）・増田理子（名工大・社会工学）

6．中国地方の湧水湿地の特徴とその保全：特にため池とかかわりのある湧水湿地について
下田路子

●大会実行委員
大会委員長： 富田啓介（愛知学院大学）
実行委員長： 大畑孝二（日本野鳥の会）
事務局長： 川島賢治（日本野鳥の会・豊田市自然観察の森）
監査： 高田雅之（法政大学）

2．2018年度理事会
　第一回目の理事会を 2018 年 5 月 27 日（日）に法政大学にて，第二回目の理事会を 2018 年 8 月 31 日（金）
に豊田市若宮町 1-57-1A 館 T-FACE9 階会議室にて開催した．
　第一回理事会では，会長及び学会理事選挙結果について報告があり承認された．第 4 期理事選挙により 12

名の理事が選出され，その選出された理事の中で議論をし，さらに 3 名を加え，計 15 名の理事体制となった．
理事会にて，会長に島谷幸宏会員（九州大学），副会長に小林聡史会員（釧路公立大学），名執芳博会員（日
本国際湿地保全連合）が選出された．以下表 1 に第 4 期理事および事務局名簿を示す．

表 1　第 4 期理事及び事務局名簿
氏名 役職 担当 所属 専門

島谷　幸宏 理事 会長 九州大学 河川工学
名執　芳博 理事 副会長 日本国際湿地保全連合 環境行政学
小林　聡史 理事 副会長 釧路公立大学 自然保護

笹川　孝一 理事 企画 法政大学 生涯教育学，湿地の文化研究，地域
づくりと湿地のワイズユース研究

高田　雅之 理事 企画 法政大学 湿地の総合的研究
大畑　孝二 理事 企画 公益財団法人日本野鳥の会 NGO（鳥類）

國井　秀伸 理事 研究 島根大学エスチュアリー研究
センター 保全生態学

朝岡　幸彦 理事 研究 東京農工大学 教育学
矢部　和夫 理事 編集 札幌市立大学 湿原生態学，環境デザイン
山田　浩之 理事 編集 北海道大学 生態水文学
新井　雄喜 理事 広報・国際交流 国際協力機構 国際環境協力論
山下　博美 理事 広報・国際交流 立命館アジア太平洋大学 環境社会学
鈴木詩衣菜 理事 広報・国際交流 上智大学 国際環境法
田開寛太郎 理事 財務 松本大学 エコツーリズム，環境教育
牛山　克巳 理事 総務 宮島沼水鳥・湿地センター 生態学
林　　博徳 事務局長 事務局 九州大学 河川工学
佐々木美貴 事務局次長 事務局 日本国際湿地保全連合 NGO（湿地）

　そのほか，2017 年度決算案と 2018 年度予算案について協議がなされ承認された．湿地学会監修によるハ
ンドブック出版企画について説明があり承認された．第 9 回大会についての報告および第 10 回大会の予定
について承認された．3 つの部会申請があり，承認された（ため池部会，湿地の文化，地域・自治体づくり
と CEPA・教育部会，北海道湿地コンソーシアム）．各部会に一部会あたり 5 万円（今年度は 15 万円）の活
動費が配分されることとなった．
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　第二回理事会では，主に翌日の大会および総会に向けての協議が行われた．その他ではドバイ・ラムサー
ル COP13 での日本湿地学会ブース活用方法，日本湿地学会の英語名などについて協議が行われた．なお，
湿地学会の英語名は「Japan Wetland Society」となった．

3．2018年度総会
　2018 年 9 月 1 日（土），豊田市自然観察の森ネイチャーセンターにて総会が開催され，45 名の参加があっ
た．議長は井上京会員（北海道大学）が行った．議事の概要は以下の通りである．湿地学会公式ロゴマーク
について，鈴木理事より候補 3 案について説明があり，会場との質疑を経て，投票により最終案が決定された．
第 4 期理事・事務局・監事などの人事・運営体制について承認された．2017 年度事業報告，収支決算，監査
報告について各担当理事より報告があり承認された．2018 年度事業計画，予算案について説明があり承認さ
れた．また，会則・細則・投稿規定・執筆要領・申し合わせの見直し，出版企画，表彰企画などについて理
事会より報告があり，承認された．2019 年度大会開催地については，千葉県の谷津干潟（谷津干潟自然観察
センター　荒尾センター長）で開催される旨の提案があり了承された．

（湿地学会事務局）
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