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シンポジウム 

 

第 1回 S44/ 9/25 （網走） 「ホ場整備について・草地造成について」（？件＋4件） 

第 2回 S49/10/25 （帯広） 「凍結・凍土と農業土木」（6件） 

第 3回 S50/11/ 8 （留辺蘂) 「北海道における農地排水について（I）」（3 件） 

第 4回 S51/11/10 （釧路） 「北海道における農地排水について（II）」（6 件） 

第 5回 S52/11/11 （旭川） 「北海道におけるダムの問題点」（6 件） 

第 6回 S53/10/25 （小樽） 「北海道における畑地カンガイ設計手法について」（5 件） 

第 7回 S54/11/ 1 （札幌） 「汎用農地と農業土木」（6件） 

第 8回 S55/11/21 （札幌） 「畜産と基盤整備」（6件） 

第 9回 S56/11/20 （札幌） 「農業基盤整備をどうみるか -農業土木の今日における役割-」（4 件） 

第 10 回 S57/11/26 （札幌） 「石狩川下流域の排水対策」（5件） 

第 11 回 S58/11/18 （札幌） 「北海道における農村計画について」（5件） 

第 12 回 S59/11/ 2 （札幌） 「異常気象下における農業基盤整備の効果」（5件） 

第 13 回 S60/11/ 1 （札幌） 「北海道の農業土木技術の今日的課題」（6件） 

第 14 回 S61/10/31 （札幌） 「最近の農業水利技術」（4件） 

第 15 回 S62/11/ 6 （札幌） 「酪農の基盤整備と地域づくり」（5件） 

第 16 回 S63/11/11 （札幌） 「新しい技術と農業基盤整備事業」（5件） 

第 17 回 H 元/11/10 （札幌） 「圃場・土壌管理の問題点」（6件） 

第 18 回 H 2/11/16 （札幌） 「農村地域の活性化をめざして」（6件） 

第 19 回 H 3/11/15 （札幌） 「クリーン農業をとりまく諸問題」（5件） 

第 20 回 H 4/11/12 （札幌） 「環境保全と農業農村整備事業 新農政プランとこれからの農業農村整備事業」（5件） 

第 21 回 H 5/11/10 （札幌） 「生活環境としての農村空間」（5件） 

第 22 回 H 6/11/17 （札幌） 「異常気象を克服する生産基盤の強化 -土地改良施設が果たす役割-」（4 件） 

第 23 回 H 7/11/30 （札幌） 「北海道の持続的農業と基盤整備」（6件） 

第 24 回 H 8/11/28 （札幌） 「地域社会と農業農村整備の効用」（4件） 

第 25 回 H 9/11/13 （札幌） 「自然環境に配慮した農業農村整備」（5件） 

第 26 回 H10/11/10 （札幌） 「農業土木技術の新たな展開」（5件） 

第 27 回 H11/11/17 （札幌） 「家畜糞尿処理・利用の今後の展望」（6件） 

第 28 回 H12/11/16 （札幌） 「食料・農業・農村基本計画の実現に向けた 農業農村整備事業の展開 －食料自給率

の向上を目指して－」（5 件） 

第 29 回 H13/11/13 （札幌） 「地域資源の利用と環境調和型農業」（5件） 

第 30 回 H17/11/25 （札幌） 「北海道の農業生産基盤のこれから －新たな食料・農業・農村基本計画における農業

土木の役割－」（5 件） 
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第 1回（昭和 44 年 9 月 25 日） 

テーマ：「ホ場整備について・草地造成について」 

開催地：網走 

（講演会（研究発表会）と同日の開催で、シンポジウムを 2会場に分かれて行った、と記録されている（農

土誌 37巻 p.662学会記事）。そのうち「草地造成について」は、学会誌 39巻 4号 pp.260-270に「雑録」とし

て内容が掲載されている。） 

「ホ場整備について」 

（内容不詳） 

「草地造成について」 

天塩泥炭地排水について 神原 悠司 

泥炭地の草地造成について 吉田 恵治 

道北重粘土地の草地造成について 赤沢 伝 

ササ地帯耕地造成用ロータリーティラーに関する試験報告について 吉田 重一 

 

 

第 2回（昭和 49 年 10 月 25 日） 

テーマ：「凍結・凍上と農業土木」 

開催地：帯広 

化学ポテンシャルからみた土壌の凍結融解 佐藤 裕一 専修大学北海道短期大学 

凍結融解土の工学的特性について 長澤 徹明 北海道大学農学部 

農地の凍結・凍上 古谷 将 帯広畜産大学 

道路の凍上とその対策 河野 文弘 北海道開発局土木試験所 

水路・構造物の凍結・凍上の事例 平瀬 巧・石井 重蔵 北海道開発局 

水路の凍結・凍上の観測 高田健治・森井 徹 北海道開発局土木試験所 

 

 

第 3回（昭和 50 年 11 月 8 日） 

テーマ：「北海道における農地排水について（I）」 

開催地：留辺蘂 

農地の水文 岡田 栄之助 北海道開発局函館開発建設部 

農地の地表排水施設 千葉 孝 北海道開発局 

農地の地下排水施設 中山 功 北海道農地開発部 
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第 4回（昭和 51 年 11 月 10 日） 

テーマ：「北海道における農地排水について（II）」 

開催地：釧路 

草地の排水について 平島 利昭 北海道根釧農業試験場 

寒冷地帯の農地排水と土壌の特性について 赤澤 伝 北海道開発局土木試験所 

水産資源と農業開発の調和について 佐野 誠三 北海道水産資源技術開発協会 

明キョ排水の計画・設計手法について 千葉 孝 北海道開発局農業水産部 

農地開発等に伴う水質汚濁防止工法について 沢井 亮治 北海道開発局札幌開発建設部 

広域農業開発事業「根室中部地区」 田中 義幸 農用地開発公団北海道支社 

 

 

第 5回（昭和 52 年 11 月 11 日） 

テーマ：「北海道におけるダムの問題点」 

開催地：旭川 

ダムと環境 高橋 英紀 北海道大学環境科学研究科 

フィルダムの放流施設について 前田 一男 北海道開発コンサルタント 

老朽タメ池について 高根 仟 北海道農地開発部 

温水取水の計画と設計 村尾 重信・足立 一日出 北海道農業試験場 

フィルダムの盛土材料 岸 洋一 北海道開発局土木試験所 

フィルダムの設計について 杉井 勲 北海道開発局 

 

 

第 6回（昭和 53 年 10 月 25 日） 

テーマ：「北海道における畑地カンガイ設計手法について」 

開催地：小樽 

畑地カンガイ計画における問題点について 長谷部 次郎 弘前大学農学部 

畑地カンガイ施設の多目的利用について 梅田 安治 北海道大学農学部 

散水施設の設計について 長井 敬一 東洋スプリンクラー 

大口径パイプラインについて 真勢 徹 北海道開発局農業水産部 

でん粉廃液カンガイの事例について 三浦 和夫 北海道開発局帯広開発建設部 

 

 

第 7回（昭和 54 年 11 月 1 日） 

テーマ：「汎用農地と農業土木」 
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開催地：札幌 

水田利用再編対策推進のための土地基盤整備制度 平田 英太郎 北海道農地開発部 

機械排水の設計について 出田 猛 北海道開発局札幌開発建設部 

転換畑における畑作営農機械 藤田 昭三 道立中央農業試験場 

排水計画基準と工法に対する一事例 佐藤 貞雄 (財)北海道農業近代化コンサルタント 

汎用農地の排水 梅田 安治 北海道大学農学部 

汎用農地の土壌 平井 義孝 道立中央農業試験場 

 

 

第 8回（昭和 55 年 11 月 21 日） 

テーマ：「畜産と基盤整備」 

開催地：札幌 

畜産と草地造成 小竹森 訓央 北海道大学農学部 

飼料の自給化と草地利用 湯川 邦三 北海道畜産会 

牛の生態と草地造成 大森 昭一朗 北海道農業試験場 

畜産における基盤整備（大規模）の現状と提言 山下 昭正 農用地開発公団 

畜産における基盤整備（小規模）の現状と提言 村井 信二 北海道立十勝農業試験場 

大規模公共草地の管理 石井 格 足寄町大規模草地育成牧場 

 

 

第 9回（昭和 56 年 11 月 20 日） 

テーマ：「農業基盤整備をどうみるか -農業土木の今日における役割-」 

開催地：札幌 

農業基盤整備と農村生活 中川 渡 北海道中央農業試験場 

農業土木に期待するもの 野町 利人 静修大学北海道短期大学 

酪農における基盤整備 若山 辰男 富川農業協同組合 

農政と農業基盤整備 一條 茂信 北海道農業協同組合中央会 

 

 

第 10 回（昭和 57 年 11 月 26 日） 

テーマ：「石狩川下流域の排水対策」 

開催地：札幌 

（昭和 56年度 8月豪雨と被害状況について 寺本 和男 北海道農地開発部 

石狩川下流の湛水被害と排水施設の現況 中村 文彦 北海道開発局農業水産部 
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農作物からみた排水対策 西入 恵二 北海道農業試験場 

石狩川流域の今後の排水対策 

 ①直轄事業による今後の排水対策事業 田村 孝六 札幌開発建設部 

 ②補助事業による今後の排水対策事業 高根 仟 北海道農地開発部 

 

 

第 11 回（昭和 58 年 11 月 18 日） 

テーマ：「北海道における農村計画について」 

開催地：札幌 

我が町の農村計画について-特に水田地帯 白鳥 繁夫 新十津川町土木課 

我が町の農村計画について-特に畑地帯 吉田 勝之 音更町土地改良課 

農業基盤整備と地域計画-空知地域を一事例として 滝沢 一喜 （財）北海道農業近代化コンサルタント 

根室地域における農村整備 白岩 琢志 農用地開発公団北海道支社 

北海道における農村環境整備の現状 林 澄夫 北海道農地開発部 

 

 

第 12 回（昭和 59 年 11 月 2 日） 

テーマ：「異常気象下における農業基盤整備の効果」 

開催地：札幌 

異常気象を克服した稲作事例 藤村 稔彦 北海道農務部 

異常気象を克服した畑作事例 山木 貞一 北海道農務部 

異常気象と農業土木-冷害について 末永 国雄 北海道農地開発部 

異常気象と農業土木-干害について 池内 國夫 北海道開発局網走開発建設部 

異常気象と作物生産 塩崎 尚郎 農林水産省北農試畑作部 

 

 

第 13 回（昭和 60 年 11 月 1 日） 

テーマ：「北海道の農業土木技術の今日的課題」 

開催地：札幌 

受益者（水田作）からみた農業基盤整備事業 山森 昭 秩父別土地改良区 

受益者（畑作）からみた農業基盤整備事業 萱原 正 東郷土地改良区 

受益者（畑作）からみた農業基盤整備事業 吉田 勝之 音更町土地改良課 

圃場における農業土木技術の展開 阿部 正人 北海道農地開発部 

農業土木における技術革新の可能性 高田 健治 （株）田西測量コンサルタント 
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農業土木における技術の適正化の考え方 梅田 安治 北海道大学農学部 

 

 

第 14 回（昭和 61 年 10 月 31 日） 

テーマ：「最近の農業水利技術」 

開催地：札幌 

統合水管理構想-雨竜川水系の事例 田村 孝六 北海道開発局農業水産部 

水管理システムと地元ニーズ 岩崎 和巳 農水省農業土木試験場水工部 

テレメーター・テレコンの評価 西出 定雄 （社）農業土木機械化協会 

施設管理を担当して 山森 昭 秩父別土地改良区 

 

 

第 15 回（昭和 62 年 11 月 6 日） 

テーマ：「酪農の基盤整備と地域づくり」 

開催地：札幌 

酪農経営の現状と方向 角倉 博 大樹町農協 

肥培かんがいの現状と課題 遠藤 優 北海道開発局農水部 

草地の維持・更新 菊地 晃二 北海道立天北農業試験場 

草地の保全対策 長澤 徹明 北海道大学農学部 

酪農基盤整備における地域振興方策 谷本 彰 （株）アルファ技研 

 

 

第 16 回（昭和 63 年 11 月 11 日） 

テーマ：「新しい技術と農業基盤整備事業」 

開催地：札幌 

寒冷地の施設園芸 今田 司朗 士幌町農協 

土地改良施設の農産物保存利用 渡部 勇 北海道開発局農水部 

転換畑の水管理 山森 昭 秩父別土地改良区 

最近の農業機械 石田 繁樹 農水省北海道農業試験場 

地熱温泉水を利用した施設園芸 橋本 清孝 壮瞥町役場 

 

 

第 17 回（平成元年 11 月 10 日） 

テーマ：「圃場・土壌管理の問題点」 
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開催地：札幌 

圃場と景観 野本 健 （財）北海道農業近代化コンサルタント 

北海道における土層改良の現状と技術的問題点 佐藤 満徳 北海道農政部農村計画課 

圃場と農業機械 村井 信仁 北海道農業機械工業会 

圃場の排水 藤田 勝 北海道開発局農水部農業設計課 

客土における有機物投入の効果 山品 正志 北海道網走支庁 

土壌改良資材の有効利用による圃場・土壌管理 相馬 尅之 北海道大学農学部 

 

 

第 18 回（平成 2 年 11 月 16 日） 

テーマ：「農村地域の活性化をめざして」 

開催地：札幌 

地域活性化への取り組み（北竜町） 和泉 記彦 北竜町農協 

地域活性化への取り組み（東藻琴村） 中道 源雄 東藻琴村 

ヨーロッパの農村 佐々木 寅雄 農村地域研究所 

農村社会と土地改良施設 梅田 安治 北海道大学農学部 

農地・農村の景観 野本 健 （財）北海道農業近代化コンサルタント 

農業と地域おこし 村井 泰彦 ガブリカルチャー実行委員会 

 

 

第 19 回（平成 3 年 11 月 15 日） 

テーマ：「クリーン農業をとりまく諸問題」 

開催地：札幌 

クリーン農業の確立に向けて 広野 和友 北海道農政部 

土層改良と土づくり 丸山 健次 北海道農業開発公社 

農業地域における水質保全 大村 邦男 北海道立天北農業試験場 

有機物還元による土づくり 福岡 弘幸 オホーツク農業研究会 

消費者の望むクリーン農業 東郷 昭男 （社）北海道消費者協会 

 

 

第 20 回（平成 4 年 11 月 12 日） 

テーマ：「環境保全と農業農村整備事業 新農政プランとこれからの農業農村整備事業」 

開催地：札幌 

農業農村整備と圃場環境 前田 要 北海道立中央農業試験場 



シンポジウム 

124 

農業農村整備と水辺環境 妹尾 優二 （株）エコテック 

農地の環境と生態構造 辻井 達一 北海道大学農学部 

環境保全と地域経済 五十嵐 智嘉子 （社）北海道開発問題研究調査会 

環境保全と農業農村整備事業 武井 厚治 北海道開発局農業水産部 

 

 

第 21 回（平成 5 年 11 月 10 日） 

テーマ：「生活環境としての農村空間」 

開催地：札幌 

豊かな農村環境-都市の暮らしと農村の暮らし 石村 桜 北海道拓殖短期大学 

北海道の農村生活環境づくり 三国 勝美 北海道農政部農業振興課 

北海道における集落の特質と農村生活環境整備 柳村 俊介 酪農学園大学 

農村の居住環境整備 村本 徹 名寄短期大学 

農村の環境整備の現状と課題 山上 重吉 専修大学北海道短期大学 

 

 

第 22 回（平成 6 年 11 月 17 日） 

テーマ：「異常気象を克服する生産基盤の強化 -土地改良施設が果たす役割－」 

開催地：札幌 

基幹水利施設の造成技術とその役割 中島 和宏 北海道開発局農業調査課 

圃場の整備技術とその役割 石田 哲 北海道農政部設計課 

土地改良施設の使用・管理技術とその実態 山森 昭 秩父別土地改良区 

水利施設と水管理の役割研究 中村 和正 北海道開発局開発土木研究所 

 

 

第 23 回（平成 7 年 11 月 30 日） 

テーマ：「北海道の持続的農業と基盤整備」 

開催地：札幌 

持続的農業のための基盤整備 成田 保三郎 北海道立中央農業試験場 

畜産廃棄物の有効利用としての肥培かんがい 七戸 義一 北海道開発局農業調査課 

持続的農業のための土層改良 鳥海 廉博 北海道農政部農村計画課 

持続的水田農業の実践 藤沢 孝夫 鷹栖町水田農家 

持続的畑作農業の実践 兵頭 勉 帯広市畑作農家 

持続的園芸農業の実践 竹内 久幸 南幌町園芸農家 
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第 24 回（平成 8 年 11 月 28 日） 

テーマ：「地域社会と農業農村整備の効用」 

開催地：札幌 

農業農村整備の多面的効用 出村 克彦 北海道大学農学部 

富良野地域における農業の展開と土地改良事業 萱原 正 東郷土地改良区 

帯広川西地域における農業の展開と土地改良事業 西村 直樹 北海道立中央農業試験場 

気象変動化における土地改良事業の有効性調査 名越 庸雄 北海道開発局農業水産部 

 

 

第 25 回（平成 9 年 11 月 13 日） 

テーマ：「自然環境に配慮した農業農村整備」 

開催地：札幌 

海外における生態系保全の取り組み 山田 雅彦 北海道立中央農業試験場 

魚を育む川づくり 高橋 明伸 北海道開発局小樽開発建設部 

農道と湿原環境 武井 正行 釧路支庁農業振興部 

ホタル保全に配慮した排水路整備と地域活動 上山 邦彦 知内町立湯ノ里小学校 

黒松内町における環境管理 若見 雅明 黒松内町教育委員会 

 

 

第 26 回（平成 10 年 11 月 10 日） 

テーマ：「農業土木技術の新たな展開」 

開催地：札幌 

農業土木技術の今後の展望 後藤 典史 北海道開発局開発土木研究所農業開発部 

地域発生資材・新素材の活用 －農地整備の場面 横井 義雄 北海道立中央農業試験場生産基盤科 

地域発生資材・新素材の活用 －農業造構の場面 久保 宏 北海学園大学工学部 

農業土木施設の効果的運用・新たな活用 秀島 好昭 北海道開発局開発土木研究所農業土木研究室 

情報化時代に対応した農業土木技術の展開 高橋 保之 (財)北海道農業近代化コンサルタント 

 

 

第 27 回（平成 11 年 11 月 17 日） 

テーマ：「家畜糞尿処理・利用の今後の展望」 

開催地：札幌 
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北海道における家畜糞尿処理の現状と課題 石黒 悟 北海道農政部酪農畜産課 

家畜糞尿処理・利用技術に関する試験研究の成果と課題 前田 善夫 北海道立新得畜産試験場 

農業農村整備事業による家畜糞尿処理・利用 前川 国雄 北海道開発局農業開発課 

農業農村整備事業による家畜糞尿処理・利用 細川 重蔵 北海道農政部農村計画課 

地域における家畜糞尿処理・利用の現状と課題 安村 敏博 JAさらべつ営農部 

家畜糞尿のコンポスト処理による有機農業の展開 吉川 輝光 JAしんおたる営農企画室 

 

 

第 28 回（平成 12 年 11 月 16 日） 

テーマ：「食料・農業・農村基本計画の実現に向けた農業農村整備事業の展開 －食料自給率の向上を目指し

て－」 

開催地：札幌 

食料・農業・農村基本計画の実現に向けて期待される北海道農業の役割(基調講演) 大泉 一貫 東北大学

大学院農学研究科 

北海道における農業の現状と課題 原田 都夫 北海道開発局農業水産部 

食料・農業・農村基本計画を踏まえた農業農村整備の取組 鳥海 廉博 北海道農政部 

食料・農業・農村基本計画の実現に向けた展望 戸塚 守 北海道農業協同組合中央会 

北海道における水田農業の経営の現状と課題 西村 直樹 北海道立中央農業試験場 

 

 

第 29 回（平成 13 年 11 月 13 日） 

テーマ：「地域資源の利用と環境調和型農業」 

開催地：札幌 

地域発生資材のリサイクルによる環境調和型農業の展開 －水田地帯の事例－ 森 良明 美唄市農業協同組合 

地域発生資材のリサイクルによる環境調和型農業の展開 －畑地帯の事例－ 道場 琢也 芽室町農業協同組合 

環境調和型農業を推進するための基盤整備 －地域資源を利用した土層改良－ 古館 明洋 北海道立北見農業

試験場 

環境調和型農業に向けた未利用資源のリサイクル 杉森 洋一 北海道農政部流通対策課 

環境調和型農業に向けた地域資源循環システムの構築 荒金 章次 北海道開発局農業水産部農業水利課 

 

 

第 30 回（平成 17 年 11 月 25 日） 

テーマ：「北海道の農業生産基盤のこれから －新たな食料・農業・農村基本計画における農業土木の役割－」 

開催地：札幌 
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新たな『食料・農業・農村基本計画』と農業土木の役割 石田 憲治 農業工学研究所 

資源保全施策について 吉岡 裕次 北海道開発局農業水産部 

北海道における資源保全施策の導入に向けた調査の概要 大西 英昭 北海道農政部 

事例報告：七飯町の取り組み 村瀬 克己・伊藤 眞 七飯町農林水産課 

事例報告：旭鷹土地改良区の取り組み 永山 敏行 旭鷹土地改良区 

 


