
  

令和２年１０月１９日(月） 

国土交通省  関東地方整備局 

利根川下流河川事務所 

 記 者 発 表 資 料 

水郷・利根川の魅力と多様な自然について、魅力を確認していただく「利根川下流自然再生シ

ンポジウム」を開催いたします。 

  利根川下流部は、国内有数の広大なヨシ原湿原が広がり、世界的に珍しいコジュリン・オオセッカの繁

殖地となっています。また、利根川の周辺は、歴史的にも船運が盛んで周辺の街が水郷として発展してき

た歴史もあります。 

利根川下流河川事務所では、自然環境を再生するための取り組みを２０１３年から開始し、「多様な生

物の生息・生育場を育む、湿地・水環境の保全・再生」を目標として、これまでに千葉県香取市（旧小見川

町）、東庄町で計画された地区の環境整備工事を完了させ、その後モニタリングを実施しております。さら

に、現在は、茨城県神栖市川尻地先において整備工事に着手しております。 

この自然再生事業の効果をはじめとする利根川下流部の自然環境につきまして、現況報告、地元中学

生の自然体験、地元で活動されている方からの活動報告等をいただき、そして今後の自然環境のあり方

を皆様方と一緒に考えるために「水郷・利根川の魅力と多様な自然を考える」をテーマにシンポジウムを

開催させていただきます。ＷＥＢ（Adobe Connect ウェビナー及び Zoom）での参加もできます。また、当日

の取材につきましては、参加申込時に会社名と取材とお申し付けください。 

記 

○開 催 日 時   令和２年１１月１１日（水）１４：００～１６：３０ 

○場     所   神栖市 矢田部公民館 文化ホール 

○定     員   先着１００名 入場無料（会場人数） 

○主     催   国土交通省 関東地方整備局 利根川下流河川事務所 

○協      力   茨城県神栖市 千葉県銚子市・香取市・東庄町 

○応 募 締 切 り   令和 2年１１月 ６日（金） 

○参加申込み     公益財団法人 河川財団 河川総合研究所 担当者：津久井・軍司 

E-mai:tonekaryu@kasen.or.jp  TEL：03-5847-8305 

申込フォーム：http://www.kasen.or.jp/tabid365.html 

事務所 HP: https://www.ktr.mlit.go.jp/tonege 
○必要事項         氏名、所属、ＴＥＬ、E-mail、CPDS発行の有無 以上 

発表記者クラブ 

竹芝記者クラブ・茨城県政記者クラブ・千葉県政記者クラブ・神奈川建設記者会 

問い合わせ先 

国土交通省 関東地方整備局 利根川下流河川事務所 

〒287-8510 千葉県香取市佐原イ４１４９ 
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14:00 ▶ 16:30水

矢田部公民館　文化ホール

問合せ先
関東地方整備局　利根川下流河川事務所　調査課

０４７８-５２-６３６６ 山口・栗山

会　場
茨城県 神栖市 土合本町３丁目９８０９－１５

１１月 日１１
令和２年

受付開始 13:30 ～
開催日

国立環境研究所　気候変動適応センター　室長西廣 淳
弘前大学　農学生命科学部　客員研究員坂 有希子

千葉県立中央博物館大利根分館　主任上席研究員糠谷 隆
東京大学　総合研究博物館　研究事業研究者須田 真一

コーディネーター

木曽三川下流域の自然環境

東庄中学生による第１回シンポジウムに参加して感じたこと

利根川下流部の自然再生に向けた活動報告

水郷・利根川の魅力と
多様な自然を考える

本シンポジウムは、

一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会

一般社団法人　建設コンサルタント協会

認定プログラムです。

本シンポジウムは、

一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会

一般社団法人　建設コンサルタント協会

認定プログラムです。

第２回
利根川下流部
自然再生
シンポジウム

都心から高速道路で約 90 分のところに、かつて
日本のベネチアといわれた水郷があります。

そこは湿地や水路が入り組み、利根川には国内
最大級のヨシ原が広がります。広大なヨシ原は、国
内有数のコジュリン・オオセッカの貴重な棲かと
なっています。

しかし、近年は高水敷の乾燥化でセイタカアワ
ダチソウなどの外来植物が侵入し、ヨシ原や湿地も
減少しています。

利根川下流ではその自然環境を再生するための
取り組みが 2013 年から始まりました。

「多様な生物の生息・生育場を育む、湿地・水際
環境の保全・再生」です。

現在までに神栖地区をはじめとして、ヨシ原や
干潟、ワンドの再生が行われてきました。このよう
な自然を再生する取組が沿川地域にとっても水郷・
利根川をさらに魅力的な場として認知され地域振興
につながることが期待されます。

そこで各方面から専門家をお招きして「水郷・
利根川の魅力と多様な自然を考える 」をテーマに
自然や生態系を守り活用し、魅力を再認識し、地域
の発展につなげるためのシンポジウムを開催しま
す。
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入場無料入場無料
会場先着１００名会場先着１００名

※定員になり次第受付を終了いたします。※定員になり次第受付を終了いたします。

香取市 東庄町
千葉県 千葉県

坂 有希子
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農学生命科学部
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千葉県立中央博物館
主任上席研究員

西廣 淳
国立環境研究所
気候変動適応センター
室長
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埼玉大学
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須田 真一
東京大学
総合研究博物館
研究事業協力者

会場・オンライン
同時開催

in 神栖

名古屋工業大学　教授増田理子

利根川下流部の魅力と自然

利根川下流部自然再生事業の取組み

報告

インタビューアー 埼玉大学　名誉教授浅枝　隆

増田 理子
名古屋工業大学
教授

コーディネーター

インタビューアー

講演者

講演者

講演者

講演者

開催テーマ

※詳細は、 裏面をご覧ください。※詳細は、 裏面をご覧ください。



所属 性別 男  ・  女

TEL 受講証明書
の発行団体

※個人情報は、本シンポジウムの連絡・受講証明書の発行以外には使用いたしませんが、新型コロナウイルス感染症対策として、必要に応じて保健所等の
　公的機関へ提供する場合があります。

※ご希望の方は、団体名に〇をしてください。

新型コロナウイルス感染症対策について
本シンポジウムは、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、厚生労働省等の政府機関、地方公共団体等から情報を入手すると共に、主催
者側では以下の対策を講じて参ります。皆様におかれましても、対策に努めていただきますよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。

①発熱等の症状がある場合は、参加をご遠慮ください。
②こまめな消毒・手洗いや飛沫対策としてマスクを着用してください。
③参加者間のソーシャルディスタンスを十分に確保し、密接・密集の環境
　を控えていただくようお願いします。 

● 参加者側● 主催者側
①受付時の健康チェック・検温及び飛沫対策としてマスクの着用
②手洗い場及び共有設備に手指消毒の設置
③定期的な会場の換気
④ソーシャルディスタンスが十分に確保された会場設営
⑤講演時のマウスシールドの装着またはアクリル板の設置

WEB 参加には、事前登録が必要です。「事前登録 URL」から「ウェビナー登録」をしてください。

「ウェビナー登録」完了後、接続方法を記した「登録完了メール」が届きます。届いたら、登録完了です。

① 開催時刻までに「登録完了メール」の「ここをクリックして参加」をクリック
② 「パスワード」を入力して、ご参加ください。

※完了メールが届かない方は、下記事務局までお問合せください。
※開催前日にも、同じ内容のリマインドメールが、登録メールアドレスに送られます。

※PC、Mac、ipad、iPhone、Android デバイスから参加できます。
※視聴にかかるモバイルデータ通信費などは参加者の負担となります。有線接続もにくは Wi-Fi 接続の環境下でのご参加を推奨します。

２ 事前登録

３

４

登録完了
メール

開催当日

締切締切

11/611/6
金

▶WEB 参加受付【参加申込みから～当日までの流れ】▶WEB 参加受付【参加申込みから～当日までの流れ】

①申込み専用フォーム（下図 URL または右図 QR コード）
　 http://www.kasen.or.jp/tabid365.html　
①申込み専用フォーム（下図 URL または右図 QR コード）
　 http://www.kasen.or.jp/tabid365.html　

▶会場参加受付【①または②のいずれかよりお申込み下さい】▶会場参加受付【①または②のいずれかよりお申込み下さい】

公益財団法人河川財団　河川総合研究所公益財団法人河川財団　河川総合研究所
03-5847-831003-5847-8310 tonekaryu@kasen.or.jptonekaryu@kasen.or.jp 03-5847-830503-5847-8305 津久井・軍司津久井・軍司

提供：千葉県中央博物館　大利根分館提供：千葉県中央博物館　大利根分館

E-mailE-mailFAXFAX TELTEL 担当担当
利根川下流部自然再生シンポジウム　事務局利根川下流部自然再生シンポジウム　事務局

E-mail

②下記、必要事項をご記入の上、　　　または　　　　  でお申込みください。②下記、必要事項をご記入の上、　　　または　　　　  でお申込みください。

【定員】WEB 参加先着：２００名

FAXFAX E-mailE-mail

１. 全国土木施工管理技士会連合会
２. 建設コンサルタント協会

１ 参加申込み
申込み専用フォーム「下記 URL」または「右図 QR コード」より、お申込みください。
http://www.kasen.or.jp/tabid365.html
10/26（月）に事務局より、申込み頂いた「メールアドレス」に「事前登録 URL」を送付いたします。

氏名
ふりがな


