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Ⅹ．検討委員会の開催 
１．委員会開催の目的 

本事業の目的が効果的かつ効率的に達成できるよう検討を行うため、有識者 6 名から

なる検討委員会を設置した。 

 
２．水源森林保全調査・有明海等の閉鎖性海域と森林に関する調査委員会の開催 
（１）第１回検討委員会 

１）開催日時 
平成 30 年 6月 15日（木）15：00 ～ 17：00 

 
２）委員会の有識者 

第 1回委員会に出席した有識者は以下に示すとおりである。 

 

表Ⅹ－1 委員会の有識者 
氏  名 所  属 

落合  博貴  一般社団法人 日本森林技術協会 技術指導  
小野寺  真一  広島大学  大学院総合科学研究科  教授  
小林  政広  国立研究開発法人森林研究・整備機構  森林総合研究所  

森林研究部門  立地環境研究領域  土壌特性研究室長  

田井  明  九州大学大学院工学研究院環境社会部門  准教授  

玉井  幸治  国立研究開発法人森林研究・整備機構  森林総合研究所  

森林研究部門  森林防災研究領域長  

樽谷  賢治  国立研究開発法人  水産研究・教育機構  西海区水産研究所  

有明海・八代海漁場環境研究センター  センター長  

 
３）議事 

第 1回委員会の議事は以下に示すア～カとした。議事録を巻末資料に示した。 

ア 本調査の背景とこれまでの整理事項 

イ SWATモデルの概要 

ウ 平成 29 年度調査結果と SWAT モデル再調整について 

エ 平成 30 年度調査計画について 

オ これまでの成果と今後の課題について 

カ その他 

 
（２）第２回検討委員会 

１）開催日時 

平成 30 年 11月 15日（木） 15:00 ～ 17:00 
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２）委員会の有識者 
第 2回委員会に出席した有識者は以下に示すとおりである。 

 

表Ⅹ－3 委員会の有識者 
氏  名 所  属 

落合  博貴  一般社団法人 日本森林技術協会 技術指導  
小野寺  真一  広島大学  大学院総合科学研究科  教授  
小林  政広  国立研究開発法人森林研究・整備機構  森林総合研究所  

森林研究部門  立地環境研究領域  土壌特性研究室長  

田井  明  九州大学大学院工学研究院環境社会部門  准教授  

玉井  幸治  国立研究開発法人森林研究・整備機構  森林総合研究所  

森林研究部門  森林防災研究領域長  

樽谷  賢治  国立研究開発法人  水産研究・教育機構  西海区水産研究所  

有明海・八代海漁場環境研究センター  センター長  

 
３）議事 

第 2回委員会の議事は以下に示すア～オとした。議事録を巻末資料に示した。 

ア 第 1回委員会での指摘事項 

イ 全流域モデルの再調整 

ウ 小流域モデルの作成 

エ 総合評価方法の検討 

オ その他 

 
４）委員会での指摘内容と対応方針 

第 2回委員会での委員からの意見は表Ⅹ－4のとおりであり、対応方針に基づき調

査・検討を進めた。 

 
表Ⅹ－4 第 2回検討委員会での指摘内容と対応 

No 指摘事項 対応 
1 リンの精度が上がらないのは土砂

の基底流過小評価が原因では。 
USLEは実測値を使ってはどうか。 

２．全流域モデルの再調整の章 および 
３．小流域モデルの作成の章で対応 

2 森林の管理状態との関係を議論で
きたほうがよい。 

３．小流域モデルの作成の章 および 

４．総合評価方法の検討の章で対応 

・小流域内の樹種・管理履歴を整理。 

・スギ・ヒノキの既往知見を考慮したシナリオ解析。 
3 様々な土地利用からの排出によっ

て物質の濃度がどう変わっていく
か、という視点も加えてはどうか。 

４．総合評価方法の検討の章で対応 
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4 総合評価では、他流域へ適用する
ときの注意点のまとめ、シナリオ
解析を加えてはどうか。 

４．総合評価方法の検討の章で対応 

  

 
 
（３）第３回検討委員会 

１）開催日時 
平成 31 年 2月 22日（金）15:00 ～ 17:00 

 
２）委員会の有識者 

第 3回委員会に出席した有識者は以下に示すとおりである。 

 

表Ⅹ－5 委員会の有識者 

氏  名 所  属 
落合  博貴  一般社団法人 日本森林技術協会 技術指導  
小野寺  真一  広島大学  大学院総合科学研究科  教授  
小林  政広  国立研究開発法人森林研究・整備機構  森林総合研究所  

森林研究部門  立地環境研究領域  土壌特性研究室長  

田井  明  九州大学大学院工学研究院環境社会部門  准教授  

玉井  幸治  国立研究開発法人森林研究・整備機構  森林総合研究所  

森林研究部門  森林防災研究領域長  

樽谷  賢治  国立研究開発法人  水産研究・教育機構  西海区水産研究所  

有明海・八代海漁場環境研究センター  センター長  

 
 

 
３）議事 

第 3回委員会の議事は以下に示すア～エとした。議事録を巻末資料に示した。 

ア 平成 30 年度第 2回委員会の指摘事項について 

イ 総合評価について 

ウ 今後の課題について 

エ 2019年度調査計画（案）について 
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ⅩⅠ．2019 年度調査計画（案） 

 

１．現地で実施する調査計画(案) 

本年度に引き続き、城において、以下に示す現地調査を実施し、データを得ることとす

る。 

表ⅩⅠ－1 現地調査計画（案） 

項目 箇所 調査手法 実施期間 項目 

河川水調査 水質分析 平水時 城 自動採水器設置 7月～9月 
12時間に 1回 
92日 184試料 

窒素（有機態窒素、
硝酸態窒素、アンモ
ニア態窒素、亜硝酸
態性窒素） 
リン（有機態リン、
無機態リン） 
SS 

出水時 城 自動採水器設置 7月～10月 
3～6イベント  

72試料 

計器設置 
常時 城 自動記録式濁度計 7月～9月 

1時間に 1回 
濁度 

 

２．SWATモデルの精緻化 

（１）SWAT モデルの時間スケールの解析 
平成 28 年度～平成 30 年度に構築した SWAT モデル及び 2019 年度の現地調査で得ら

れたパラメータを用いて、時間スケールの解析を実施する。 

（２）シナリオ解析 
森林の成長・変化等を考慮した過去の長期推定 

（３）解析結果の評価 
・菊池川流域の年間流出量（水、土砂、窒素、リン） 

・流出量の時間変化（平水時、出水時） 

・森林による影響のより詳細な評価 

 

３．データ収集 

有明海及び八代海へ注ぐ 1 級河川 9 河川のうち、菊池川を除く 8 河川の既存データを

収集する。 

（１）対象河川 
  １）球磨川   ２）緑川   ３）白川   ４）矢部川    
  ５）本明川   ６）六角川  ７）嘉瀬川  ８）筑後川 
（２）収集するデータ 
  １）土地利用  ２）標高  ３）土壌  ４）水位  ５）水質 ６）他 
 
 
 



 
 

 
 

巻末資料 
第１回検討委員会資料 
第２回検討委員会資料 
第３回検討委員会資料 
現地調査結果 
現地調査写真 
計量証明書 

 土壌データベース 
 SWAT パラメータ 
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