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Ⅰ.対談・座談会一覧 

 

巻号 対談・座談会名 出席者 
備考 
西暦 

57(10) 学会創立 60 周年記念特別企画対談 山崎不二夫 聞き手 田渕俊雄 1989 

57(10) 学会創立 60 周年記念特別企画対談  小川泰恵 聞き手 脇坂銃三 1989 

57(10) 学会創立 60 周年記念特別企画対談 清野 保 聞き手 岩本壮太 1989 

24(2) 討論会 土地改良の経済効果   

司会 堀 直治（農林省農地局）・佐藤武夫（国

民経済研究協会）・栗原東洋（国民経済研究協

会）・目崎初美（農林省農地局）・安倍義正（全

国土地改良協会）・佐々木四郎（農林省農地局）・

新沢嘉芽統（東京大学農学部） 

1956 

36(4) 座談会 学会誌はどうあるべきか  

司会 岸上定男（東京教育大学）・山崎不二夫（東

京大学）・中川昭一郎（農業土木試験場）・雨宮

堯郎（埼玉県）・井上義隆（日本技術開発）・大

塚嘉一郎（東京大学）・那須丈士（農林省）・山

本光男（東京教育大学）・鶴海寅和（北海道開発

局）・大伴 寛（東北農政局）・西川光治（宮城

短大）・丸山利輔（京都大学）・黒須 靖（東海

農政局）・佐藤安邦（北陸農政局）・弓﨑俊夫（中

国四国農政局）・加来 研（九州大学）・緒方 博

（北海道開発局）・奥村俊二（新潟県）・加藤竹

義（中国四国農政局）・加藤昌平（東北農政局）・

月館養三（埼玉県）・細谷信行（近畿・愛知川）・

学会事務局 

1968 

36(4) 36-4座談会 創刊 200 号を回顧する  

内藤利貞（東京教育大学）・福田仁志（東京大学）・

庄司英信（東京大学）・山崎不二夫（東京大学）・

石橋 豊（東京農工大学）・岸上定男（東京教育

大学）・野口正三（東京教育大学） 

1968 

39(8) 
39-8座談会 浅海開発はいかにある

べきか  

司会 志村博康（東京大学）・伊賀原弥一郎（水

産庁）・池本寅夫（農地局）・大島泰雄（日本水

産学会）・田村徳一郎（明治大学）・出口利祐（農

業土木試験場）・中村 充（農業土木試験場）・

平野敏行（水産庁） 

1971 
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巻号 対談・座談会名 出席者 
備考 

西暦 

39(12) 座談会 農村整備のめざすもの  

司会 岡部三郎（農地局）・荒木甚幸（農地局）・

北村貞太郎（京都大学）・中川昭一郎（農業土木

試験場）・華山 謙（東京工業大学）・山本 敏

（農林大臣官房） 

1971 

40(1) 座談会 新しい年の課題と夢   

司会 志村博康（東京大学）・黒田 昭（東京大

学院生）・小出 進（宇都宮大学）・庄子幹雄（鹿

島建設）・末松雄祐（農地局）・中道 宏（農地

局）・仲野良紀（農業土木試験場）・仁科重麿（埼

玉県） 

1972 

40(7) 
座談会 「システム化」その現状と問

題点  

司会 岡本雅美（東京大学）・加藤昭吉（大成建

設）・角屋 睦（京都大学）・白石英彦（農業土

木試験場）・鈴木重義（東京農工大学）・鈴木善

博（北海道開発局）・中道 宏（農地局） 

1972 

40(10) 座談会 農業土木と環境保全 

（司会 中川昭一郎（農業土木試験場）・荻原三

七夫（埼玉県）・小林俊昭（農地局）・須藤清次

（茨城大学）・松井 健（環境情報科学センタ

ー）・松山良三（環境庁）・宮脇 昭（横浜国立

大学）・棟方 研（農業技術研究所） 

1972 

41(1) 座談会 農業土木と景観工学  

司会 鈴木重義（東京農工大学）・大井道夫（環

境庁）・関口有方（千葉大学）・出口勝美（農業

土木試験場）・中村良夫（東京大学） 

1973 

41(7) 
座談会 農業資源の再評価と農業土

木の役割  

司会 鈴木重義（東京農工大学）・大野貞二（埼

玉県）・岡部三郎（農地局）・後藤 孝（関東・

笛吹川）・華山 謙（東京工業大学） 

1973 

42(1) 
座談会 「開発途上国への経済・技術

援助」に関する諸問題  

司会 中川 稔（構造改善局）・池田 実（徳島

県）・岩本荘太（海外技術協力事業団）・中川昭

一郎（農業土木試験場）・樋浦道夫（構造改善局）・

堀江実信（東北・最上川中流）・宮崎 泰（三祐

コンサルタント） 

1974 

42(7) 座談会 湖沼開発のあり方を探る  

司会 志村博康（東京大学）・大井節男（農業土

木試験場）・駒村三義（環境庁）・末石富太郎（京

都大学）・鈴木真煕（関東・利根川）・田淵俊雄

（茨城大学）・西口 猛（京都大学） 

1974 
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巻号 対談・座談会名 出席者 
ペー

ジ 

42(12) 
座談会 畜産基地の現状と将来，その

問題点  

司会 鈴木重義（東京農工大学）・斎藤 顕（農

用地開発公団）・末吉英夫（関東農政局）・竹中 

肇（東京大学）・谷山重孝（構造改善局）・宮崎 

宏（日本大学） 

1974 

43(2) 

座談会 水産土木研究の現状と動向 

一農業土木学会浅海開発委員会・水産

土木研究部会共催座談会一   

司会 出口利祐（農業土木試験場）・大島泰雄（瀬

戸内海栽培漁業協会）・猪野 峻（海中公園セン

ター）・片田 実（東京水産大学）・菅野 尚（東

海管区水産研究所）・倉掛武雄（ノリ養殖研究セ

ンター）・佐藤 修（北海道大学）・沢田保夫（東

海管区水産研究所）・田中二良（東海管区水産研

究所）・田村徳一郎（明治大学）・中村 充（農

業土木試験場）・八木 実（水産庁）・吉牟田長

生（農業土木試験場） 

1975 

43(4) 座談会 農業土木教育の問題点  

司会 岸上定男（東京教育大学）・後藤紳ー（山

梨園芸高等学校）・河野英一（東京教育大学）・

真田 聡（鹿島建設）・白岩隆己（日本大学）・

中川 稔（構造改善局） 

1975 

44(1) 
座談会 農業と農業土木を考える－

新春放談・小松左京氏を囲んで－ 

司会 小出 進（宇都宮大学）・荒井 聡（構造

改善局）・小松左京（作家）・佐藤洋平（東京大

学）・富田正彦（滋賀県立短大）・水沢義宣（埼

玉県）・水谷正一（三重大学） 

1976 

45(1) 
座談会 食料自給と土地利用のあり

かた   

司会 竹中 肇（東京大学）・大久保隆弘（農事

試験場）・大橋欣治（国土庁）・小泉浩郎（農林

水産技術会議）・作間虔二（元気象庁）・道久義

美（農用地開発公団）・長田 昇（三重大学）・

唯是康彦（農業総合研究所） 

1977 

45(5) 座談会・「農道整備事業」  

司会 坂根 勇（構造改善局）・金田俗夫（鳥取

市長）・小出 進（宇都宮大学）・佐野文彦（茨

城大学）・酒勾 勇（都城市）・鈴木真煕（農用

地開発公団）・田中 勲（愛知県）・鷲尾貞一（新

潟県土地連） 

1977 

45(10) 

講座 農村整備計画（ その 12・最終

講） 〔座談会〕講座の閉講にあたっ

て  

司会 小出 進（宇都宮大学）・北村貞太郎（京

都大学）・楠本備司（農村開発企画委員会）・谷

山重孝（構造改善局）・古屋 修（構造改善局） 

1977 
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巻号 対談・座談会名 出席者 
ペー

ジ 

45(12) 
座談会 農用地造成・整備の施工に関

する諸問題  

司会 山瀬俊一（構造改善局）・穴瀬 真（筑波

大学）・吉川 汎（構造改善局）・芹沢孝之（農

用地開発公団）・多田 敦（農業土木試験場）・

服部 章（三重県）・矢橋晨吾（弘前大学） 

1977 

46(4) 

講座 畑地カンガイ計画（ その 9・

最終講） 〔座談会〕畑地カンガイを

考える 

司会 竹中 肇（東京大学）・板倉康二郎（畑地

農業振興会）・加藤昭三（静岡県）・小出 進（宇

都宮大学）・佐藤 準（構造改善局）・猿渡良一

（愛知県）・長場金造（岡山大学）・西出 勤（岐

阜大学）  

1978 

46(11) 座談会 都市化と農業  

司会 菊岡保人（国土庁）・牛野 正（京都大学）・

川尻俗一郎（構造改善局）・中島治郎（構造改善

局）・布施徹志（東京工業大学）・宮前義幸（愛

知県） 

1978 

47(1) 座談会 農業土木の社会的役割  

司会 沢田敏男（京都大学）・遠藤太郎（農政ジ

ャーナリストの会）・緒形博之（学会会長）・岡

部三郎（構造改善局）・志村博康（東京大学）・

杉本 一（朝日新聞）・三神 茂（NHK） 

1979 

47(8) 
座談会 農業土木の課題と技術の創

造  

司会 丸山利輔（京都大学）・大橋欣治（構造改

善局）・北村貞太郎（京都大学）・中川昭一郎（農

林水産技術会議）・中野政詩（東京大学）・仲野

良紀（農業土木試験場）・星野芳郎（技術評論家）・

三野徹（京都大学）・水谷正一（三重大学） 

1979 

48(3) 
座談会 農業用水のパイプライン化

の問題   

司会 志村博康（東京大学）・稲葉 忠（茨城県）・

鬼塚宏太郎（東京農工大学）・久保七郎（農業土

木試験場）・田内 堯（構造改善局） 

1980 

49(8) 座談会 中国の農業土木をめぐって  

司会 岡本雅美（岩手大学）・佐々木四郎（ADCA）・

須藤良太郎（構造改善局）・渡辺滋勝（三祐コン

サルタンツ） 

1981 

50(1) 座談会 農業土木と国土保全  

司会 須藤清次（茨城大学農学部）・荻野芳彦（大

阪府立大学）・久保七郎（農業土木試験場）・中

野政詩（東京大学）・福岡忠宏（構造改善局）・

増井 久（構造改善局）・真勢 徹（構造改善局） 

1982 
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巻号 対談・座談会名 出席者 
備考 

西暦 

50(3) 
座談会 コンサルタント、その現状と

将来 

白滝山二（東京農工大学）・池田 実（国際協力

事業団）・日下 進（千葉県）・角田 勲（ダイ

ヤコンサルタント）・望月由三（太陽コンサルタ

ンツ）・山下弘蔵（構造改善局）・湯川義光（日

本技研） 

1982 

50(11) 
座談会 傾斜地農業土木の可能性を

探る  

冨田正彦（東京大学）・内山則夫（構造改善局）・

亀山 章（信州大学）・久保泰三（広島県）・小

林裕志（北里大学）・阪田剛一（東北・郡山東部） 

1982 

51(1) 座談会 熱帯農業のあり方を探る  

司会 北村貞太郎（京都大学）・浅田泰次（愛媛

大学）・池田 実（構造改善局）・上田一美（構

造改善局）・岡本雅美（岩手大学）・八田貞夫（熱

帯農業研究センター）・渡辺滋勝（三祐コンサノ

レタンツ） 

1983 

52(9) 座談会 農業土木とエネルギ  

司会 志村博康（東大農）・内嶋善兵衛（農業環

境技術研究所）・川井一之（農林水産技術情報協

会）・木谷 収（東大農）・三野 徹（岡山大農） 

1984 

53(9) 座談会 親水を考える  

司会 矢橋晨吾（千葉大学）、佐藤準（構造改善

局）、千賀裕太郎（宇都宮大学）、田渕俊雄（茨

城大学）、鳥山敏子（中野区立桃園第二小学校）、

吉田良治（徳島県）、渡部一二（多摩美術大学） 

1985 

54(1) 座談会 アフリカ農業事情  

司会 岡本雅美（岩手大学）・太田信介（農林水

産省国際協力課）・川勝隆雄（ 日本工営）・丸

杉孝之助（国際農林業協力協会）・吉田昌夫（ア

ジア経済研究所） 

1986 

54(9) 
座談会 地域振興をうながす土地改

良  

司会 千賀裕太郎（字都宮大学）・佐藤守（岩手

県藤沢町長）・篠原 孝（食品流通局）・坪井伸

広（農村金融研究会）・仁科重麿（崎玉県）・橋

本喜久雄（愛知県美浜町長）・保積 修（構造改

善局） 

1986 

55(8) 
座談会 大学の農業土木教育はどう

変わるか  

司会 角屋 睦（京都大学）・穴瀬 真（東京農

工大学）・今尾昭夫（島根大学）・近藤 武（三

重大学）・佐藤晃一（愛媛大学）・東山 勇（山

形大学）・安富六郎（茨城大学） 

1987 

58(1) 鼎談 中山間地の明日への科学技術  
中村忠春（愛媛大学農学部）・丸山利輔（京都大

学農学部）・荒井 聡（農林水産省関東農政局） 
1990 
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巻号 対談・座談会名 出席者 
備考 

西暦 

58(1) 
講座 農道整備の実際（その１）ー座

談会ー 

司会 安富六郎（東京農工大学）・今井敏行（農

研センター）・岩瀬俊幸（構造改善局）・谷口 建

（専修北海道短大）・西沢宗雄（構造改善局）・

西村一徳（構造改善局）・元杉昭男（構造改善局） 

1990 

59(7) 
座談会「SustainableAgricultureJ 

（持続的農業について） 

司会 水谷正一（宇都宮大学）・国松孝男（滋賀

県立短大）・筒井 暉（近畿大学）坪井伸広 （農

業研究センター）・中川昭一郎（日本学術会議会

員，農業土木学会専務理事）・中山幹康（宇都宮

大学）・陽 捷行（農業環境技術研究所）・元杉

昭男（山形県） 

1991 

61(4) 座談会 女性がいると職場ガ変わる 

司会 奥島里美（農業工学研究所）・相川千瑞（崎

玉県）・近藤ゆかり（中国四国農政局）・佐藤品

子（大林組）・志賀摂子（太陽コンサルタンツ）・

土田百合子（水資源開発公団）・溝口恵美子（日

本技研）・四本知恵子（北海道農業近代化コンサ

ルテント） 

1993 

61(11) 座談会 期待される農業土木教育 

司会 河野英一（日本大学農i獣医学部）・板倉

雄二郎（パシフィックコンサルタンツ）・大橋康

廣（ 東急建設）・小泉 健（構造改善局）・原

田 稔（日本農業集落排水協会）・三輪 弌（岩

手大学）・八木英二（埼玉県） 

1993 

65(1) 
座談会 農業土木はいま－食糧と環境

の 21 世紀－  

司会 水谷正一（宇都宮大学）・久野格彦（三祐

コンサルタンツ）・坂井康宏（構造改善局）・丹

治 肇（農業工学研究所）・中桐貴生（京都大学）・

山路永司（東京大学）・渡辺豊博（日本グラウン

ドワーク協会）・渡辺昭弘（構造改善局） 

1997 

68(1) 座談会 農業土木は何をめざす  

司会 山路永司（東京大学）・天辻康裕（三祐コ

ンサルタンツ）・大槻恭一(九州大学)・向後雄二

（農業工学研究所）・生源寺真一（東京大学）・

平野達男（構造改善局）・広瀬 伸（構造改善局） 

2000 

69(8) 

座談会「阪神・淡路大震災，復興への

足どり」 －農業土木技術者の災害対

応を考える－   

畑 武志（神戸大学）・川口義人（兵庫県）・高

田一臣（北淡町）・武田和義（兵庫県）・中川豊

彦（滋賀県）・中山茂樹（北淡路土地改良区）・

八嶋正信（北淡町建設業協会）・常友永一（兵庫

県） 

2001 
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巻号 対談・座談会名 出席者 
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西暦 

70(1) 
鼎談 新たな＜水土の知＞の定礎に

向けて  

佐藤洋平（農業土木学会長）・中道 宏（日本農

業土木総合研究所理事長）・黒田正治（ビジョン

検討委員会委員長） 

2002 

70(1) 
座談会 アジアモンスーン地域にお

ける農業土木分野の連携  

司会 黒田正治（九州共立大学）・森田昌史（全

国農業土木技術連盟）・茨木教晶（日本農業土木

総合研究所）・関岡英明（農村振興局）・内田一

徳（神戸大学）・久保成隆（東京農工大学） 

2002 

70(8) 

70(9) 

地球環境研究委員会座談会 世界の

農業・農村と地球環境研究（前・後） 

司会 黒田正治（九州共立大学）・赤江剛夫（岡

山大学）・海田能宏（京都大学）・茨木教晶（緑

資源公団）・小前隆美（農業技術研究機構）・奥

島修二（農業工学研究所） 

2002 

71(2) 
座談会 技術者教育・継続教育をめぐ

る動きと技術者倫理  

座長 佐藤洋平（東京大学）・大堀忠至（日本技

研）・鏡 一男（山形県）・小泉 健（農業工学

研究所）・坂上和秀（鹿児島県）・鈴木健一（東

急建設）・鈴村和也（農村振興局）・森井俊広（新

潟大学）・ 

2003 

73(2) 座談会「愛知用水を語る」（抜粋） 

司会 松浦良和・荒井睦夫・石黒聰一郎・大辻小

太郎・岡部三郎・近藤 晋・坂上成永・竹村良孝・

中川 稔・中嶋 實・野崎春鷹・馬場 博・日高

修吾・日比 剛・松永正守・水之江政輝・光成 

弘・益田和範・翠川恒雄・籔亀淳夫 

2005 

73(10) 
座談会 施設管理の 20年を振り返っ

て（抜粋） 

司会 斉藤晴美（農村振興局）・岩村和平（農村

振興局）・内村重昭（国土交通省）・勝山達郎（石

川県）・斉藤政満（農村振興局）・佐藤 準（元

農村振興局次長）・須田康夫（元北陸農政局長）・

中島久宜（農村振興局施設管理室長）・宮本 宏

（元九州農政局次長） 

2005 

78(1) 

座談会「農業農村工学は、地球環境問

題の解決に向けてどう貢献すべき

か？ 地球環境（地球温暖化）問題に

関する研究推進小委員会 

司会 渡邉紹裕（京都大学）・飯田俊彰（東京大

学）・井上 京（北海道大学）・田中秀明（農村

振興局）・近森秀高（岡山大学）・増本隆夫（農

村工学研究所）・森 淳（農村工学研究所） 

2010 
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西暦 

81(3) 
座談会・大震災に学ぶリスク管理技術

と課題  

司会 松本精一（災害対応特別委員会副委員

長）・青山咸康（石川県立大学・災害対応特別委

員会委員長・座長）・小林浩史（農村振興局）・

柵木 環（農村振興局）・宮森俊光（東北農政局）・ 

伊藤千一（岩手県）・雫石和男（宮城県）・小島

重紀（福島県）・高橋順二（農村工学研究所） 

2013 

85(1) 

座談会 土地改良長期計画を支える

技術の展開方向―若い技術者／研究

者へのメッセージ： 

塩野隆弘（農研機構）・岡島賢治（三重大学）・

髙橋圭三（宮城県土地連）・渡嘉敷 勝（農研機

構）・山岸雄一（関東農政局）・山田秀穂（NTC

コンサルタンツ） 

2017 
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