
応用生態工学会

講演・ 総合討論プログラ ム

第11回 北陸現地ワークショップin石川

・参加申込方法,参加料は裏面をご参照下さい.

・問合せ先:応用生態工学会　金沢　(株)国土開発センター(澤　康雄、平野博範、前　正人)

　  TEL:076-274-8817  FAX:076-274-8421  E-mail：kankyoucyousa@kokudonet.co.jp

10:00～　　　　 受付開始
10:30～10:40　　開会の挨拶　 実行委員長　玉井信行（東京大学名誉教授）　
10:40～11:20　  基調講演　　北陸のエコリージョン
　　 　　    　             Chen(チェン) Siew(シュ) Fong(フォン)
                           （(株)地域環境計画生物多様性推進事業部）
11:20～12:00　  講　　演　　世界農業遺産「能登の里山里海」と生態系管理
　　　　　　　　　　　　　　中村 浩二（金沢大学教授・環日本海域環境研究センター長）
12:00～13:00　　休　　憩(ポスターセッション)
13:00～13:30　　研究報告１　石川の潟と水生植物相の変遷
　　　　　　　　　　　    　永坂 正夫（金沢星稜大学人間科学部教授）
13:30～14:00　　研究報告２　森林と潟　～陸ガニ類を介した物質循環～
　　　　　　　　　　　　    柳井  清治（石川県立大学生物資源環境学部教授）
14:00～14:20　  事例報告１　石川の淡水魚
                            佐野　修（石川県自然史センター理事）
14:20～14:40　  事例報告２　日本のトキ復活作戦といしかわ動物園の取り組み
　　　　　  　　　　　　    竹田 伸一（いしかわ動物園飼育展示課主査・種保全グループ長）　
14:40～15:00　  事例報告３　木場潟におけるヨシによる水質浄化の取り組み
　　　　　　　　　　　　    土田　準（こまつ環境パートナシップ・木場潟再生プロジェクトリーダー）
15:00～15:20　  事例報告４　ラムサール登録湿地・片野鴨池に見る，人と自然の共存
　　　　　　　　　　　　　  岡本  裕子（(公財)日本野鳥の会 加賀市鴨池観察館担当 チーフレンジャー）
15:20～15:30　　休　　憩
15:30～16:50　　総合討論　  北陸のエコリージョンを考える.
　　　　　　　　　　   　　 コーディネーター　玉井信行（東京大学名誉教授）
                            パネリスト
                            Chen Siew Fong（(株)地域環境計画生物多様性推進事業部）
                            中村 浩二（金沢大学教授・環日本海域環境研究センター長）
                            永坂 正夫（金沢星稜大学人間科学部教授）
                            柳井 清治（石川県立大学生物資源環境学部教授）
16:50～17:00　　総　　括　　実行委員長　玉井信行
17:00　　 　　  閉会の挨拶　副実行委員長　中村浩二

　石川県は，日本列島の中央で能登半島が日本海側に突き出した独特の地勢を有している他，邑知潟，河北

潟，木場潟等の湿地が広がっている．このため毎年冬には多くの渡り鳥が中継点，越冬地として県下に飛来

しているとともに，半島地形，閉鎖性水域ならではの独特な生態系が見られる.

　昨年の全国大会金沢大会では「河川流域」におけるエコリージョンを考え，それに基づく生物多様性を考

慮した流域管理の考え方について議論がなされた．今年度は北陸地域を特徴づける「潟」をテーマにして，

そこでの生物多様性，水質，地域の歴史と伝統についてエコリージョンの観点から議論することとする.

開催趣旨

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ　　日時：平成24年11月9日(金)10:30～17:00

            会場：ITビジネスプラザ武蔵

交 流 会　　日時：平成24年11月9日(金)18:00～20:00

            会場：近江町・海鮮市場料理「市の蔵」  

                  現地見学会　  日時：平成24年11月10日(土)9:00～16:30

            コース：木場潟、柴山潟、片野の鴨池(ラムサール条約登      

                  録湿地)、鹿島の森(国の天然記念物)                

主　　催　　応用生態工学会

後　　援　　国土交通省北陸地方整備局，農林水産省北陸農政局，環
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　　　　　　人リバーフロント研究所，財団法人ダム水源地環境整備　

　　　　　　センター，社団法人北陸建設弘済会，北陸技術士懇談会，

　　　　　　石川県治水協会,石川県建設コンサルタント協会
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10:00～　　　　 受付開始
10:30～10:40　　開会の挨拶　 実行委員長　玉井信行（東京大学名誉教授）　
10:40～11:20　  基調講演　　北陸のエコリージョン
　　 　　    　             Chen(チェン) Siew(シュ) Fong(フォン)
                           （(株)地域環境計画生物多様性推進事業部）
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14:00～14:20　  事例報告１　石川の淡水魚
                            佐野　修（石川県自然史センター理事）
14:20～14:40　  事例報告２　日本のトキ復活作戦といしかわ動物園の取り組み
　　　　　  　　　　　　    竹田 伸一（いしかわ動物園飼育展示課主査・種保全グループ長）　
14:40～15:00　  事例報告３　木場潟におけるヨシによる水質浄化の取り組み
　　　　　　　　　　　　    土田　準（こまつ環境パートナシップ・木場潟再生プロジェクトリーダー）
15:00～15:20　  事例報告４　ラムサール登録湿地・片野鴨池に見る，人と自然の共存
　　　　　　　　　　　　　  岡本  裕子（(公財)日本野鳥の会 加賀市鴨池観察館担当 チーフレンジャー）
15:20～15:30　　休　　憩
15:30～16:50　　総合討論　  北陸のエコリージョンを考える.
　　　　　　　　　　   　　 コーディネーター　玉井信行（東京大学名誉教授）
                            パネリスト
                            Chen Siew Fong（(株)地域環境計画生物多様性推進事業部）
                            中村 浩二（金沢大学教授・環日本海域環境研究センター長）
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参加料等振込み先

申込み方法

参加料

ワークショップの会場と交通

申込み用紙に記入の上、FAXして下さい．同等内容のメールでも受付いたします．申し込み用紙

は応用生態工学ホームページ(http://WWW.ecesj.com)からダウンロードできます

申込締切：平成24年10月12日(金)　

振込締切：平成24年10月19日(金)

問合せ先：応用生態工学会　金沢 (株)国土開発センター(澤　康雄、平野博範、前　正人)

　TEL:076-274-8817  FAX:076-274-8421  E-mail：kankyoucyousa@kokudonet.co.jp

会  場：ITビジネスプラザ武蔵(「めいてつエムザ」内)　

所在地：〒920-0855　武蔵町14番31号　

TEL：076-224-6340　FAX:076-224-8788

交  通：金沢駅から徒歩10分、バスで2区間(武蔵ケ辻下車)、タクシーで3分

会場詳細地図：　http://WWW.bp-musashi.jp/guide/about/index.html

交流会の会場と交通

会  場：近江町・海鮮市場料理「市の蔵」　

交  通：ワークショップ会場から徒歩3分、近江町いちば館2F

銀行口座　銀 行 名：北國銀行金沢中央支店

          口座名義：応用生態工学会金沢(オウヨウセイタイコウガツカイカナザワ）

          口座番号：（普通）465963

第11回　北陸現地ワークショップin石川

下記のとおり参加申し込みいたします

(フリガナ)

氏名

所属

連絡先

ワークショップ

交流会

申し入れ事項

現地見学会

(昼食含む)

(専門分野：　　　　　　)
正・学生会員
No.

賛助会員
No.

自宅　所属　(いずれかに○)

〒　　　-

住所

TEL: FAX:

E-mail:

参加申し込み事項 参加料(いずれかにチェック)

11月9日(金)10:30～17:00

11月9日(金)18:00～20:00

11月10日(土)9:00～16:30

参加・不参加

参加・不参加

参加・不参加

合計参加料(交流会参加料以外)
請求書(いずれかに○)　〈要・否〉　　　　現地見学会のバス乗車場所（下記のいずれかに○）

事後振込(該当の場合○)　〈要〉　　　　　　　　　　　　　　　　<金沢駅・アトリオ・石川県立大学駐車場>

その他

□正・賛助会員：2,000円※
□非　 会 　員：3,000円
□学　　　　生：1,000円

□正・賛助会員：3,000円※
□非　 会 　員：4,000円
□学　　　　生：2,000円

5,000円(当日お支払い下さい)

合計　　　　　　　　円

ワークショップ

現地見学会

交流会 一律5,000円(当日お支払い下さい)

正・賛助会員
左記以外 学生

2,000円 3,000円 1,000円

3,000円 4,000円 2,000円

※ワークショップ会場周辺には昼食場所が多くあります．

※現地見学会の昼食代(1,000円)と施設の入館料は参加料に含みます．

－参加申込書－

FAX宛先：076-274-8421
E-mail宛先：kankyoucyousa@kokudonet.co.jp

※、石川県治水協会員、北陸技術
　士懇談会員は賛助会員扱いとな
　りますので、所属を記入下さい

石川県治水協会員
北陸技術士懇談会員


