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海の森づくり 第4回こんぶサミット のご成功をお祈りします。

４回

第

こんぶサミット

PART Ⅰ 海の森づくり
の過去・現在・未来
2014年6月1日(日)8：30-17：00
（17：30～19：00懇親会）
会場：東京海洋大学楽水会館
前田

和昭

印・海の森づくり推進協会が
こんぶ種糸を斡旋配布した地域

ーいつまでも魚がたべられる環境へー
あなたも私たちと一緒に活動しませんか

・山・川・海の健康を取り戻そう！
・海の森づくり運動を全国に・全世界に広げよう！
・"海藻・海草”は地球と人を救うお医者さん！

ＮＰＯ法人

海の森づくり推進協会

皆で海の森づくりを推進しましょう！
NPO法人「海の森づくり推進協会」についてはこちらから
海の森づくり
検索
http://www.kaichurinn.com

会員募集中

参加費 ：2,000円/人
（スピーカー・報道関係者並びに学生証提示学生は無料）
懇親会費：1,000円（懇親会参加者のみ)
ポスターセッション：(株）久原水産研究所、日本農産工業株式会社等
主
催 特定非営利活動法人 海の森づくり推進協会（http://www.kaichurinn.com)
後
援 水産庁・環境省・外務省、公財）海と渚環境美化・油濁対策機構、公財）日本釣振興会、
社）国際海洋科学技術協会、社）海洋産業研究会
お問い合わせ先
◆横浜：海の森づくり推進協会事務局（藤野修二郎）
〒241-0801 横浜市旭区若葉台2-25-801 e-mail : shujiro.fujino@mbe.nifty.com
携帯電話： 090-4914-2345 Fax: 045-922-2345
◆秋田：海の森づくり推進協会事務局（松田惠明）
〒010-0872 秋田市千秋北の丸5-72; e-mail : matsuday2006@yahoo.co.jp
Tel ＆ Fax： 018-833-7734 または携帯電話：090-3603-5415

はじめに

スピーカー写真集

第4回こんぶサミット PART １−「海の森づくり」の過去・現在・未来−
【趣旨】
「海の時代」に入りましたが世界の海洋秩序は定かではなく、世界の環境・食糧・医療・安全保障等問題は
深刻さを増しております。
そのような時代に対処するために日本では最近、海洋基本法が制定されました。
それは、海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和、海洋の安全確保、科学的知見の充実、海洋産業
の健全な発展、海洋の総合的管理と国際的協調を基本理念とし、
「我が国の経済社会の健全な発展及び
国民生活の安定向上を図るとともに、海洋と人類の共生に貢献すること」
を目的としています。海との賢い
付き合いも長い日本には、
その海洋基本法の理念と目的に沿った
「海」
を特徴とする国際貢献が期待され
ています。
しかし、
日本の沿岸の磯焼けは顕著で漁村は高齢化と後継者不足に直面しています。
そこで、
私達は環境・水産再生の鍵である藻場の重要性を認識し、小規模で小回りが効く
「海の森づくり」
を全国展
開し、一般市民との連携の場を広めてきました。
当協会の活動である南の海でのマコンブの冬季養殖を中心とした
「海の森づくり」は水産増殖に繋がる
養殖技術で、持続的な磯やけ対策に繋がり、6次産業化へむけたアワビ等の餌を含む生産物利活用、漁村
での勉強会という場づくりによる実質的な人材育成等による漁村活性化を促進しようとするものです。
その
マコンブは、全て1年生の促成栽培種で、柔らかコンブと呼ばれています。平成25年には、北海道の昆布の
生産も大幅に減少し、将来の展望が危惧されています。
また、東日本大震災後、三陸の海藻養殖業も大きな
痛手を被り、市場では、中国や韓国からのコンブ・ワカメ等の輸入がどんどん拡大しています。
当行事はこれまでの「海の森づくり」の総括を踏まえ、
これからのあり方を模索するものです。
【目的】
当協会が勧める
「海の森づくり」は人工的かつ効率的な里海的藻場づくりに貢献するもので、
日本の特徴を
生かしつつ、国際貢献に繋がる賢い海の利用に対して1役を担うものです。当行事は、
このような「海の森づ
くり」に対する国民の認識を高め、循環型社会の構築に貢献することを目的とします。
【目標】
水産の基本は漁村であり、漁村の環境は多様で、それぞれの漁村にあった多面的機能を果せるシステムを
作ることが理想です。1994年に鹿児島で始まった当協会前身のマコンブ種糸の斡旋量は、2002年の当協
会発足時年間1,200mでしたが、今は16,000ｍ余まで伸びました。Part Iでは漁業者の努力を再評価し、
6次産業化と結びつける道筋を模索したい。
【これまで海の森づくりイベント】
◆シンポジウム
2013 第10回シンポジウム「昆布生産の聖地南茅部と海の森づくりー食材開発とコンブの多面的機能―」
2012 第9回シンポジウム「生物多様性と海の森づくり−海の森づくりの社会貢献−」
2011 第8回シンポジウム「東京湾の魚たち、今・昔」
2010 第7回シンポジウム「海と森の共生」
2009 第6回シンポジウム「海洋施肥と海の森づくり」
2008 第5回シンポジウム「バイオ燃料と海の森づくり」
2007 第4回シンポジウム「海洋環境と沿岸漁業振興問題解決策としての海の森づくり」
2006 第3回シンポジウム「食糧・環境問題解決策としての海の森づくり」
2005 第2回シンポジウム「里山、里地、里海を考えよう」
2004 第1回シンポジウム「いま、なぜ海の森づくりか？」
2003 講演会「21世紀の海づくり、魚づくり、人づくり」
◆海の森づくりサミット
2009 第3回こんぶサミット in 壱岐･東京・重茂・青森・宇和島 豊かな海との共生を目指して
2007 第2回こんぶサミット in 壱岐･東京〜環境と食育〜
2005 第3回こんぶサミット in おおむら
◆研修ツアー
◆恒例イベント
2014 西岬・富津ツアー
4-5月 多摩川河口の干潟観察会
2010 中国青島ツアー
5-7月 観音崎磯の海藻観察会
2009 壱岐ツアー、重茂･青森ツアー、宇和島ツアー
7月
海藻おしば体験教室
2005 中国大連ツアー、壱岐ツアー
◆受賞暦
2013 秋田県環境大賞（環境保全の部）受賞
2010 水産ジャーナリストの会2009年度賞受賞
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PART １−「海の森づくり」の過去・現在・未来−
司会、挨拶、開会、座長、閉会

藤野 修二郎
岡本 信明
松田 惠明
（総合司会） （ごあいさつ） 開会・閉会の辞
展示試食会の部

(

基

調

講

高橋 正征
基調講演
の部

) (

)

堀田 健治
パネル討議
の部

(

納土 伸男
ポスターセッション
の部

)(

)

演 の 部

大野 正夫
門脇 秀策
喜多川 浩史
（基調講演１） （基調講演2） （基調講演3）

オオニシ 恭子
（基調講演4）

展 示 試 食 会・パ ネ ル 討 議 の 部

久原 俊之
浦田 俊信
末竹 和行
長岡 明
（展示試食会１他）
（展示試食会2他）（展示試食会3他） （話題提供１）

成田 省一
（コメンテーター1）

笠岡 義雄
渋谷 正信
（話題提供4） （話題提供５）

（予告） PART II シンポジウム：海藻類とヨウ素
司
会 公益財団法人成長科学名誉顧問
入江 實氏
基調講演１．筑波大学生命循環系 系長
白岩 善博氏 海藻類とヨウ素
基調講演２．前日本甲状腺学会理事長
紫芝 良昌氏
ヨウ素と甲状腺との関係並びに世界のヨウ素欠乏症問題
基調講演３．
ヨウ素関連調査研究委員会委員長 布施 養善氏
ヨウ素に関連する臨床医学的課題
パネル討議話題提供１．ネパール・ヨードを支える会理事長 熱田 親熹氏
同話題提供２．
ヒマラヤン・グリーン・クラブ 桑折 広幸氏
同話題提供３．やまと薬膳「いってん」主宰 オオニシ 恭子氏
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海の森づくり 第4回こんぶサミット のご成功をお祈りします。

万年の里海から
真昆布（まことの昆布）
を皆様へ

海の森づくり第4回こんぶサミット
PART I : 海の森づくりの過去･現在･未来
総合司会
基調講演座長
展示試食会座長
パネル討議座長

海の森づくり推進協会幹事長兼事務局長
東京大学名誉教授･高知大学名誉教授
鹿児島大学名誉教授
日本大学特任教授

藤野 修二郎
髙橋 正征
松田 惠明
堀田 健治

【午前の部】 08:00〜09:00
準備
08:30〜13:00
受付
09:00〜09:05
開会の辞
海の森づくり推進協会代表理事
松田 惠明
09:05〜09:10
ごあいさつ 東京海洋大学学長
岡本 信明
09:10〜09:45
基調講演１ 高知大学名誉教授
大野 正夫
「海の森づくり」―過去･現在･未来―
09:45〜10:20
基調講演２ 鹿児島大学教授
門脇 秀策
これからの「海の森づくり」
10:20〜10:55
基調講演３ 愛媛県立宇和島水産高校教諭
喜多川 浩史
愛媛県立宇和島水産高校における環境教育の実践
10:55〜11:05
休憩 及び試食会準備
11:05〜11:50
生産物の展示試食会 (含壱岐テレビ「壱岐産こんぶ 料理の集い」)
㈱久原水産研究所 久原 俊之
有）二協開発 浦田 俊信
五島 アイランド･ボイス 末竹 和行
11:50〜12:40
昼休み
【午後の部】
12:40〜13:15
13:15〜
13:15〜13:30
13:30〜13:45
13:45〜15:00
15:00〜15:15
15:15〜15:30
15:30〜15:40
15:40〜15:50
15:50〜16:00
16:00〜16:30
16:30〜16:55
16:55〜17:00
17:00〜17:30
17:30〜19:00

基調講演４

やまと薬膳「いってん」主宰
食材開発 欧州の経験から

オオニシ 恭子

パネル討議
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告

海の森づくり 第4回こんぶサミット のご成功をお祈りします。

４回

第

こんぶサミット

PART Ⅰ 海の森づくり
の過去・現在・未来
2014年6月1日(日)8：30-17：00
（17：30～19：00懇親会）
会場：東京海洋大学楽水会館
前田

和昭

印・海の森づくり推進協会が
こんぶ種糸を斡旋配布した地域

ーいつまでも魚がたべられる環境へー
あなたも私たちと一緒に活動しませんか

・山・川・海の健康を取り戻そう！
・海の森づくり運動を全国に・全世界に広げよう！
・"海藻・海草”は地球と人を救うお医者さん！

ＮＰＯ法人

海の森づくり推進協会

皆で海の森づくりを推進しましょう！
NPO法人「海の森づくり推進協会」についてはこちらから
海の森づくり
検索
http://www.kaichurinn.com

会員募集中

参加費 ：2,000円/人
（スピーカー・報道関係者並びに学生証提示学生は無料）
懇親会費：1,000円（懇親会参加者のみ)
ポスターセッション：(株）久原水産研究所、日本農産工業株式会社等
主
催 特定非営利活動法人 海の森づくり推進協会（http://www.kaichurinn.com)
後
援 水産庁・環境省・外務省、公財）海と渚環境美化・油濁対策機構、公財）日本釣振興会、
社）国際海洋科学技術協会、社）海洋産業研究会
お問い合わせ先
◆横浜：海の森づくり推進協会事務局（藤野修二郎）
〒241-0801 横浜市旭区若葉台2-25-801 e-mail : shujiro.fujino@mbe.nifty.com
携帯電話： 090-4914-2345 Fax: 045-922-2345
◆秋田：海の森づくり推進協会事務局（松田惠明）
〒010-0872 秋田市千秋北の丸5-72; e-mail : matsuday2006@yahoo.co.jp
Tel ＆ Fax： 018-833-7734 または携帯電話：090-3603-5415

