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

あなたも私達といっしょに活動しませんか？

NPO法人
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１．山・川・森・海・人の健康を取り戻そう！
２．海の森づくり運動を全国に、全世界に広げよう！
３．“海藻・海草”は地球と人を救うお医者さん！

海の森づくり
運動の３つの
スローガン

※会の趣旨にご賛同いただける方は、以下をご参照の上是非ご入会下さい。

地球温暖化：海藻への影響と海の森づくり
会の活動を賛助し、イベント案内や会の
活動報告を受けます。

−藻類陸上養殖ビジネスの現状と展望−

山と川と海と人の健康を取り戻そう！
＊入会を希望される方は、下記申込書にご記入の上、Faxにてご連絡ください。
ただし、年会費から1口を除いた部分は寄付として扱わせていただきます。
NW会員以外の会員の変更に際しては入会金は免除されます。
2年以上会費が未納の場合、
自働的にい会員資格は失効します。
Fax: 018-833-7734 海の森づくり推進協会 行き

NPO法人「海の森づくり推進協会」入会・寄付申込書
現会員の種類（該当箇所）
に○を付けてください。
□ 入会申込書
望む会員の種類

非会員、正会員、賛助個人会員、賛助団体会員、
特別賛助会員、ネットワーク会員
□ 寄付申込書
寄付額
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ふりが な

氏

名

住

所

2017年（平成29年）６月３日（土）9時30〜19時

〒

所属団体名（肩書）
連絡先電話番号
e-mailアドレス
備
考

Fax番号：
午前の部（ 9：45〜） Ⅰ. 海藻に対する温暖化の影響
午後の部（13：30〜） Ⅱ. 地域おこし、海面養殖に代わる陸上養殖の未来

＊この情報は会員への通信以外には使用しません。上記住所宛に郵便振替用紙を送付させていただきます。

NPO法人
（Tel&Fax: 018-833-7734

海の森が地球を救う

e-mail: matsuday2015@gmail.com ）
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写真集・これまでの海の森づくりイベント
日本大学名誉教授 堀田 健治

【趣旨】

■会場責任者、司会、講演者

海の森づくり第16回シンポジウム

地球温暖化：海藻への影響と海の森づくり
−藻類陸上養殖ビジネスの現状と展望−
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【はじめに （開会の辞：趣旨説明）】
おはようございます。今日は全国からの参加者からなる当NPOの第16回目のシンポジウム当日です。
前回は海藻によるカーボンオフセットとソシアルファンドによる海の森づくりに焦点を当て、地球温暖化
対策への準備をしてきました。地球温暖化の影響はここ数年続き、海藻やサンゴは大きな被害を被って
います。
このような中で、海の森づくりと深く関わる海藻やサンゴへの影響を明示し、今後期待される陸上
養殖ビジネスの可能性を追求したいと存じます。
他方、
これまで、海藻の養殖の可能性は歴然としてきましたが、市場経済下では、その生産物の経済価値
が非常に低く、独立採算が取れないところに問題がありました。
さらに、公害的側面を持つ地球温暖化に
対する責任不在状態が続いてきたが、UNEP（国連環境計画）は2009年に森林など陸で固定される炭素
（グリーンカーボン）に対し、沿岸域で固定される炭素を「ブルーカーボン」
と新たに称し、その重要性を
アピ―ルしました。
2016年の「パリ協定」では、
「今世紀後半に温室効果ガスの実質・排出ゼロを
目指す。
」
ことを目標にし、それに対して、
日本の中期目標は「2030年までに、
温室効果ガスを26％削減（2013年比）する。
」
でした。
その中で、家庭（39.4％削減）
、業務（39.7％削減）
、運輸（27.4％削減）
、
■種糸（北海道函館市）
省エネが進んでいる製造業や工場等産業部門（6.6％削減）が日本の公約
■種糸（北海道松前市）
となりました。
このような国際的動向の中で、日本に対する期待は増え続け、
■種糸（青森県青森市）
「海の森づくり」に直結する日本の特徴である
「ブルーカーボン」の活用
なくしては実行が難しいと考えられます。
■種糸（岩手県
宮古市重茂）
国民が一致団結して取り組まなければならないのではないでしょうか？
今回は、その準備に相応しいスピーカーにお願いすることが
出来ました。
この機会を大いに活用していただきたいと
存じます。
では、海の森づくり第16回シンポジウム
を開催いたします。
■種糸（徳島県鳴門市）

配布地域

▲ 種糸の斡旋先の
海の森づくり実施地域（2016）
ページ
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【これまでの海の森づくりイベント】
◆シンポジウム
2016 第15回 「海藻によるカーボンオフセットの将来と
ソーシャルファンドによる海の森づくり」
2015 第14回 「6次産業化への道」
2014 第12回 「海藻類とヨウ素」
2014 第11回 「海の森づくりの過去･現在･未来」
2013 第10回 「昆布生産の聖地南茅部と海の森づくり
―食材開発の多面的機能―」
2012 第09回 「生物多様性と海の森づくり」
2011 第08回 ｢東京湾の魚たち、今･昔｣
2010 第07回 ｢海と森の共生｣
2009 第06回 「海洋施肥と海の森づくり」
2008 第05回 「バイオ燃料と海の森づくり」
2007 第04回 「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03回 「食糧･環境問題解決策としての海の森づくり」
2005 第02回 「里山、里地、里海を考えよう」
2004 第01回 「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」

◆研修ツアー
2015 長崎県五島ツアー
2014 西岬・富津ツアー
2010 中国青島ツアー
2009 長崎県壱岐ツアー
岩手県重茂・青森県青森・
北海道南茅部ツアー
愛媛県宇和島ツアー
2005 中国大連ツアー
◆恒例イベント
4-5月 多摩川河口の干潟観察会
5-7月 観音崎磯の海藻観察会
7月
（海の日）海藻おしば体験教室
◆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

◆海の森づくりサミット
2014 第04回 こんぶサミット PART I /PART II
2009 第03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ー
2007 第02回 こんぶサミット in 壱岐･東京―環境と食育―
2004 第01回 こんぶサミットin おおむら
◆実用新案登録証（日本）
2006 登録第3119989号：環境保全型複合増殖林礁
◆特許
2010 英国特許：GB2453194：Method for cultured sea algae ﬁled 20 June 2008.
2012 米国特許：US8,126,780 B2 Date of Patent: Feb.28, 2012
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海の森づくり 第16回シンポジウム・スケジュール

海の森づくり 第16回シンポジウムのご成功をお祈りします。

地球温暖化：海藻への影響と海の森づくり
−藻類陸上養殖ビジネスの現状と展望−
於東京都千代田区神田駿河台1-8 日本大学理工学部1号館121室
2017年（平成29年）６月３日
（土）9時30〜19時

9：00
9：30
9：35

受付
開会式
開会の辞

（司会：猪口茂樹 一般社団法人国際海洋科学技術協会 専務理事）
松田 恵明 海の森づくり推進協会代表 鹿児島大学名誉教授

Ⅰ. 海藻に対する温暖化の影響

（司会：堀田 健治 日本大学名誉教授）

9：45
10：15
10：45
11：15

地球温暖化による海藻植生の変化
CO2による海水の酸性化と藻類への影響
地球温暖化によるサンゴ礁生物の影響
”海藻の養殖”と”ふるさと納税”

11：45

質疑応答

12：15

昼

食 〈総

会〉

Ⅱ. 地域おこし、海面養殖に代わる陸上養殖の未来
13：30
14：00
14：30
15：00
15：30

（司会：廣海 十朗 日本大学教授）

陸上養殖水槽システム
菅原 一美（ 日本白神水産株式会社）
食用海藻産業に求められる陸上養殖生産
佐藤 陽一（理研食品株式会社）
環境保全型複合エコ養殖のすすめ
門脇 秀策（鹿児島大学名誉教授）
混合養殖：タイでシヲグサを餌としたエビの成長と餌の軽減事例
筒井 功（国際農業開発研究センター）
休 息

Ⅲ. 総合討論
15 : 40
16：40
16：50

大野 正夫（高知大学名誉教授）
杉江 恒二（海洋研究開発機構）
木村 匡（
（財）
自然環境研究センター）
岩井 克巳（日東産業株式会社）
松田 恵明（海の森づくり推進協会）

（司会：廣海 十朗 日本大学教授）
登壇者全員
まとめ
閉会の辞

☆フリーコミュニケーション
（懇親会）
17：00 〜 19：00

懇親会が同会場で開催されます。ご都合のつく方は是非ご参加ください。
当日はお弁当をご持参ください。

〒238-0222

神奈川県三浦市岬陽町2-18 モンステラ101
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当日はお弁当をご持参ください。

〒238-0222

神奈川県三浦市岬陽町2-18 モンステラ101

海の森づくり 第16回シンポジウムのご成功をお祈りします。

海の森づくり 第16回シンポジウムのご成功をお祈りします。

アンテナショップ

みつばちカフェぶんぶん
芦屋市大原町5-6

特許事務所グリーンワールド
弁理士
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弁理士

柴田

ＪＲ芦屋駅徒歩3分
１Ｆ展示スペース
２Ｆカフェスペース
連絡先
090-2716-7043
下村まで

茂夫

〒160-0022
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ﾋﾞﾙ5F17
tel：03-5361-8388 fax：03-5361-8389
sibata@mtc.biglobe.ne.jp
infogreenworld@greenworld-pat.com

海の森づくりは
魚介藻類を豊かにする！
！
末竹 和行 商店
〒853-2303長崎県南松浦郡上五島町
宿ノ浦郷369 Tel:090-8830-1150
e-mail: yellotail1010@gmail.com
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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

あなたも私達といっしょに活動しませんか？

NPO法人

16

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

海の森づくり
運動の３つの
スローガン

※会の趣旨にご賛同いただける方は、以下をご参照の上是非ご入会下さい。

地球温暖化：海藻への影響と海の森づくり
会の活動を賛助し、イベント案内や会の
活動報告を受けます。

−藻類陸上養殖ビジネスの現状と展望−

山と川と海と人の健康を取り戻そう！
＊入会を希望される方は、下記申込書にご記入の上、Faxにてご連絡ください。
ただし、年会費から1口を除いた部分は寄付として扱わせていただきます。
NW会員以外の会員の変更に際しては入会金は免除されます。
2年以上会費が未納の場合、
自働的にい会員資格は失効します。
Fax: 018-833-7734 海の森づくり推進協会 行き

NPO法人「海の森づくり推進協会」入会・寄付申込書
現会員の種類（該当箇所）
に○を付けてください。
□ 入会申込書
望む会員の種類

非会員、正会員、賛助個人会員、賛助団体会員、
特別賛助会員、ネットワーク会員
□ 寄付申込書
寄付額

円

ふりが な

氏

名

住

所

2017年（平成29年）６月３日（土）9時30〜19時

〒

所属団体名（肩書）
連絡先電話番号
e-mailアドレス
備
考

Fax番号：
午前の部（ 9：45〜） Ⅰ. 海藻に対する温暖化の影響
午後の部（13：30〜） Ⅱ. 地域おこし、海面養殖に代わる陸上養殖の未来

＊この情報は会員への通信以外には使用しません。上記住所宛に郵便振替用紙を送付させていただきます。

NPO法人
（Tel&Fax: 018-833-7734

海の森が地球を救う

e-mail: matsuday2015@gmail.com ）

