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東アジアの沿岸域の総合的管理に関するセミナー
～ ＰＥＭＳＥＡ／ＪＡＰＡＮ Ｊｏｉｎｔ Ｓｅｍｉｎａｒ ～

平素より、格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、国土交通省総合政策局及び海洋政策研究財団（ＯＰＲＦ）は、東アジア海域
環境管理パートナーシップ（ＰＥＭＳＥＡ）との共催により、来たる７月１８日（金）に「東
アジアの沿岸域の総合的管理に関するセミナー ～PEMSEA/JAPAN Joint
Seminar～」を開催いたします。
ＰＥＭＳＥＡは、東アジア海域における持続可能な開発についての政府及び国際機
関をはじめ、ＮＧＯ等が参加する連携・協力の枠組みで、参加各国の沿岸地域の開
発について環境に配慮した持続可能なものとするための活動を行っています。
一方、我が国では、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海などを初めとして沿岸域の開発に
伴って環境汚染が進んだことから、これまでに種々の施策を推進してきたところです
が、これらの施策について、積極的にアジアの他の国へ情報発信は行って参りませ
んでした。
本セミナーは、同月１４日（月）～１７日（木）の期間にＰＥＭＳＥＡの「第２回東アジア
海域パートナーシップ会議」が東京にて開催され、各国の代表が東京に集まる機会
を捉え、ＰＥＭＳＥＡの理念及び取組を我が国の関係者に広めることによって、我が
国を含む東アジア全体の海域環境の管理・保全について情報交換を促進することを
目的とするものです。
皆様におかれましては、お忙しいところとは存じますが、ご都合のつく限り、本セミ
ナーにご参加いただき、ＰＥＭＳＥＡの活動についてご理解を深めていただきたいと
考えております。つきましては、出席について、会場準備の都合上、７月１１日（金）ま
でにご連絡をいただければ幸甚に存じます。ただし、会場の都合上、ご希望に添えな
いこともありますことを予めご了承いただければ幸いです。
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【日 時】 平成２０年７月１８日(金) １０：００～２０：００
※日英同時通訳有り
【場 所】 虎ノ門パストラルホテル（東京都港区虎ノ門４－１－１）
新館６Ｆ「ロゼ」
【参加費】 無料
【プログラム】

※プログラムの一部が変更になる場合があります。

１０：００ 開会
第1部 東アジア海域における沿岸域の持続可能な開発
講演：PEMSEAの地域協力メカニズム （PEMSEA事務局長 Prof. Raphael P.M. Lotilla氏）
質疑応答
第2部 海洋・沿岸域政策
発表：海洋基本法について （内閣官房総合海洋政策本部事務局）
質疑応答
第3部 総合的沿岸域管理
発表：厦門の事例 （厦門PNLG事務局 副主任 Mr. Lin Huaiyuan氏）
椹野川河口干潟の事例（山口大学 名誉教授 浮田正夫氏）
ディスカッション・質疑応答
第4部 沿岸域の環境管理
発表：有明海再生の事例 （佐賀県有明海再生・自然環境課 課長 八谷陽一郎氏)
マニラ湾の事例（フィリピン環境天然資源省 Ms. Analiza Rebuelta Teh氏）
英虞湾の事例（三重大学生物資源学研究科 教授 前川行幸氏）
海の健康診断（広島大学 名誉教授 松田治氏）
ディスカッション・質疑応答
１８：００ 閉会
１８：００ 意見交換会 （於：新館６Ｆ「ペーシュ」）
～２０：００

【連絡先】
参加を希望される方は、Ｅメール又はＦＡＸにて、氏名・所属をご連絡くださいますよう、
よろしくお願い申し上げます。
ＦＡＸをご利用の場合は、別紙にご記入の上、送信してください。
担当：国土交通省総合政策局海洋政策課 相澤、澤田
Tel：03-5253-8267（直通）、03-5253-8111（内線24-374）
Fax：03-5253-1549、Mail：ocean-p@mlit.go.jp
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別 紙

ＦＡＸ：０３－５２５３－１５４９
国土交通省総合政策局海洋政策課 相澤、澤田 宛

東アジアの沿岸域の総合的管理に関するセミナーの出席について
ご担当者様氏名
ご連絡先(電話)
所属及び職名

日時：７月１８日（金） １０：００～２０：００
場所：虎ノ門パストラルホテル新館６Ｆ「ロゼ」
東京都港区虎ノ門４－１－１
Tel：03-3432-7261（代）
※ 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅４ｂ出口より徒歩２分、
東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅２番出口より徒歩８分

氏名

平成２０年７月９日
国土交通省総合政策局
海洋政策研究財団
開

催

案

内 (再送)

東アジアの沿岸域の総合的管理に関するセミナー
～ ＰＥＭＳＥＡ／ＪＡＰＡＮ Ｊｏｉｎｔ Ｓｅｍｉｎａｒ ～
（平成20年度海洋政策研究財団海外交流基金事業）

平素より、当省の業務への深いご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、国土交通省総合政策局及び海洋政策研究財団（ＯＰＲＦ）におきまして、７月１８
日（金）に開催いたします「東アジアの沿岸域の総合的管理に関するセミナー

～PEMSEA/J

APAN Joint Seminar～」については、予てよりご案内させていただいているところですが、
この度本セミナーの次第が確定し、また会場の変更がございましたので、ご連絡させていた
だきます。
記
【日

時】

平成２０年７月１８日(金)

１０：００～

※日英同時通訳有り
【場

所】

虎ノ門パストラルホテル
新館５Ｆ「アジュール」
※ホテルは同じです。
東京都港区虎ノ門４－１－１
Tel：03-3432-7261（代）
※ 東京メトロ日比谷線「神谷町」
駅４ｂ出口より徒歩２分、東京
メトロ銀座線「虎ノ門」駅２番
出口より徒歩８分

担当：国土交通省総合政策局海洋政策課

相澤、澤田

Tel：03-5253-8267（直通）、03-5253-8111（内線24-374）
Fax：03-5253-1549
Mail：ocean-p@mlit.go.jp

東アジアの沿岸域の総合的管理に関するセミナー
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事
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寺島紘士

海洋政策研究財団（ＯＰＲＦ）常務理事

細川恭史

港湾空間高度化環境研究センター（ＷＡＶＥ）専務理事

１．開会
（開会挨拶）
・東アジア海域パートナーシップ会議議長
・国土交通省総合政策局

チュア・ティエン博士

大口清一局長

・海洋政策研究財団（ＯＰＲＦ）

秋山昌廣会長

２．導入
（１）ＰＥＭＳＥＡ：地域的なパートナーシップ・メカニズム
・PEMSEA Resource Facility (PRF)

ロティリア事務局長

（２）海洋基本法
・内閣官房総合海洋政策本部事務局

小平卓企画官

３．沿岸域の総合的管理（ＩＣＭ）
（１）Xiamen（廈門）ＩＣＭの旅
・廈門ＰＮＬＧ事務局

－課題の克服－

リン・ヒュイヤン次長

（２）椹野川河口域・干潟自然再生プロジェクト
・山口大学

浮田正夫名誉教授

４．沿岸域の環境マネジメント
（１）有明海再生プロジェクト
・佐賀県くらし環境本部有明海再生・自然環境課

八谷陽一郎課長

（２）マニラ湾環境管理プロジェクト
－政府間及び多様な利害関係者間の調整実績と課題－
・フィリピン環境・天然資源省（ＤＥＮＲ）

テ・アナリザ次官補佐

（３）英虞湾再生プロジェクトと閉鎖性海域の健康診断
・三重大学大学院生物資源学研究科

前川行幸教授

（４）日本における閉鎖性海域の健康診断:概要、制度、実証結果
・広島大学

松田治名誉教授

（５）講評
・東アジア海域パートナーシップ会議議長

チュア・ティエン博士

５．閉会
（閉会挨拶）
・PEMSEA Resource Facility (ＰＲＦ)
・国土交通省総合政策局

長田太次長

ロティリア事務局長

