
 

 第 21回定例会は、「生物多様性の保全に関する国際動向について」をテーマに、日本エヌ・ユー・エス株式

会社の北村徹様に話題提供をいただきます。 

 

米国等で導入されている生物多様性オフセットは、開発行為などで失われてしまう自然に対して、開発区の

近隣等において、同様の自然を復元、創造、増強し、地域の自然の質と量とを保全する行為を指します。環境

影響評価におけるミティゲーションでは、開発と保全の両立を果たす最後の手段（代償）として用いられるも

のです。近年、本手法は、環境省より「日本の環境影響評価における生物多様性オフセットの実施に向けて（案）

（平成 26年 6月）」が刊行され、また、シンポジウム等にて日本への導入に向けた議論がされています。 

本定例会では、生態系の定量評価手法について研究を行っている㈱ポリテック・エイディディの相澤郁氏、EAI 株

式会社の八木裕人氏にそれぞれの研究内容についての話題提供を頂き、生物多様性オフセットの日本への導入に

ついて議論を行います。 

 

■テーマ・話題提供者： 

 日本への生物多様性オフセット導入に向けた生態系の定量評価について 

  ㈱ポリテック・エイディディ 相澤 郁：千葉県里山地域における生態系定量評価の試行※ 

  EAI株式会社 八木 裕人：球磨川水系荒瀬ダム撤去に関する生態系定量評価の試行 
※）相澤氏が所属する（一社）日本環境アセスメント協会自然環境影響評価技法研究会での研究成果を発表 

 

■コーディネータ： 

 新井 聖司 大日本コンサルタント株式会社（環境ｱｾｽﾒﾝﾄ学会生態系研究部会幹事） 
 
■日時： 

 平成 28年 8月 23日（火） 18:30～20：00（受付開始 18:00から） 
 

■場所： 

 東京都市大学 渋谷サテライトクラス教室（最大席数 45） 

 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-10-7 

 五島育英会ビル 地下１階（ＪＲ渋谷駅南口より徒歩５分） 

 http://www.jsia.net/images/shibuya_class_map.pdf 

 

■資料代： 

 正会員、学生会員、協力会員：300円 

 非会員：1,000円  （公益会員、賛助会員は学会規約に則り各社 3名まで会員価格でご参加いただけます） 
 

■参加申込： 

 メール件名に「アセス学会生態系研究部会第 29回定例会参加申込み」と明記し、お名前、ご所属、学会 

会員（会員種別）・非会員の区分、連絡先メールアドレスをご記入頂き、電子メールまたは FAX にてお申込

みください。 

メール送付先： arai_seiji@ne-con.co.jp 

 環境アセスメント学会生態系研究部会幹事 新井聖司（大日本コンサルタント株式会社）宛 

■参加申込締切：平成 28年 8月 19日(金)17:00（申込多数の場合は先着順での受付とさせていただきます。） 

■主催・共催：主催 環境アセスメント学会生態系研究部会 ／ 共催 東京都市大学環境学部 
 
 

お申し込み先 ＦＡＸ：０３－５３９４－７６０９ 

環境アセスメント学会生態系研究部会幹事 新井聖司（大日本コンサルタント株式会社）宛 

お申込み記入欄 
フリガナ  フリガナ  

お名前  ご所属  

会員種別  会員 ・ 学生会員 ・ 協力会員 ・ 非会員 

ご連絡先 電話：          FAX：         電子メール： 

東京都市大学環境学部共催 
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環境アセスメント学会生態系研究部会定例会 これまでの活動 

 

■第28 回定例会 平成27 年7月31日（金） 18:30～20:00  
・テーマ：「北陸新幹線・中池見湿地における環境影響評価手続きと計画ルートについて」 
・話題提供者：吉田正人（筑波大学大学院）福田真由子（（公財）日本自然保護協会） 
・コーディネーター：新井 聖司（大日本コンサルタント株式会社） 
■第27 回定例会 平成26 年12 月17 日（水） 18:30～20:00  
・テーマ：「IAIAの生物多様性アセスメントの理想と途上国支援での生態系アセスメントの現実」 
・話題提供者：浦郷 昭子（有限会社レイヴン） 
・コーディネーター：髙橋 邦彦（株式会社クインテッサジャパン） 
■第26 回定例会 平成26 年7 月28 日（月） 18:30～20:00 
・テーマ：「都市における水辺の生態系再生」 
・話題提供者：矢持 進（大阪市立大学大学院 工学研究科都市系専攻 教授） 
・コーディネーター：新井 聖司（大日本コンサルタント株式会社） 
■第25 回定例会 平成26 年7 月5 日（土） 10：50～16：00 
・テーマ：里山生態系保全を推進する〝里山バンキング″ 
・話題提供者及びパネリスト：（五十音順） 
上杉哲郎（環境省総合環境政策局環境影響評価課 課長） 
金親博榮（里山バンキング実証実験対象地土地所有者） 
木下順次（イオン株式会社グループ環境・社会貢献部） 
熊谷宏尚（千葉県生物多様性センター，生物多様性ちば企業ネットワーク） 
小畠雅史（東京都市大学大学院生） 
佐藤聰子（NPO 法人バランス21 代表） 
田中章 （環境アセスメント学会生態系研究部会部会長） 
山本英司（弁護士・日弁連公害対策・環境保全委員会委員） 
・コーディネーター：新井 聖司（大日本コンサルタント株式会社） 
■第24 回定例会 平成26 年2 月21 日（金） 18:30～20:00 
・テーマ：「SEA における生物多様性地域戦略活用の展望」 
・話題提供者：彦坂 洋信（株式会社地域環境計画 自然環境研究室） 
・コーディネーター：田中 亨（株式会社オオバ） 
■第23 回定例会 平成25 年8 月23 日(金) 18:30～19:45 
・テーマ：「施工会社に携わる環境保全措置事例」 
・話題提供者：小松 裕幸（清水建設株式会社 環境・技術ソリューション本部） 
・コーディネーター：髙橋 邦彦（株式会社小泉） 
■第22 回定例会 平成25 年6 月7 日(金) 19:00～20:30 
・テーマ：「環境アセスメントにおける生物多様性分野の計画段階配慮書技術ガイド」 
・話題提供者：佐藤 大樹（環境省環境影響評価課 主査） 
・コーディネーター：田中 章（東京都市大学） 
■第21 回定例会 平成25 年3 月1 日(金) 18:00～19:30 
・テーマ：「生物多様性の保全に関する国際動向について」 
・話題提供者：北村 徹（日本エヌ・ユー・エス株式会社 横浜事業所 所長代理） 
・コーディネーター：田中 章（東京都市大学） 
■第20 回定例会 平成23 年11 月10 日(木) 18:00～19:30 
・テーマ：「人間社会のベクトルと日本の環境アセスメントの構造と機能の検証」 
・話題提供者：中村 俊彦（干葉県環境生活部副技監併任 千葉県中央博物館副館長） 
・コーディネーター：田中 章（東京都市大学） 
■第19 回定例会 平成22 年8 月25 日(水) 18:00～19:30 
・テーマ:「戦略的環境アセスメントと生物多様性オフセットのあり方」 
・話題提供者：吉田 正人（筑波大学大学院人間総合科学研究科世界遺産専攻 准教授） 
・コーディネーター：田中 章（東京都市大学） 
■第18 回定例会 平成22 年8 月6 日(金) 19:00～20:30 
・テーマ：「生物多様性保全型都市づくりを支える環境情報システム GAIA～逗子市の環境アセスメント制度から～」 
・話題提供者：伊藤 泰志（富士通ｴﾌ・ｱｲ・ﾋﾟｰ株式会社 環境ｼｽﾃﾑ部環境経営ｺﾝｻﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ課長） 
・コーディネーター：田中 章（東京都市大学） 
■第17 回定例会 平成22 年6 月24 日(木) 18:00～20:00 
・テーマ：「生物多様性ノーネットロス政策の日本への導入の課題」 
・話題提供者：宮崎 正浩（跡見学院女子大学 マネジメント学部 教授） 
・コーディネーター：田中 章（東京都市大学） 
■第16 回定例会 平成22 年4 月1 日(木) 18:00～20:00 
・テーマ：「生物多様性オフセット・バンキングの日本における展望」 
・話題提供者：田中 章 （東京都市大学） 
・コーディネーター：久喜 伸晃（環境アセスメント学会正会員） 



■第15 回定例会 平成21 年12 月21 日(月) 15:30～18:00 
・テーマ：「生物多様性オフセットとは？CBD/COP10 を前にその国際動向を学ぶ」 
・話題提供者：講演1 「環境アセスメントの観点からの生物多様性オフセット」 田中 章（東京都市大学） 

講演2 「環境政策の観点からの生物多様性オフセット」 林 希一郎（名古屋大学） 
・コーディネーター：林 希一郎（名古屋大学） 
■第14 回定例会 平成21 年12 月16 日(水) 19:00～21:00 
・テーマ：「ダム撤去における球磨川荒瀬ダムの位置づけ －荒瀬ダム撤去におけるHEP 調査の可能性－」 
・話題提供者：溝口 隼平（River Policy Network 研究員） 
・コーディネーター：田中 章（東京都市大学） 
■第13 回定例会 平成21 年5 月28 日(木) 18:00～20:00 
・テーマ：「生物多様性条約締約国会議COP10 に向けての生物多様性総合評価」 
・話題提供者：名取 睦（財団法人自然環境研究センター） 
・コーディネーター：田中 章（東京都市大学） 
■第12 回定例会 平成20 年12 月16 日(火) 18:30～20:30 
・テーマ：「生態系評価と水質評価の融合－三河湾の事例より－」 
・話題提供者：畑 恭子（いであ株式会社） 
・コーディネーター：中島 慶次（環境省） 
■第11 回定例会 平成20 年8 月26 日(火) 18:00～20:00 
・テーマ：「生物多様性基本法の成立とこれからの環境アセスメント」 
・話題提供者：沼田 正樹（環境省総合環境政策局環境影響評価課 課長補佐） 
・コーディネーター：田中 章（武蔵工業大学） 
■第10 回定例会 平成19 年12 月20 日(木) 18:00～20:00 
・テーマ：「地球温暖化対策の枠組みにおける森林」 
・話題提供者：齊藤 聡（みずほ情報総研株式会社 環境・資源エネルギー部 京都メカニズムチームマネージャー） 
・コーディネーター：田中 章（武蔵工業大学） 
■第9 回定例会 平成18 年12 月1 日(金) 18:30～20:00 
・テーマ：「環境アセスメントにおける土壌インベントリーの新たな位置づけ」 
・話題提供者：大倉 利明（独立行政法人農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター） 
・コーディネーター：田中 章（武蔵工業大学） 
■第8 回定例会 平成18 年7 月14 日(金) 18:00～20:00 
・テーマ：「横浜市の環境アセスメント・・・開発行為を伴う事業の事例から」 
・話題提供者：岩田 新（住谷勉 横浜市環境創造局環境影響評価課） 
・コーディネーター：田中 章（武蔵工業大学） 
■第7 回定例会 平成17 年10 月26 日(金) 18:00～20:00 
・テーマ：「浅海域における生態系定量評価に向けた試み」 
・話題提供者：矢代 幸太郎（株式会社東京久栄環境科学部） 
・コーディネーター：田中 章（武蔵工業大学） 
■第6 回定例会 平成17 年7 月22 日(金) 18:00～20:00 
・テーマ：「野生生物の生息地評価－欧州における事例とGIS の適用について－」 
・話題提供者：高橋 邦彦（みずほ情報総研株式会社 エンジニアリングサービス部 社会技術室） 
・コーディネーター：田中 章（武蔵工業大学） 
■第5 回定例会 平成16 年8 月27 日(金) 18:00～20:00 
・テーマ：「オオタカの生態と生息環境－現地調査の知見を含めて－」 
・話題提供者：畑 隆弘（株式会社プレック研究所 生態調査部 主査） 
・コーディネーター：田中 章（武蔵工業大学） 
■第4 回定例会 平成16 年7 月2 日(金) 18:00～20:00 
・テーマ：「海外の定量的生態系評価の現状と傾向」 
・話題提供者：吉田 剛司（財団法人自然環境研究センター 研究員） 
・コーディネーター：田中 章（武蔵工業大学） 
■第3 回定例会 平成15 年12 月1 日(月) 18:00～20:00 
・テーマ：「川の自然再生の取り組みについて」 
・話題提供者：宮武 晃司（国土交通省河川局河川環境課 課長補佐） 
・コーディネーター：田中 章（武蔵工業大学） 
■第2 回定例会 平成15 年7 月4 日(金) 18:00～20:00 
・テーマ：「生態系の定量的評価手法への期待と課題」 
・話題提供者：川越 久史（環境省自然環境計画課 審査官） 
・コーディネーター：田中 章（武蔵工業大学） 
■第1 回定例会 平成15 年5 月30 日(金) 18:00～20:00 
・テーマ：「ヤマトシジミのHSI モデル構築と生息環境の評価」 
・話題提供者：市村 康（日本ミクニヤ株式会社 東京支店 環境部長） 
・コーディネーター：田中 章（武蔵工業大学） 


