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（行事名） 

「気候変動の影響への適応に関するセミナー～身近な自

然や生き物はどうなる？～」について 

概  要 

（趣旨・日時・ 

場所・内容等を 

記入すること。） 

 

 

 

 

 

件名 「気候変動の影響への適応に関するセミナー～身近な自然や生き物

はどうなる？～」について 

日時 令和元年 11月 5日（火）午後 1時 30分～午後 4時 15分 

場所 旭川市国際会議場（大雪クリスタルホール内）大会議室 

   （旭川市神楽 3条 7丁目 1） 

内容 深刻化が予想される気候変動の影響に対処する「適応」にスポット

を当て，北海道の気候に何が起こっているのか，身近な自然や生き

物にどのような影響があるのか等について知り，考えていただくた

めのセミナーを開催します。 

定員 100名（先着順） 

主催 環境省北海道地方環境事務所，北海道，旭川市，（公益財団法人）北

海道環境財団 

対象者 市民，民間事業者，行政機関等 

参加料 無料 

申込期間 令和元年 10月 31日（木）まで 

申込先 日本エヌ・ユー・エス株式会社 担当：櫻木，野田 

TEL：050-3644-6400 FAX：03-5925-6745  

E-mail: adaptation-hokkaido@janus.co.jp 

添付資料 
有 ・ 無 

（有・無のいずれかを囲むこと。） 

※ 有の場合，資料の内容を記入すること。なお，別途冊子等の配付を希望

する場合は，その旨記入すること。 

報道（取材）に当

たってのお願い 

 

 

 

備  考 
 

 

 



【開催案内】「気候変動の影響への適応に関するセミナー～身近な自然や

生き物はどうなる？～」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．開催概要 

（１）会場 

・日 時  令和元年 11月５日（火）13:30～16:15 

・場 所  旭川市国際会議場（大雪クリスタルホール内）大会議室 

      （旭川市神楽３条７丁目１） 

・定 員  100名（先着順） 

（２）主催 

環境省北海道地方環境事務所、北海道、旭川市、（公益財団法人）北海道環

境財団 

（３）対象者 

    市民、民間事業者、行政機関等 

（４）参加費 

    無料 

（５）プログラム 

   13:00 受付開始  

13:30 開会挨拶   

13:35 「国の気候変動の影響への適応について」（環境省北海道地方環境事務所） 

13:45 「北海道の気候変化について」 

（札幌管区気象台 気象防災部 地球環境・海洋課 地球温暖化情報官 

上澤 大作氏） 

14:05 「地球温暖化時代のカラマツ林業」 

（北海道総合研究機構・林産試験場 場長 八坂 通泰氏） 

14:35 質疑応答 

14:45 休憩  

14:50 「したたかに生きる動物たち～飼育動物から見えてくる姿～」 

（旭川市旭山動物園 園長 坂東 元 氏） 

15:50  質疑応答 

16:15  閉会  

 

２．説明資料等の「ペーパーレス化の取組」を推進しています 

環境省では環境負荷削減の観点から、各種会議でのペーパーレス化の取組を

推進しています。当セミナーにおいても、開催により排出されるCO₂をできる限

り削減するため、講演資料の配布はいたしません。 

講演資料については、10月29日（火）をめどに環境省北海道地方環境事務所の

地球温暖化対策に関しては、温室効果ガスの排出を削減する「緩和策」ととも

に、厳しい「緩和策」を実施しても温暖化の影響が避けられない場合、その影響

に対処して、自然や人間の在り方を調整していく「適応策」の必要性が高まって

きています。 

今後さらに深刻化が予想される気候変動の影響に対処する「適応」にスポット

を当て、北海道の気候に何が起こっているのか、身近な自然や生き物にどのよう

な影響があるのか等について知り、考えていただくためのセミナーを開催します。 

皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 



ホームページに掲載しますので、紙媒体での資料が必要な方は、お手数ですが印

刷のうえ、御持参いただきますようお願いします。 

また、パソコン・タブレット等の端末をお持ちの方は、来場の際に掲載された

資料を保存して御持参いただく等、ペーパーレス化への御協力をよろしくお願い

します。 

なお、会場から当事務所ホームページにアクセスし掲載された資料を閲覧され

る場合には、御自身で通信環境を御用意いただくようお願いします。（電源の確保

も御自身でお願いします。） 

 

３．参加お申込みについて 

参加ご希望の方は令和元年 10 月 31 日（木）までに、氏名、所属、連絡先電

話番号（及び FAX 番号）、E-mail を記載の上、以下の FAX または E-mail にて申

し込み下さい。複数名での参加の場合は参加者全員の氏名を記載の上、申し込

み下さい。 

＊ＦＡＸで申込みいただく場合は開催案内チラシの「お申込み用紙」を、E-mail

の場合はタイトルに「11 月５日セミナー参加申込」としていただいた上で申込

み下さい。 

 

＜申込み先＞ 

日本エヌ・ユー・エス株式会社 担当：櫻木、野田 

     TEL：050-3644-6400 FAX：03-5925-6745 

   E-mail：adaptation-hokkaido@janus.co.jp 

※本セミナーの申込み受付に当たって取得した個人情報は本セミナーの運営 

 以外の目的では使用いたしません。 

※申込受理確認のご連絡はいたしません。但し、定員を超えて参加いただけな

い場合はご連絡いたします。 

 

４．事前質問票 

事前質問を受け付けます。 

  詳しくは、環境省北海道地方環境事務所ホームページ 

  http://hokkaido.env.go.jp/ 

  をご覧下さい。 

   

 

５．問い合わせ先 

環境省北海道地方環境事務所環境対策課 担当：加藤 TEL：011-299-1952 

 

６．添付資料 

 ・開催案内チラシ 

 

http://hokkaido.env.go.jp/


主　催

申込先申込先／事務局

環境省北海道地方環境事務所、北海道、

旭川市、公益財団法人北海道環境財団

日本エヌ・ユー・エス株式会社
〒160-0023　東京都新宿区西新宿 7-5-25　西新宿プライムスクエア５階

TEL：050-3644-6400　FAX：03-5925-6745

E-Mail：adaptation-hokkaido@janus.co.jp　（担当：櫻木（ｻｸﾗｷﾞ）、野田）

※参加ご希望の方は裏面の申し込み用紙をご利用下さい。

気候変動の影響はすでに、私たちのくらしのさまざまなところに現れています。

その影響に対処するためには、温室効果ガスを削減する「緩和」だけでなく、

影響被害を回避・軽減する「適応」が重要です。

世界や北海道の気候に何が起きているのか、植物や動物にはどのような影響があるのか、

それぞれの分野の専門家のお話を通して知り、未来について考えてみませんか。

気候変動の影響への「適応」とは？

旭川市国際会議場（大雪クリスタルホール内）大会議室
（旭川市神楽 3 条 7 丁目 1）

定員

（要申込）

（無　料）

１００名

※　本セミナーはペーパーレスで行います

旭川市国際

２０１9 年

１1 月 5 日（火）13:30 ～ 16:15（予定）（開場 13 時）

「北海道の気候変化について」

上澤 大作 氏

（札幌管区気象台 気象防災部 地球環境・
  海洋課 地球温暖化情報官）

「地球温暖化時代のカラマツ林業」

八坂 通泰 氏

（北海道立総合研究機構・林産試験場 場長）

「したたかに生きる動物たち

～飼育動物から見えてくる姿～」
坂東　元　氏

（旭山動物園  園長）

講演 1

講演 2

講演 3

< 会場アクセス >

旭川駅南口から徒歩 10 分
または 11 番、12 番のりばからバス乗車約 3 分

「大雪クリスタルホール前」下車すぐ
※ホール裏側に無料駐車場あり。
台数に限りがありますので予めご了承ください。
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気候変動の影響への適応に関するセミナー



上澤　大作（うえさわ　だいさく）

：札幌管区気象台 気象防災部 地球環境・海洋課 地球温暖化情報官

1999 年（平成 11 年）4 月気象庁に入庁、地球環境・海洋部、気象研究所、
気象衛星センター等を経て現職。これまで、季節予報、黄砂監視、気象衛星
ひまわりに関する業務等に従事。

八坂　通泰（やさか　みちやす）

：北海道立総合研究機構 森林研究本部 林産試験場長、博士（農学）

1962 年広島県広島市生まれ。1991 年道立林業試験場入庁、2018 年より林
産試験場長。専門は森林生態学で、カラマツ人工林やブナ天然林、木材生産
や生物多様性・地球温暖化など、北海道の森林・林業を幅広く研究対象にし
ている。

坂東　元（ばんどう　げん）

：旭山動物園　園長、ボルネオ保全トラストジャパン理事

1986 年旭川市旭山動物園に入園、2009 年より園長。「こども牧場」など全
ての施設デザインのほか、もぐもぐタイムなどの企画も行った。現在マレー
シアでは野生生物レスキューセンターを建設中。著書は「動物と向きあって
生きる」ほか。

講師プロフィール

氏　名（ふりがな）

職　業 人　数

ＴＥＬ ＦＡＸ

E-mail

お申込み用紙 （申込締切 2019 年 10 月 31 日 ( 木 )）

FAX：０３-５９２５－６７４５ ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：adaptation-hokkaido@janus.co.jp

※切らずにそのままＦＡＸしてください。

※メールでの申し込みも可能です。メールの場合は、本文に直接以下の必要事項をご記入頂くか、ＱＲコードからお申込み下さい。

ご記入いただいた個人情報は、本セミナーに関する事のみ使用します。

今後、環境省主催の説明会等の案内を希望しますか。

はい いいえ

プログラムとスケジュール

受付開始

開会　主催者挨拶

「気候変動の影響への適応について」／環境省北海道地方環境事務所

　　　 
講演：「北海道の気候変化について」　

　　　 上澤　大作　氏（札幌管区気象台 気象防災部 

　　　　　　　　　　　 地球環境・海洋課 地球温暖化情報官）

閉会

質疑応答

質疑応答

13：00

13：30

14：50

15：50

13：35

13：45

14：05

14：35

16：15

講演： 「したたかに生きる動物たち～飼育動物から見えてくる姿～」

　　　 坂東　元　氏（旭川市旭山動物園　園長）

（休 憩）

講演：「地球温暖化時代のカラマツ林業」

　　　　八坂　通泰　氏（北海道総合研究機構・林産試験場　場長）　　　  

※当日メディアが取材に入る可能性があります。
※本セミナーはペーパーレスで行います。資料の配布はございません。
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