
東山動植物園再生フォーラム

○ 再生フォーラムの主旨

名古屋市では「愛・地球博」や「COP10」の理念や成果を継承するプログラムとして、「人と自然を
つなぐ懸け橋」をテーマに、７０年以上の歴史をもつ東山動植物園の再生に取り組んでいます。

平成２２年の５月に「東山動植物園再生プラン新基本計画」を策定し、これに基づき東山動植物

園の再生を進めていますが、その具体的な展開を図るうえで、市民の皆様とともに考え、有識者の

方々からいろいろな視点でお話を伺い、参考とさせていただくことを目的として再生フォーラム開催

しています。

○ これまでの再生フォーラム

回数 開催日時 テーマ・講師 参加人数

第 1回
平成 21年 9月 27 日(日) 

13:00～16:00 

【人と自然をつなぐ懸け橋へ】 

講師 

・桐蔭横浜大学特任教授 涌井 史郎氏 

パネルディスカッション 

パネリスト 

・中日新聞社論説委員 飯尾 歩氏 

・名古屋市水辺研究会代表 國村 恵子氏 

・環境省中部環境パートナーシップ 

オフィスチーフプロデューサー 

 新海 洋子氏 

約 180 名

第 2回
平成 21年 10月 17 日(土)

13:00～16:00 

【交流と賑わいの創出】 

講師 

・イベントプロデューサー 牧村 真史氏 

パネルディスカッション 

パネリスト 

・英文情報誌「アベニューズ」代表 

佐藤 久美氏 

・空間メディアプロデューサー  

古見 修一氏 

・愛知淑徳大学文化創造学部４年 

 安藤 舞氏 

・愛知淑徳大学文化創造学部４年 

古澤 慧子氏 

約 120 名

第 3回
平成 22年 1月 16 日(土) 

14:00～16:00 

オープニングトーク 

『動植物園の役割と東山再生のあり方』 

講師：中川 志郎氏 

合同会議 

河村市長、子ども委員会、 

約 170 名



中川 志郎氏ほか 2名 

第 4回
平成 22年 7月 4 日（日）

13:00～16:00 

生物多様性を考える 

講師：赤池 学氏・辛島 司郎氏 
約 120 名

第 5回
平成 22年 8月 29 日(日) 

13:00～16:00 

COP10 から東山へ 

講師：小泉 武夫氏・沖 大幹氏 
約 150 名

第 6回
平成 22年 11月 14 日(日)

13:00～15:45 

星が丘門エントランスの活性化に向けて 

講師：隈 研吾氏 

星が丘門学生アイディア募集表彰式 

委員長；小野 徹郎氏ほか委員 4名 

約 150 名

特別 

企画 

平成 23年 2月 20 日(日) 

13:00～15:30 

動物とのふれあいについて考える 

コーディネーター：水野 衣里氏 

パネリスト：北野 修氏ほか 6名 

約 150 名

第 7回
平成 23年 3月 27 日(日) 

13:00～16:00 

東山動植物園における新たな活用に向けて 

講師：宮城 俊作氏・田村 亨氏 
約 100 名

第 8回
平成 23年 6月 5日（日）

13:00～16:00 

東山動植物園への学術からの期待 

講師：松沢 哲郎氏・辛島 司郎氏 
約 120 名

第 9回
平成 23年 9月 17 日(日）

13:00～16:00 

再生本格始動ゾウ列車から再生へ 

コンサート：渡辺 俊幸氏ほか 3名 

パネルディスカッション：家喜 正男氏ほか

3名 

約 150 名

第 10 回
平成 23年 11月 26 日（土）

13:00～15:30 

再生本格始動 歴史と命につつまれて 

出演者：竹下 景子氏ほか 4名 
約 250 名

第 11 回
平成 23年 12月 10 日(土)

13:30～16:15 

くらしの森に集う 

講師：柳生 博氏 

パネルディスカッション 

コーディネーター：飯尾 歩氏 

パネリスト：新海 洋子氏ほか 4名 

約 150 名

第 12 回
平成 24年 3月 25 日(日) 

13:00～16:00 

みんなで東山の再生を推進しよう 企業の

視点から 

講師：枝廣 淳子氏 

パネルディスカッション 

コーディネーター：井澤 知旦氏 

パネリスト：枝廣 淳子氏ほか 5名 

約 100 名

第 13 回
平成 24年 5月 12 日(土) 

13:00～15:30 

歴史をつなごう夢をつなごう 

講師：伊谷 原一氏・長谷川 明子氏 
約 120 名

第 14 回
平成 24年 10月 6 日(土) 

13:00～15:30 

アジアゾウのふるさと「スリランカ」 

講師：服部 和子氏・川上 茂久氏 
約 100 名

第 15 回
平成 24年 12月 16 日(日)

13:00～15:30 

魅力ある東山植物園に向けて 

講師：奥野 信宏氏 

東山植物園洋風庭園学生アイディア募集表

彰式・発表・講評 

審査委員長：奥野 信宏氏 

約 100 名



審査委員：小野 徹郎氏ほか 6名 

第 16 回
平成 25年 3月 23 日（土）

13:00～15:30 

東山動植物園の近況 

講師：茂手木 利典氏・再生整備課長 

   伊藤 悟氏・佐藤 正祐氏 

約 100 名

第 17 回
平成 25年 9月 14 日（土）

13:00～15:30 

重要文化財温室の歴史と植物たち 

講師：瀬口 哲夫氏・本間 和枝氏 
約 100 名

特別 

企画 

平成 25年 10月 19 日（土）

13:30～15:00 

伊藤圭介生誕 210 年記念展 

-東山に眠る本草学の宝- 

講師：遠藤 正治氏 

約 100 名

第 18 回
平成 26年 3月 22 日（土）

13:30～15:00 

松沢哲郎氏 文化功労者顕彰記念講演 

講師：松沢 哲郎氏 
約 130 名

第 19 回
平成 26年 9月 14 日（日）

13:30～15:30 

行ってみたい、また来たい東山動植物園へ 

講師：武田 邦彦氏・再生整備課長 
約 150 名

第 20 回

平成 26年 10月 13 日（祝）

11:00～15:00 

台風接近により中止 

生き物について学ぶ わたしたちの東山動植

物園 

パネルディスカッション 

コーディネーター：阿部 治氏 

パネリスト：植物園長・動物園副園長 

台風接近

により中

止 

第 21 回
平成 27年 2月 1日（日）

13:00～15:30 

日本一、そして世界一愛される東山動植物園

へ 

講師：池邊 このみ氏 

パネルディスカッション 

コーディネーター：井澤 知旦氏 

パネリスト：水上 俊也氏・池邊このみ氏 

      総合公園長 

約 140 名

第 22 回
平成 27年 7月 5日(日) 

13:00～15:00 

東山動植物園の歴史を知り、明日へつなぐ 

講師：富屋 均氏・動物園長 
約 100 名

第 23 回
平成 27年 9月 13 日(日) 

13:30～16:00 

トークセッション「植物園の新たな取り組

み」 

講師：京都府立植物園 副園長 

   広島市植物公園 栽培・展示課長 

   はままつフラワーパーク 理事長 

   東山植物園長 

約 100 名

第 24 回
平成 27年 12月 13 日(日)

13:00～15:30 

生き物と東山動植物園 

講師：香坂 玲氏・松本 晶子氏 
約 100 名

第 25 回
平成 28年 7月 10 日(日) 

13:00～15:30 

ゴリラ・チンパンジーの新たな展示に向けて

～ヒトのなかまがくらす森～ 

講師：岡安 直比氏・上野企画官 

約 150 名

第 26 回
平成 28年 9月 10 日(土) 

13:00～15:30 

未来に引き継ぐ”重要文化財温室 

講師：金清 典広氏・瀬口 哲夫氏 
約 100 名



第 27 回
平成 29年 6月 4日(日) 

13:30～15:30 

地域の動植物を守る 

 ～生息域外保全の役割について～ 

講師：三村 起一氏・小俣 軍平氏

飯尾 俊介氏

約 100 名

第 28 回
平成 30年 1月 14 日(日) 

13:00～16:30 

動物園の魅力向上と“生”への気付き 

-動物園デザインと動物のより良い暮らし 

講師：中村 元氏・森田 茂氏

上野企画官 

総合討論 

コーディネーター：上野企画官 

パネリスト：中村 元氏・森田 茂氏

井端 隆志氏

約 100 名

第 29 回
平成 30年 10月 6 日(土) 

15:00～16:30 

「名古屋市と京都大学との連携に関する協

定」締結１０周年記念特別講演会 

報告：東山動物園 園長 黒邉雅実

講師：京都大学 総長 山極壽一氏

約 160 名

第 30 回
平成 31年 3月 30 日（土）

13：00～15：15 

市民とつくる桜の回廊 

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林

総合研究所 多摩森林科学園

チーム長 勝木 俊雄氏 

約 60 名 

第 31 回
平成 31年 8月 31 日（土）

14:00～16:00 

オランウータンってどんな『ヒト』？ 

講師：国立科学博物館人類研究部  

久世 濃子氏 

約 150 名

第 32 回

令和 2年 3月 22 日（日）

13:00～15:30 

【コロナ禍により中止】 

21 世紀の公立植物園―高知県立牧野植物園

のめざすもの 

講師：高知県立牧野植物園長 水上 元氏 

パネルディスカッション 

植物園における新たな魅力づくりについて 

コーディネーター:石黒参事 

パネリスト： 

高知県立牧野植物園 植物園長  

安城産業文化公園デンパーク 常務理事 

名古屋市立大学 芸術工学研究科 講師 

東山動植物園 植物園長 

― 

第 33 回

令和 2年 12月 6日（日）

10:30～12:00 

【講演後、講演の様子を 

オフィシャルブログで配信】 

絶滅危惧種 スマトラトラ  

～スマトラトラを知る～ 

講師：JAZA スマトラトラ計画管理者 

   八木山動物公園フジサキの杜 

獣医師 吉住 和規氏 

約 60 名 



第 34 回
令和 4年 1月 30 日（日）

13:00～15:30 

重要文化財東山植物園温室前館の魅力 

講師： 

名古屋市立大学 名誉教授 瀬口 哲夫氏 

パネルディスカッション 

植物園における新たな魅力づくりについて 

パネリスト： 

名古屋市立大学 名誉教授 瀬口 哲夫氏 

前高知県立牧野植物園 園長 水上元氏 

MAISONETTE Inc.代表取締役 山本 雄平氏 

東山動植物園 植物園長 岡本 誠 

コーディネーター： 

東山総合公園 参事 山盛 康 

約 60 名 


