
 

平成 23 年 8 月吉日 

 
NPO 法人日本ビオトープ協会 

平成 23 年度「ビオトープアドバイザー認定試験研修会」開催のご案内 

 

当協会の主要事業の一つ「ビオトープ技術者養成事業」の一環として「ビオ

トープアドバイザー認定試験研修会」を今年度も開催いたします。 

 この研修会は、各地区にビオトープ技術者を増やし、地域社会の環境に貢献

する事業と認識しており、今年度は第 1 回目を静岡県、2 回目を福岡県、3 回目

を岩手県と順次開催してまいります。 

なお、当研修会は従来同様、造園 CPD プログラム（単位数：18）の認定を申請

しております。 

受講生募集に際し、多くの方に受講して頂きたく、個人会員と共に法人会員

のスタッフには受講料の優遇と優先的に受講して頂くこととしています。 

一般の方にはぜひこの機会にご入会いただきたいと存じます。 

すでにビオトープアドバイザーの資格を取得されている皆様方には、ご周知

のほどご協力お願いいたします。 

以上よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

会長   櫻井淳 

 

 

 

記 

 

 

ビオトープアドバイザーとは 
  ビオトープ事業とは、野生生物の生息可能な空間の保護・保全・復元・維持管理に資する

事業と位置づけられ、単に見た目を自然らしくするよう配慮するものでなく、そこから一歩

踏み込んで地域の自然生態系保護・保全・復元・維持管理にも寄与するものです。 

このビオトープ事業を推進していくためには、従来の事業計画及び施行に関する知識、技

術に加え、自然生態系に関する広範かつ高度な知識を基盤とした実践的経験が要求されます。 

弊協会はこれらの知識・技能を持った者をビオトープアドバイザーとして認定しております。 

 

認定資格の種類 

① ビオトープアドバイザー（今回の研修会） 

② 主席ビオトープアドバイザー 

 

ビオトープアドバイザー認定資格の要件 

ビオトープ事業の推進にあたっては、従来の緑の環境の保全・再生に関する事業計画及び設

計、施工の知識、技術に加えて、自然生態系に関する広範な知識と実践的経験が必要です。 

このことから、「ビオトープアドバイザー」資格は、広範な知識の履修に加え実技研修を義務

付けて、一定レベルに達していることを協会が認定するものであります。 

 



---------------------------------------------------------------------------- 

第 24 回 ビオトープアドバイザー認定試験研修会 静岡会場 

 

１．開催日 ：平成 23 年 9 月 15 日（木）～17 日（土） 

 

２．会 場 ：「NPO 法人日本ビオトープ協会 静岡事務所」 

 〒426-0018 静岡県藤枝市本町二丁目 6番 3号 S-Space 内 

      

３．お申し込み締切日：9月 5日（月） （お申し込み方法は下記６をご覧ください） 

 

４．お問い合わせ先：協会事務局 ☎03-6457-3065 FAX：03-6457-3093 （下記８） 

          又は 

         協会理事・静岡地区委員長、㈱藤浪造園 藤浪義之 

         ☎054-245-9870  FAX：054-245-9918 ☎090-1629-5075（当日） 

---------------------------------------------------------------------------- 

第 25 回 ビオトープアドバイザー認定試験研修会 福岡会場 

 

１．開催日 ：平成 23 年 9 月 22 日（木）～24 日（土） 

 

２．会 場 ：「九州大学」伊都キャンパス 

 〒819-0395 福岡県福岡市西区元岡 744 代表☎：092-642-2111    

 

３．お申し込み締切日：9月 12 日（月） （お申し込み方法は下記６をご覧ください） 

 

４．お問い合わせ先：協会事務局 ☎03-6457-3065 FAX：03-6457-3093 （下記８） 

          又は 

         協会理事・九州地区委員長、㈱園田グリーンセンター 田中和紀 

         ☎0986-38-1372   FAX：0986-38-0956 

---------------------------------------------------------------------------- 

第 26 回 ビオトープアドバイザー認定試験研修会 岩手会場 

 

１．開催日 ：平成 23 年 9 月 23 日（金・祝）～25 日（日） 

 

２．会 場 ：「岩手県立大学」滝沢キャンパス 

 〒020-0193 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子 152-52  

☎019-694-2748 （総合政策部平塚教室）      

 

３．お申し込み締切日：9月 13 日（火） （お申し込み方法は下記６をご覧ください） 

 

４．お問い合わせ先：協会事務局 ☎03-6457-3065 FAX：03-6457-3093 （下記８） 

          又は 

協会理事・副会長、小岩井農牧㈱ 野澤日出夫 

 ☎019-692-5826   FAX：019-692-4349 

         協会理事・北海道東北地区委員長、佐藤建設工業㈱ 佐藤順一 

          ☎0237-86-5128   FAX：0237-84-3512 

※NPO 法人グランドワーク寒河江との共催（グランドワーク・インターンシップ） 

---------------------------------------------------------------------------- 



会場共通 

 

５．受講料 

                会 員     一般（非会員）  新規個人会員 

    受講料・登録料※   ２０，０００円    ３０，０００円    ２５，０００円 

 
※会員は従来同様、会費から補助があり一般より廉価となります。    

※一般の方が個人会員としてご入会されますと、個人会員 23 年度会費半期分（10 月

ご入会扱い）5,000 円＋会員研修会受講料 20,000 円で、ご負担額は 25，000 円（会

員外受講より割安です）となります。会員には様々な特典があり、今後、ビオトー

プの技術を高める上で役に立つものであり、この機会にぜひご入会をお勧めいたし

ます。 

※法人会員ご入会の場合、会費半期（10 月ご入会扱い）50,000 円＋20,000 円で 70,000

円となります。（社員の方お二人目からは受講料 20,000 円のみ） 

 

  ◎一日目（会場により二日目）の午後６時頃から交流会（自由参加、費用別途・会

場で徴収）を予定しております。受講生や講師との交流・質問の場として、ぜひご

参加下さい。 

  受講申込書にご記入いただきますが、当日のお申し込みも可能です。 
 

６．お申し込み方法 

（1）  募集定員  35 名（会員、一般合計） 

（2）  お申し込み方法 

1. 申込書を FAX 送付いただき（本部事務局 03－6457-3093 まで）、受講料を

郵便局又は銀行でお振込ください。 

2. 振り込み確認後、参加者名簿に登録、開催日の概ね１週間前に研修プログ

ラム、テキスト、会場地図等受講資料を送付いたします。 

 

７．お申し込み先  

特定非営利活動法人 日本ビオトープ協会本部事務局  FAX：03-6457-3093 

 

８．お問合せ先 

    日本ビオトープ協会本部事務局（担当・佐々木）       

     〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1丁目 3番 13 号 第二天台ビル 301       

☎03-6457-3065  FAX：03-6457-3093  E-Mail：honbu@biotope.gr.jp 

 

または下記各研修会担当の協会理事・地区委員長へお願いいたします。 

   □静岡会場：協会理事・静岡地区委員長、㈱藤浪造園 藤浪義之 

          ☎054-245-9870  FAX：054-245-9918 ☎090-1629-5075（当日） 

 

   □福岡会場：協会理事・九州地区委員長、㈱園田グリーンセンター 田中和紀 

          ☎0986-38-1372   FAX：0986-38-0956 

 

□岩手会場：協会理事・副会長、小岩井農牧㈱ 野澤日出夫 

☎019-692-5826   FAX：019-692-4349 

協会理事・北海道東北地区委員長、佐藤建設工業㈱ 佐藤順一 

      ☎0237-86-5128   FAX：0237-84-3512 

 



９．研修時間割り（予定） 

概略の研修時間割りは下記の通りです。 

各研修会場のプログラム詳細（講師等）は、各受講生の皆様にお送りいたしま

す。また決まり次第 WEB に UP いたします。 

 

月 日 講  座 時間 内容 

一日目 

受付 
9:30～

10:00 

 

開講式 
10:00～

10:15 

NPO 法人日本ビオトープ協会・ビオト

ープアドバイザー認定試験について 

基礎講座 第 1 講 

生物学基礎 

10:20～

11:50 

生物の分類、わが国の植物相・動物

相 

基礎講座 第 2 講 

生態学基礎 

12:50～

14:20 

生態系の成り立ち、物質循環、生物多

様性 

基礎講座 第 3 講 

環境破壊と再生 Ⅰ 

14:30～

16:00 
地球環境の危機について 

基礎講座 第 4 講 

環境破壊と再生 Ⅱ 

16:10～

17:40 
生物多様性の危機とは 

交流会 
18:00～

19:00 
 

 

 

 

 

 

二日目 

基礎講座 第 5 講 

ビオトープづくり基礎 

9:00～

10:30 
ビオトープづくり・基礎 

基礎講座 第 6 講 

ビオトープづくり応用 

10:40～

12:10 
ビオトープづくり・応用 

実践講座 第 1 講 

ビオトープの事例 

13:00～

14:30 
（パワーポイントにて） 

実践講座 第 2 講 

ビオトープの計画書づくり 

14:40～

16:10 
ビオトープの計画書づくり 

実践講座 第 3 講 

ビオトープの計画書づくり 

16:20～

17:30 

ビオトープの設計・施工 

ビオトープの資材について 

三日目 

実践講座 第 4 講 

ビオトープ現地視察・ 

ビオトープづくりの実際等 

9:00～

14:45 
 

認定試験 
15:00～

16:00 
 

 

※スケジュールは変更になる場合があります。 

 

 

  以上 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

お申し込みＦＡＸ送付先 03-6457-3093    ＮＰＯ法人 日本ビオトープ協会 

 

ビオトープアドバイザー認定試験研修会【静岡・福岡・岩手】 

受講申込書 
（上記、会場に○印をお願いいたします） 

１． 会社名（個人は個人名） 

 

                          連絡担当者名            

（下記、該当に○印をお願いいたします） 

① 日本ビオトープ協会員【 法人・賛助・個人 】   ②一般   

 

③ 新規協会員お申し込み【 法人・個人 】※お申し込み用紙は送付いたします 

 

２． 住所・書類送付先【 会社・個人 】 （該当に○印を） 

 

〒        

 

                                    

                                                         

 

ＴＥＬ               ＦＡＸ            

 

連絡できる E-mail                       

 

３．受講者名    

（よみがな） 

氏    名 

交流会参加 

（○印を） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４．受講料（受験料含）   合計額                        

 

  振込先 1. 郵便局 振替口座 ００１６０－７－６４７３６９  

特定非営利活動法人 日本ビオトープ協会 

2. 銀行振込 

        三菱東京ＵＦＪ銀行 本店 普通 店番００１ 口座７７５３２４３  

          特定非営利活動法人 日本ビオトープ協会  

     （可能でしたら上記番号に○印をお願いいたします） 

 

５．研修会はどのようにお知りになりましたか？ 

① 協会員【法人・個人名：       】 ②知人【団体名等：          】 

③WEB ページ  ④その他【                 】 

 
  ご連絡事項、確認事項など 

 

 

 


