2013 年度 環境経営学会研究報告大会/第１３回定期総会 次第
第１日（5 月２５日、土曜日）
受付開始 9:00
午前の部 9:30~11:30
＜個別研究発表：A セッション＞ ・・・・・・・・・・・・（第１会場）
全体テーマ：環境教育・産業連関表
座長：水谷広
A1 「二国間オフセット・クレジット制度の導入による
経済・雇用効果分析」
杉野誠
A2 「産業連関表分析に基づく資源消費の影響評価」 渡辺麻貴
A3 「汚染に着目したウォーターフットプリント原単位
データベースの開発」
小野雄也
A 4 「小学校教育において東日本大震災が与えた
環境教育の現状と問題」 高野可奈子
A5 「3.11 以降の小学校での環境教育における
防災教育の在り方」
平松瑞穂

＜個別研究発表：B セッション＞・・・・・・・・・・・・・・（第２会場）
全体テーマ：ＳＣM と持続可能性
座長：後藤敏彦
B1 「GＰＮ会員にみるグリーン購入の取り組みの
現状と課題」
花田眞理子
B2 「持続可能なサプライチェーンマネジメント(SSCM)と
企業業績との関係」
宮崎正浩
B3 「携帯電話の倫理的購入～紛争鉱物の観点から～」
荻田佳祐
B4 「グリーンウォッシュの国内における現状と課題」
西田太郎
B5 「幸福度の現状と新たな国内幸福度指標の提案 ～藤沢市の
実態調査から～」
浜野志帆

午後の部（2）13:00~15:-00
＜公開講演会＞ （一般公開、入場無料）
（３１Ａ：３号館１階）
司会 奥真美（首都大学東京 教授）
・ 13：00～13：20
挨拶
環境経営学会 新会長
挨拶
東京都市大学 学長
表彰(学会賞)
・ 13:20～15:00
東京都市大学環境学部開設記念公開講演会
基調講演「地球温暖化：沈黙を破った北極海」
島田浩二氏(東京海洋大学 准教授)
討論・質疑応答
座長 中原秀樹（東京都市大学教授）
山本良一（東京都市大学特任教授、東京大学名誉教授）

午後の部（3）15:20~17:20
＜シンポジウム＞
・ SA1 「再生可能エネルギーの活用と地域の活性化」・（第１会場）
青木修三（チェア）、倉坂秀史、小林料、後藤敏彦、阪野朋子
・ SA2 「持続可能なサプライチェーンマネジメントの国際動向」
・・・・・・・・（第２会場）
宮崎正浩（チェア）、岡本享二、九里徳泰、籾井まり、
坂本有希、久綱健史

＜個別研究発表：C セッション＞・・・・・・・・・・・・・ （第３会場）
全体テーマ：環境経営と CSR
座長：岡本享二
C1 「企業の生物多様性保全活動を対象とした経済価値評価」
麻喜皓人
C2 「釣り業界の環境保全策からみる課題の考察」
鈴木一寛
C3 「生物多様性に配慮した企業による森づくりの取組みを
評価する指標の開発」
吉野元
C4 “A New Insight into Environmental Innovation” 井上恵美子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・昼食・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

午後の部（4）17:30~18:00
＜ポスターセッション>・・・・・・・・・・・・・・・・・・（食堂棟２階：４号館）
P-1 『自然栽培による夏野菜のウォーターフットプリント』 飯田惣也
P-2 『家庭用食器洗い乾燥機を対象にした LCA』
阿部大起、久保田式昭、鈴木伸治
P-3 『粉末用・液体用の洗濯用洗剤の環境影響の比較』
後藤良介、吉田陽紀、村上太一、市橋沙耶
P-4 『太陽光発電の環境情報開示による導入需要の変化調査』
乗松義弥、遠藤一樹、松山湧
他

午後の部（1）12:30~12:55
＜環境経営学会 第１3 回 定期総会＞（３１Ａ：３号館１階）
総会議事

会長、事務局長、環境経営学会・会員

午後の部（5）18:00~19:30
<懇親会>･･･････・・・・・・･･････・・・・・・・・（食堂棟２階：４号館）

第２日（5 月 2６日、日曜日）
受付開始 9:00
午前の部 9:30~11:30
＜個別研究発表：D セッション＞・・・・・・・・・（第１会場）
全体テーマ：環境マネジメントシステム
座長：村井秀樹
D1 「環境活動に対するモチベーション維持・向上の要因
及び手法に関する研究」
高橋卓也
D2 「実効性の高い生物多様性保全活動と
環境訴求効果額の試算結果」
藤枝一也
D3 「企業の組織形態と環境マネジメントとの整合性」
松本安司
D4 「ISO26000 の展開実践―産学連携による
汚染の予防からリサイクルへ」 井上尚之
D5 「ＣＳＲからＣＳＶへの是非を問う」
川村雅彦
＜個別研究発表：E、F セッション＞・・・・・・・（第２会場）
全体テーマ：大気汚染と化学物質
座長：井口衛
E1 「ネパールの都市部・農村部における大気汚染の
主観的幸福度に与える影響に関する研究」 川上大貴
E2 「PM2.5 の効率的削減に向けた定量分析」 功刀祐之
E3 「化学品管理における安全と安心のための Best Available
Techniques (BAT) および Best Environmental Practices
(BEP) の活用事例と今後への提言」
長谷恵美子
全体テーマ：エネルギーとインフラ
座長：石川敦夫
F1 「災害時による貯水槽水道の補完的安定給水
システムの構築について」
工藤久美子
F2 「太陽光発電における創電権と
日照権のジレンマ」 梅基雄貴
F3 「環境配慮型製品の普及の技術
－太陽電池を事例として－」 石川敦夫
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・昼食・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<大会実行委員会>
中原秀樹（大会会長）、宮崎正浩（実行委員長）
、
伊坪徳宏（企画委員長）
、有村俊秀、井口衡、大生敏之、
岡田啓、岡本享二、奥真美、川村雅彦、坂水昶之、
佐藤真久、鈴木道彦、野田昭宏、鶴田佳史、中村晴永、
丸山秀一、村井秀樹、若尾久、荒井晧美

第２日（５月２６日、日曜日） (午後の部）
会場、申し込み方法のご案内

午後の部（1）12:30~14:30
＜シンポジウム＞
・SB１ 「環境金融推進のための中小企業を対象とする
環境経営格付システム」・・・・・・・・（第１会場）
川村雅彦（チェア）、後藤敏彦、中村晴永、香坂玲
・SB2 「原発事故から学ぶ環境負債の検証」・・・・・・・・・（第２会場）
鈴木道彦（チェア）、山本勇、村井秀樹、鶴田佳史
・SB3 「社会共通資本形成への企業の貢献の可能性」・（第３会場）
木俣信行（チェア）、尾崎弘之、外岡豊、成田一郎（折衝中）

【会場】東京都市大学 横浜キャンパス
〒224-8551 神奈川県横浜市都筑区牛久保西 3-3-1
TEL：045-910-0104 http://www.yc.tcu.ac.jp/index.html
横浜市営地下鉄ブルーライン中川駅下車 徒歩 5 分

2013 年度
環境経営学会研究報告大会
環境経営学会第 13 回定期総会

「エコ・アンド・ソシアル・イノベーション
（環境・社会の革新に向けて）!!」

午後の部（2）14:40~16:40
＜シンポジウム＞
・SC1 「IIＲＣ（国際統合報告書）と環境経営」・・・・・・・・（第１会場）
黒田邦夫（チェア）、宮崎修行、大坪史治
・SC2 「サステイナブル経営診断を通じた持続可能な
社会の構築」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第２会場）
中村晴永（チェア）、井上尚之、木俣信行、鈴木道彦
・SC3 「『幸福論』の総括その進化」･・・・・・・・・・・・・・・・・（第３会場）
若尾久（チェア）、大河喜彦、村上亘、伊藤義貫、早瀬光司、
石井砂母亜

午後の部（3）16:50~17:30
＜優秀賞表彰式＞
「個別研究発表・ポスターセッション優秀賞表彰」・・・・・・（第１会場）

【参加費】
一般

学生・院生

大会参加費

区分

3,000 円

無料

要旨集

2,000 円

2,000 円

懇親会参加費

3,000 円

3,000 円

公開講演会（25 日）の参加は無料（ただし事前に参加申し
込みをお願いします）

【参加費振込先】
三菱東京 UFJ 銀行
特定非営利活動法人

虎ノ門中央支店
環境経営学会

（振込み手数料はご負担下さい）

普通１１４４４９１

【参加申し込み方法】
下記宛に氏名、所属、連絡先をご連絡ください
特定非営利活動法人 環境経営学会
TEL ：０３－６２７２－６４１３
FAX ：０３－６２７２－６４１４
E-Mail：smf@smf.gr.jp

【参加費】【参加費振込先】は、左記ページ参照

月日：2013 年 5 月 25 日（土）・26 日（日）
会場：東京都市大学 横浜キャンパス ３、４号館
主催：特定非営利活動法人 環境経営学会
（Sustainable Management Forum of Japan）
後援：横浜市

