
     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

2011 年度 
環境経営学会研究報告大会 
環境経営学会第 11 回定期総会 

“グリーン成長の実現  

～3.11 以後の環境経営～” 

 

 

 

 

開催日：2011 年 5 月 28 日（土）・29 日（日） 

会場：跡見学園女子大学文京キャンパス 

主催：特定非営利活動法人 環境経営学会 

（Sustainable Management Forum of Japan） 

 

2016年度 環境経営学会研究報告大会/第１６回定期総会 次第  
 

 

第１日（ 5月２8日、土曜日）  

 受付開始 9:30  
 午前の部 10:00~11:30  

＜個別研究発表：環境セッション＞ ・・・・・・・・・・・・・（第１会場）  

          座長：村井秀樹                   

A1 「カーボンプライシングに関する国際比較」       小俣幸子 

A2 「環境法から見た壱番屋食品廃棄物横流し事件」   井上尚之 

A3 「木質バイオマス発電による地域分散型エネルギー 

の可能性について」                        花田眞理子 

 

＜個別研究発表：経営セッション＞・・・・・・・・・・・・・・（第２会場） 

       座長：長谷川直哉 

B1 「企業の開示情報評価にむけた ESG シソーラス構築の試み」      

伊藤由宣 

B2 「Inclusive Capitalism(包摂的資本主義)における統合報告」 

                                    山吹善彦 

B3 「ISO14001: 2015 年改訂の意義と活用策 ～BCP の導入～」    

服部静枝  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・昼食・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

 午後の部（1）12:30~12:55  

＜環境経営学会 第 16回 定期総会＞    （３号館中講堂） 
総会議事       会長、事務局長、監事、環境経営学会・会員 

 

 午後の部（2）13:00~15:10  

＜公開シンポジウム＞ （一般公開、入場無料） 
（３号館講堂） 

                             司会  服部静枝  

・ 13：00～13：20 

 挨拶                   環境経営学会会長 後藤敏彦 

挨拶                環境経営学会特別顧問 山本良一 

挨拶                   大会実行委員長    村井秀樹 

・ 13:20～14:10 

基調講演①「グリーン金融の最新動向」        末吉竹二郎氏 

(グリーンファイナンス推進機構代表理事)   

・ 14:10～15:00 

基調講演②「トヨタ環境チャレンジ２０５０」 

嶋村高士氏 

(トヨタ自動車(株)環境部コミュニケーション室担当部長） 

・15:00～15：10  

 ＜質疑応答＞                                 

 

 

＜萌芽研究・事例研究セッション＞・・・・・・・・・（第３会場） 
座長：鈴木道彦  

E1 「オーケストレーションによる半自律的統治 

   ―ネットワークの集合的作用と課題解決を目指して―」 
                                     望月祐太 

E2 「東京都・埼玉県排出権取引制度及び地球温暖化計画書
制度の削減効果の検証に関する研究」     矢島猶雅 

F1 「土壌汚染浄化における持続可能性評価手法（SR）に 

関する事例報告」                  前川統一郎  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・昼食・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 午後の部（1）12:30~14:30  
 

＜シンポジウム＞  
・SB１ 「サプライチェーンの CSR デューディリジェンス・ツール

の開発」  

（チェア川村雅彦）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第１会場）   

後藤敏彦、中村晴永、鈴木道彦、伊藤由宣 

 

・SB2 「サステナビリティ実現に向けての歴史的、宗教哲学的、
現実的課題 ～世界と日本の潮流を見据えて～」 

（チェア宮崎修行）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第２会場） 
Eckhard Hitzer、村井秀樹              

 

 午後の部（2）14:45~16:45  
 

＜シンポジウム＞  
・SC１ 「第２世代サステイナブル経営診断を中心としたＥＳＧ 

評価ツールの展開」 
（チェア鈴木道彦）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第１会場） 
木俣信行、井上尚之、吉岡庸光、後藤貴昌 

 

・SC2  「コーポレートガバナンスのあり方と ESG投資」 

（チェア長谷川直哉）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第２会場） 
北川哲雄氏、井口譲二氏 山吹善彦、宮崎正浩 

       

 午後の部（3）17:00~17:30  
＜表彰式＞  

「個別研究発表」等、「学会賞」・・・・・・・・・・・・・（第１会場） 
 

                                 

会 場 ： 跡見学園女子大学 文京キャンパス 

〒112-8687 東京都文京区大塚 1-5-2 

http://www.atomi.ac.jp/daigaku/ 

日 時 ： 2011 年 5 月 28 日（土） 10:00～17:15 

5 月 29 日（日） 10:00～17:15 

 

 

 

跡見学園女子大学 文京キャンパス
〒112-8687 東京都文京区大塚1-5-2
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（振込手数料はご負担下さい） 

 

月日：2011 年 5 月 28 日（土）・29 日（日） 

会場：跡見学園女子大学文京キャンパス ２号館 

主催：特定非営利活動法人 環境経営学会 

（Sustainable Management Forum of Japan） 

 

 

2011 年度 
環境経営学会研究報告大会 
環境経営学会第 11 回定期総会 

 

“グリーン成長の実現” 
～3.11 以後の環境経営～ 

 

 

 

 

第 2日（5月 29日、日曜日）（つづき） 
 

第二会場（２号館       ） 

＜ミニシンポ＞ 

・10：00～11：00  S9 「サステイナブル経営格付/診断システムの活用に
よる企業経営の進化」 チェア：中村晴永 

 講演者：木俣信行、大河喜彦、鈴木道彦、中村晴永 

 

＜個別研究発表＞  11:00～12:00 座長：栗林美紀 

・11：00～11：20  U4 「中小企業における経営と環境管理活動の関係
性」 栗林美紀 

・11：20～11：40 U10 「池内タオルにおける環境経営」 金 恵珍 

・11：40～12：00 U14 「環境ビジネスコンテストの課題と展望」 垣花博貴 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・昼食・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜シンポジウム＞ 

・13：00～15：00  S 7 「バイオミミクリーによる企業のリスクマネジメント」 
   チェア：岡本享二、吉村英子 

  講演者・パネル：吉村英子、古川柳蔵、岡本享二 

・15：15～17：15 S11 「推計係数を使用した環境パフォーマンス評価」 
   チェア：廣瀬忠一郎 

 講演者・パネル：東 健太郎、魚住竜太、熊谷 敏、宮崎修行 

 

第三会場（２号館       ） 

＜個別研究発表＞ 10:00～11:00 座長：岡本享二 

・10：00～10：20 U13 「環境教育に焦点を当てたＮＰＯ経営に関する研
究」 岩切勝平 

・10：20～10：40 U11 「外来文物への日本的対応についての一考察」 

   柴田倫孝 

・10：40～11：00 U 3 「『命の授業』の実施と子供たちへの影響」 

   若尾 久 

＜ミニシンポ＞  

11：00～12：00  S 5 「環境負債」 チェア： 鈴木道彦 

 講演者：鈴木道彦、黒田邦夫、山本 勇、村井秀樹、鶴田佳史 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・昼食・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜シンポジウム＞        

・13：00～15：00 S16 「ＣＳＲの新しいステージとＩＳＯ26000」  

 チェア：青木修三 

 講演者・パネル：阿部博人、青木修三、菱山隆二、後藤敏彦 

・15：15～17：15 S14 「原子力エネルギーから自然エネルギーへの転
換」 チェア：足立辰雄   

 講演者・パネル：後藤政志、立石雅昭、飯田哲也 

 
 午後の部（3）15:30~17:30  

 

＜シンポジウム＞ 

・SA1 「サプライチェーン・マネジメントへの新たなアプローチ」 
 （チェア岡本享二）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第１会場） 
上原修、籾井まり、九里徳泰、上河潔氏 

 

・SA2 「気候変動リスクと適応ビジネス」  

 （チェア川村雅彦）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第２会場） 
   伊藤由宣、前川統一郎、長谷川浩司   

 

            午後の部（4）17:40~19:30  

                          
 ＜懇親会＞・・・・・・・ （日本大学商学部キャンパス１階、アゼリア） 
 

 

  

 

第２日（ 5月 29日、日曜日） 

 受付開始 9:30  

 午前の部 10:00~11:30  

 

＜個別研究発表：若手研究者セッション＞・・・・・・・（第１会場） 

       座長：井上尚之 

C1 「社会的価値創造による口コミと顧客ロイヤルティの形成：  

自己組織化マップと調査法による分析」            竹村寛行 

C2 「インド農村に資するソーシャルビジネスのサステイナブル経営  

～ドリシュティ社の事例から～」                 足立伸也 

 
＜個別研究発表：社会人大学院生セッション＞ 

・・・・・・・・・・（第２会場） 
        座長：宮崎正浩 

D1 「COP21 パリ協定採択における日本の電力業界への影響考
察」                                   志田 崇 

D2 「長期企業価値創造力を投資家に示す価値創造ストー 

リーAt a Glance  〜地球環境問題における企業の 

責任と環境経営のあり方を踏まえて〜」      長谷川浩司 

D3 「企業のレジリエンス定量評価に関する研究」       田代邦幸 



 

                

                           

                                                                                                        

                  

                          

 

 

                              

 

 

【参加申込み方法】 
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   http://www.smf.gr.jp/ 

 

【参加費】 

区分 一般 学生・院生 

大会参加費 3,000円 無料 

論文（要旨）集 2,000円 2,000円 

懇親会参加費 3,000円 3,000円 

 
公開シンポジウム（28日）の参加は無料 
（ただし事前に参加申込みをお願いします）  

 
【参加費振込先】 

 三菱東京 UFJ銀行 虎ノ門中央支店  
 普通１１４４４９１ 

 特定非営利活動法人 環境経営学会 

 （振込手数料はご負担下さい） 

 

 

  

 

 

<大会実行委員会> 

会長：後藤敏彦、 
副会長：宮崎正浩、 

実行委員長：村井秀樹、 

実行委員：大生敏之、川村雅彦、後藤貴昌、 
鈴木道彦、鶴田佳史、中村晴永、 

長谷川直哉、丸山秀一、籾井まり、 
荒井晧美 

 

 

 

2016 年度 
環境経営学会研究報告大会 
環境経営学会第 16 回定期総会 

 

グローバルに動き始めた 
サステイナビリティの枠組み    

 

 

月日：2016 年 5 月 28 日（土）・29 日（日） 

会場：日本大学商学部砧キャンパス 

 ２号館・３号館 

主催：認定特定非営利活動法人環境経営学会 

 （Sustainable Management Forum of Japan） 

(日本学術会議協力学術研究団体) 

会場のご案内 

mailto:smf@smf.gr.jp

