
     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

 

2011年度 環境経営学会研究報告大会/第１１回定期総会 次第 
 

第１日（5月 28日、土曜日）   午前の部 10:00~12:00  

＜個別研究発表：Aセッション＞ 10：00～11:40 ・・・・・・・・・・・・・・・（第 1会場）  

座長：山本芳華 

・10：00～10：20 A1 「 地方自治体による環境経営率先実行が地域企業の取り組み
に及ぼす影響」～エコアクシション 21 を例として                       

    山本芳華 

・10：20～10：40 A2 「 Ｄｏｅｓ ＩＳＯ 14001 Result in Improved  Environmental  

   Performance？」                            片山 東 

・10：40～11：00 A3 「 ＩＳＯ14001 の普及メカニズム－日本の事例をもとに」 
    三木朊乃 

・11：00～11：20 A 4 「 ＩＳＯを中心とした日本企業の環境取り組みの現状について」 
    有村俊秀 
・11：20～11：40 A5 「 日本企業における Green Supply Chain Management の現状

について」                                 井口 衡 

＜個別研究発表：B セッション＞10：00～11：40・・・・・・・・・・・・・・・・ （第 2会場）  

座長：所 伸之 

・10：00～10：20 B1 「 炭素税による産業への影響物質」              森田 稔 

・10：20～10：40 B2 「 省エネ行動促進における省エネ・環境情報の重要性」 
    岩田和之 

・10：40～11：00 B3 「 企業の温室効果ガス削減技術開発・普及戦略：研究課題と
分析枞組みの提案」                   鈴木政史 

9 「  ・11：00～11：20  B4 「低炭素イノベーションと日本企業」               所 伸之 

・11：20～11：40 B5 「 中小企業の環境経営導入に関する研究」 九里徳泰 

＜シンポジウム＞10：00～12：00・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （第 3会場） 

・SA 1 「中小企業の環境経営を促進するもの」 チェア：川村雅彦 

    講演者・パネル：海上泰生、大川哲郎、服部静枝 

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

 午後の部（1）12:30~15:00  

 

＜環境経営学会 第１１回 定期総会＞・・・（ブロッサムホール：2号館 1階） 
・12:30～12:55   総会議事 会長、事務局長 

＜記念講演・基調講演＞ 

・ 13：00～15：00 

 挨拶                          山田徹雄（跡見学園女子大学 学長） 

祝辞  西澤潤一（環境経営学会 名誉会長） 

 新会長挨拶    

 学会表彰  

 記念講演   山本良一（東京大学名誉教授） 

・14:00～15:00 

  基調講演 小池百合子氏(衆議院議員・自由民主党総務会長・元環境大臣)  

 午後の部（2）15:15~17:15  

＜シンポジウム＞15：15～17：15 

・SB1 「地域の景観形成への企業の取組みと貢献の方向」・・・・・・・・ （第 1会場） 
    チェア：木俣信行 

  講演者・パネル：岩井光男、東 恵子、竹沢えり子、本田広昭 

 

・S B2 「世界の温暖化対策の動向」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第 2会場） 
                           チェア：有村俊秀           

 講演者・パネル：河村 玲、武田史郎、有村俊秀、村井秀樹、堀江哲也、 

    山崎雅人 

・SB3 「緊急提言の狙いと今後の進め方」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第 3会場） 
                                          チェア：後藤敏彦 

講演者・パネル：山本良一/西澤潤一、後藤敏彦、川村雅彦、坂水昶之、 

チェア：後藤敏彦 講演者・パネル：山本良一／西澤潤一、後藤敏彦、川村雅彦、坂水昶之、                                                青木修三、木俣信行、宮崎修行 

＜懇親会＞17：30～19:30 ・・・・・・・・・・・・・・・・・多目的ホール（２号館９階） 

 

 

第 2 日（5 月 29 日、日曜日） 

 午前の部 10:00~12:00  

＜個別研究発表：Cセッション＞10：00～11：20 ・・・・・・・・・・・・・・・（第 1会場）  

座長：花田眞理子 

・10：00～10：20  C1 「ＩＳＯ26000 が「企業の社会的責任」に与える影響に関する 

座長：花田眞理子・10：00 ・10：00～10：20 考察」                            花田眞理子 

Kousatsu 考察」 花田眞理子・10：20～10：40 ・10：20～10：40 C2 「ＩＳＯ26000 と経営診断の関係」            井上尚之 

・10：40～11：00 C3 「ＣＳＲの系譜的解釈～社会的課題の接合をめぐって」   

    久富健治 

・11：00～11：20 C4 「 ＣＳＲにおける戦略的病院経営」 日向浩幸 

 

＜ミニシンポ＞10：00～11：00・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第 2会場） 
・SC1 「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：Dセッション＞ 11:00～12:00・・・・・・・・・・・・・・・（第 2会場） 

座長：栗林美紀 

・11：00～11：20 D1 「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 D2 「池内タオルにおける環境経営」             金 恵珍 

・11：40～12：00 D3 「環境ビジネスコンテストの課題と展望」         垣花博貴 

 

 

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 



 

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

構内案内図

東京メトロ
丸の内線
茗荷谷駅

注意：ここから
は大学へは通り
抜けられません
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跡見学園女子大学
文京キャンパス２号館

↑跡見学園中学・高校

サンマルク
カフェ

第２日（５月２９日、日曜日）（午前の部 つづき） 

＜個別研究発表：Eセッション＞ 10:00～11:00・・・・・（第 3会場） 

座長：岡本享二 

座長：岡本享二・10：00～10：20 E1      ・10：00～10：20 E1 「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 E2 「外来文物への日本的対応についての 

一考察」  一考察」                柴田倫孝 

・10：40～11：00 E3 「『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・・・・・・・・・・・・・・・・・（第 3会場） 
・SC2  「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 

 
 午後の部（1）13:00~15:00  

 

＜シンポジウム＞ 13：00～15：00  
・SD１ 「広島企業の環境経営」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第 1会場）  

チェア：金原達夫                 

講演者・パネル：羅 星仁、豊澄智己、政岡孝宏、金原達夫 

 

・SD2 「バイオミミクリーによる企業のリスクマネジメント」・（第 2会場） 

               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 

 

・SD3 「ＣＳＲの新しいステージとＩＳＯ26000」・・・・・・・・・（第 3会場） 

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 

 

 午後の部（2）15:15~17:15  
 
＜シンポジウム＞ 15：15～17：15  

 

・SE1 「サプライチェーンの持続可能性－世界の動向と 

企業の課題」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （第 1 会場）  

チェア：宮崎正浩  

講演者・パネル：宮本 武、谷口正次、籾井まり、金井路也 

 

・SE2 「推計係数を使用した環境パフォーマンス評価」（第 2 会場） 

                     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 

 

・SE3 「原子力エネルギーから自然エネルギーへの 
      転換」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第 3 会場） 

転換」・（第 3会場） 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 

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～ 

 

 

 

 

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） 

 

【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）受付 9：30～ 

  10：00～17：15 

 5 月 29日（日）10：00～17：15 

交通のご案内 

【参加費】 

区分 一般 学生・院生 

大会参加費 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 

 

【参加申し込み先】 

 特定非営利活動法人 環境経営学会 

 Sustainable Management Forum of Japan 

 TEL ： ０３－６２７２－６４１３ 

 FAX ： ０３－６２７２－６４１４ 

 E-Mail ： smf@smf.Gr.jp 

【参加費振込先】 

 三菱東京 UFJ銀行 虎ノ門中央支店 

 普通預金口座 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） 


