2015 年度 環境経営学会研究報告大会/第１５回定期総会 次第
第１日（ 5 月２3 日、土曜日 ）
受付付開始 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：若手研究者セッション
座長：村井秀樹
A1 「中国中小鉄鋼企業の環境配慮型設備投資の効果分析」
蒙 雪超
A2 「中国での炭素価格導入による生産価格上昇の分析
－産業連関表を用いた定量評価－」
森田 稔
A3 「自治体合併による水道事業への影響
－効率性改善と CO2 削減についての考察－」 功刀祐之
A 4 「自然資本リスクと企業のパフォーマンスの関係」
井上 孟

＜個別研究発表：B セッション＞（9:30～11:00）・・・・（第２会場）
全体テーマ：社会人大学院生セッション
座長：宮崎正浩
B1 「シェールガス革命における電力業界の経営戦略の研究
－環境経営における可能性の視点から－」
志田 崇
B2 「地中熱を利用した施設園芸農業における環境負荷削減効果
経済的効果の研究－イチゴのハウス栽培での実証試験を中心
として－
根本和彦
B3 「管理された森林に於ける二酸化炭素収支の定量的検証
－スギの種苗生産点から原木・製材まで－」
竹内秀樹
＜English Session＞（11:00～11:30）・・・・・・・・・・・・・・・（第２会場）
(Chair: Masahiro MIYAZAKI)
“ Renewable Energy and Energy Efficient Building Knowledge
Transfer
Eckhard Hitzer

＜個別研究発表：C セッション＞・・・・・・・・・・・・・・・・（第３会場）
全体テーマ：環境政策と企業経営
座長：花田眞理子
C1 「里山民主主義」としての持続可能なバイオマス利用 －地域
の森林資源管理の枠組みと活用の具体例－」
泊 みゆき
C2 「日本の製造業における大気汚染物質量変化と環境規制
－技術進歩と産業構造変化の役割－」
堀江哲也
C3 「知識、リスク、政策支持：原発再稼動への認識に関する
日本における実証研究」
小俣幸子

午後の部（2）13:00~15:00
＜公開シンポジウム＞ （一般公開、入場無料）
（外濠校舎４階 S405 教室） 司会 服部静枝
・ 13：00～13：10
挨拶
環境経営学会会長 後藤敏彦
挨拶
実行委員長
長谷川直哉
・ 13:10～13:50
基調講演①「統合報告に基づく投資家と企業経営者のエンゲー
ジメントの現状と今後の課題」 （仮題） 市村 清氏
（新日本有限責任監査法人 統合報告推進室長）
・ 13:50～14:30
基調講演②「オムロンの統合思考と長期的価値創造の取組み、
今後の課題」
安藤 聡氏
（オムロン株式会社 執行役員常務 グローバル
IR・コ‐ポレ‐トコミュニケ‐ション本部長）
・14:30～15：00
＜パネル討論＞
パネリスト：市村 清氏、安藤 聡氏
モデレーター：後藤敏彦

午後の部（4）15:15~17:15
＜シンポジウム＞
・SA1 「社会的幸福」の展開方向 （チェア村上 亘）・・・（第 1 会場）
伊藤義貫氏、中丸寛信氏、大河喜彦、鈴木幸毅、岡本享二、
泊みゆき、村上 亘
・ SA2 [自然資本の持続可能な管理と企業倫理 －持続可能なサ
プライチェーン・マネジメントへの各アプローチ－]
（チェア宮崎正浩）・・・・・・・・・・・（第２会場）
九里徳泰、籾井まり、岡本享二、宮崎正浩
・ SA3 「日本を変える「地域の活性化」をどう進めるか－離島・過疎
地の活性化と再生可能エネルギーの活用は車の両輪」
（チェア青木修三）・・・・・・・・・（第３会場）
倉阪秀史氏、春日隆司氏、小林敏昭氏、菊池武晴氏、
後藤敏彦、青木修三

午後の部（5）17:30~18:00
＜ポスターセッション＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（ロビー）

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

午後の部（1）12:30~12:55
＜環境経営学会 第 15 回 定期総会＞
（外濠校舎４階 S405 教室）
総会議事

会長、事務局長、監事、環境経営学会・会員

P-1 「中国企業における低炭素経営システムの開発に関する研究
〜中国における CO2 排出量取引政策を背景として〜張 文源
P-2 「自動車の燃費改善によるリバウンド効果の推定
阿部達也
P-3 追加募集中

午後の部（6）18:10~19:30
＜懇親会＞・・・・・・・・・・・・・・・・ （法政大学市ヶ谷キャンパス内）

第２日（ 5 月 24 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：企業経営とサステイナビリティ 座長：長谷川直哉
D1 「産学連携に関する考察 －全国商工会へのアンケート
の結果をふまえて－」
井上尚之
D2 「企業における環境教育教材の作成について」
花田眞理子
D3 「韓国の電子産業における国内サプライチェーン問題」
金 恵珍
D4 「製薬企業の非財務情報と企業価値創造の関係性」
伊藤由宣
＜個別研究発表：E セッション＞・・・・・・・・・・（第２会場）
全体テーマ：社会・環境的価値創造
座長：宮崎 正浩
E1 「文化芸術活動の実態調査に見る企業経営の影響」
木俣信行
E2 「ソーシャル・ブランディング 3.0 －社会的課題の解決
に向け、「本来の CSR」と CSV を統合する－」 川村雅彦
E3 「環境会計と自然資本会計の構造対比と簿記との
関係性」
村井秀樹
E4 ｢中小企業における環境経営に関する一考察｣
鶴田佳史
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・昼食・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

午後の部（1）12:30~14:30
＜シンポジウム＞
・SB１ 「ISO26000 に準拠した第 2 世代サステイナブル
経営診断」 （チェア鈴木道彦） ・・・・・・・（第１会場）
中村晴永、木俣信行、井上尚之、吉岡庸光、
鈴木道彦
・SB2 「統合思考と長期的価値創造に関する研究委員会の
研究課題」 （チェア宮崎正浩）・・・・・・・・・・（第２会場）
村井秀樹、宮崎正浩他

第２日（ 5 月２4 日、日曜日 ）

会場のご案内

午後の部（2）14:45~16:45
＜シンポジウム＞

2015 年度
環境経営学会研究報告大会
環境経営学会第 15 回定期総会

・SB１ 「企業の社会貢献としての社会的共通資本形成を考える」
(チェア木俣信行）・・・・・・・・・・（第１会場）
久富健治、外岡 豊氏、成田一郎氏、木俣信行
・SB2 「サプライチェーン・サステイナビリティ診断ツールの
開発」
(チェア川村雅彦） ・・・・・・・・・（第２会場）
中村晴永、鈴木道彦、伊藤由宣、後藤敏彦、宮崎正浩

統合思考と長期的企業価値の
創造に向けて

午後の部（3）17:00~17:30
＜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）

<大会実行委員会>
後藤敏彦(大会会長)、宮崎正浩（大会副会長）
、
長谷川直哉（実行委員長）
、大生敏之、川村雅彦、後藤貴昌、
鈴木道彦、鶴田佳史、中村晴永、丸山秀一、村井秀樹、
籾井まり、荒井晧美

【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

http://www.smf.gr.jp

【参加費】
区分

【会場】法政大学市ヶ谷キャンパス 外濠校舎 4 階 S405 教室ほか
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

市ヶ谷駅（ＪＲ、東京メトロ有楽町線、南北線、都営地下鉄新

懇親会参加費

3,000 円

3,000 円

宿線）から徒歩約 10 分

〒102-8160 東京都千代田区富士見 2-17-1
TEL：03-3264-9240 http://www.hosei.ac.jp

飯田橋駅（ＪＲ、東京メトロ有楽町線、東西線、南北線、都営
公開シンポジウム(23 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 虎ノ門中央支店
特定非営利活動法人

環境経営学会

（振込み手数料はご負担下さい）

普通１１４４４９１

地下鉄大江戸線）から徒歩約 10 分

月日：2015 年 5 月 23 日（土）・24 日（日）
会場：法政大学市ヶ谷キャンパス
外濠校舎 ４階 S405、S406、S407 教室
主催：認定特定非営利活動法人 環境経営学会
（Sustainable Management Forum of Japan）

