
■1日目 7月2日（土） Zoom開場 9:30

※【 】内は発表番号

A会場 B会場 C会場
開始時刻 エネルギー 大気汚染 環境教育・環境哲学①

10:00 【A－1】 【B－1】 【C－1】

10:15 【A－2】 【B－2】 【C－2】

10:30 【A－3】 【B－3】 【C－3】

10:45 【A－4】 【B－4】 【C－4】

11:00
環境経済・環境政策・
環境法①／自由論題

土壌・水質① 環境教育・環境哲学②

11:15 【A－5】 【B－5】 【C－5】

11:30 【A－6】 【B－6】 【C－6】

11:45 【A－7】 【B－7】 【C－7】

12:00～
13:30

13:30～
15:30

シンポジウム
（A会場）

15:45～
17:30

■2日目 7月3日（日） Zoom開場 9:30

※【 】内は発表番号

A会場 B会場 C会場
開始時刻

環境経済・環境政策・
環境法②

廃棄物・都市問題
環境教育・環境哲学③

／震災・災害関連

10:00 【A－8】 【B－8】 【C－8】

10:15 【A－9】 【B－9】 【C－9】

10:30 【A－10】 【B－10】 【C－10】

10:45 【A－11】 【B－11】 【C－11】

11:00
環境経済・環境政策・

環境法③
土壌・水質② 生態系・生物多様性

11:15 【A－12】 【B－12】 【C－12】

11:30 【A－13】 【B－13】 【C－13】

11:45 【A－14】 【B－14】 【C－14】

12:00～
13:00

13:00～
15:00

国際セッション（英語）
【K－1】（A会場）

※14:00終了

企画セッション【K－2】
（B会場）

15:30～
17:30

オンライン映画上映会
【K－3】（A会場）

全体プログラム（案）

休憩・昼食（90分）
幹事会（B会場）

オンライン懇親会
（Zoom以外のアプリウェアを使用）

※参加方法は後日案内いたします。

休憩（15分間）

休憩（15分間）

休憩・昼食（60分）
幹事会



＜A会場＞
【座長：　　　　】 エネルギー
10:00-10:15 A－1 固定価格買取制度での未利用木質発電の認定・導入動向と今後の課題

和田武
10:15-10:30 A－2 自然変動電源による2030年の西日本の電力需給，原発ゼロの場合のデマンド

レスポンス必要量
竹濱朝美・歌川学

10:30-10:45 A－3 地方公共団体が実施する消化ガス発電事業の事業方式と国の政策 ―アンケー
ト調査に基づく地方公共団体の役割についての考察―
多和田美和

10:45-11:00 A－4 市区町村データに基づく将来の太陽光発電導入量の配電エリアへの配分
今中政輝・志村征輝・加藤丈佳・服部学

【座長：　　　　】 環境経済・環境政策・環境法①／自由論題
11:15-11:30 A－5 スーパーファンドプログラムにおける順応的管理

安田圭奈江
11:30-11:45 A－6 国際情勢の変化と自動車リユース・リサイクル

浅妻裕・岡本勝規・Nur kamaliah Mustaffa・福田友子
11:45-12:00 A－7 若い世代のSDGsの行動意識に関する考察～SDGsアクションプランの作成か

ら
佐藤秀樹

＜B会場＞
【座長：　　　　】 大気汚染
10:00-10:15 B－1 化石燃料消費量と光化学オキシダント濃度との関係について

木村健一郎・権上かおる
10:15-10:30 B－2 ごみ焼却排ガスの光化学オキシダント濃度に及ぼす影響

木村健一郎・畑明郎
10:30-10:45 B－3 住民による大阪府全域のNO2濃度測定と健康アンケート調査結果（ソラダス

2021）
久志本俊弘・澤田史郎・西川榮一・中森芳明

10:45-11:00 B－4 大気沈着物中のマイクロプラスチックのモニタリング研究

咸泳植・三村太晟・矢萩涼

【座長：　　　　】 土壌・水質①
11:15-11:30 B－5 全国各地の建設残土問題

畑明郎
11:30-11:45 B－6 建設残土問題と土砂条例・法規制の課題

畑明郎

11:45-12:00 B－7 旧日化工工場跡地付近の雨水ます滞留水における6価クロムレベルの過去約
10年間の長期傾向
尾崎宏和・松田宗一郎・細野達也・五味彩乃・池田桃恵・大野由芙子・一瀬寛・
渡邉泉

一般報告プログラム（案）

1日目　7月2日（土）



＜C会場＞
【座長：　　　　】 環境教育・環境哲学①
10:00-10:15 C－1 地域理解を目的とした環境教育プログラムの構築 ～小学校での出前授業実施

に向けて～

鈴木 翔喜・藤野 裕弘
10:15-10:30 C－2 初等教育での地域理解を深めるための実践的環境教育の試み～沖縄の実践

に向けて～

小櫻慶吾・藤野裕弘
10:30-10:45 C－3 女子中高生の理系進路選択支援に対する環境・防災教育の効果

高野拓樹・杉本悠子
10:45-11:00 C－4 三重大学キャリア支援システムの改良と運用

長屋祐一

【座長：　　　　】 環境教育・環境哲学②
11:15-11:30 C－5 地元の環境を知るための教育プログラムの構築 ～学習支援組織と連携した出

前授業の実践に向けて～
樋口琉以・藤野裕弘

11:30-11:45 C－6 トラップを用いた水生生物捕獲調査を通じた学習プログラムの構築
小倉亜紗美・山村風海子・中坪孝之

11:45-12:00 C－7 農業を基盤とした地域循環共生圏と域学連携に関わるフィージビリティー・スタ
ディー

萩原豪・豊田正明

2日目　7月3日（日）
＜A会場＞
【座長：　　　　】 環境経済・環境政策・環境法②
10:00-10:15 A－8 中国における環境規制強化と環境NGO

知足章宏
10:15-10:30 A－9 環境政策形成過程における情報交流と参加

北川秀樹
10:30-10:45 A－10 イタリアのアグリツーリズモにおける食材の地産地消を支える組織的活動の先進

事例調査

佐藤輝
10:45-11:00 A－11 キリバス共和国の非木材林産物としてのパンノキ果実のチップスの 製品化と日

本でのフェアトレード販売に向けた可能性の模索
星野笑

【座長：　　　　】 環境経済・環境政策・環境法③
11:15-11:30 A－12 地域CO2排出量算定法の開発

近江貴治・歌川学
11:30-11:45 A－13 カーボンバジェットを踏まえた脱炭素地域のシナリオ－岡山県を事例に

歌川学・上園昌武・近江貴治
11:45-12:00 A－14 脱炭素地域づくりで求められる支援策

上園昌武・久保田学



＜B会場＞
【座長：　　　　】 廃棄物・都市問題
10:00-10:15 B－8 インドネシアにおけるごみ銀行による有価物回収の現状と課題

村瀬憲昭
10:15-10:30 B－9 戦災廃棄物の処理－パレスチナ・ガザ地区の事例から

吉田充夫
10:30-10:45 B－10 地方自治体による家庭系食品廃棄物堆肥化事業の持続可能性の決定要因に

ついての研究

渡辺陽祐・宮沢佳恵
10:45-11:00 B－11 自治体回収PETボトルの取引先に関する昨今の動向

中村真悟

【座長：　　　　】 土壌・水質②
11:15-11:30 B－12 丹沢山地の金目川源流域における河川水質変動

恒川穂乃佳・倉元隆之
11:30-11:45 B－13 神奈川県西部の山地源流域における河川水質特性

倉元隆之・金澤翼
11:45-12:00 B－14 河川水中のマイクロプラスチックの動態と負荷量の評価：利根川・早渕川・潤井

川を事例として

咸泳植・箱田真晃・渡邉潤太・野毛蒼太

＜C会場＞
【座長：　　　　】 環境教育・環境哲学③／震災・災害関連
10:00-10:15 C－8 科学における客観性 ―近代以降の科学的知見と認識論の変化

柿沼美穂
10:15-10:30 C－9 環境美学　美と環境の諸相

森谷昭一
10:30-10:45 C－10 哺乳類を用いたHE染色画像の有用性と課題：福島原発事故からの学び

大塚一磨・村瀬香
10:45-11:00 C－11 DDBJの登録配列を用いた福島原発事故前後のシーケンス比較: 野生動物の

場合
岩間達也・大塚一磨・杉本有里奈・村瀬香

【座長：　　　　】 生態系・生物多様性
11:15-11:30 C－12 会津メダカから見る遺伝的攪乱の研究

矢澤敦
11:30-11:45 C－13 イタリア大使館敷地の水環境総合調査報告

神谷博
11:45-12:00 C－14 オーバーツーリズムが及ぼす環境負荷の評価－広島県大久野島における観光

客の給餌が及ぼす影響について－

小田悠人・小倉亜紗美・神田佑亮・王新

自主企画セッション

＜A会場＞

13:00-14:00 K－1 国際セッション（英語）
代表：国際部

＜B会場＞
13:00-15:00 K－2 持続可能な地域づくりの中間支援機能

代表：上園昌武

映画上映会（オンライン）

＜A会場＞
15:30-17:30 K－3 ドキュメンタリー映画「マイクロプラスチック・ストーリー」

代表：企画部


