
平成 25年 2月 1日 

会 員 各 位       

日本環境共生学会           

会長 林 良嗣 

第１6回（2013年度）通常総会開催のご案内 

 

定款第 24 条の規定により、第 16 回（2013 年度）通常総会を下記のとおり開催いたします。地域シン

ポジウム「コミュニティにおける地域環境管理と情報通信技術の利用（エネルギー管理を中心として）」

を、金島正治先生（日本大学教授）に企画していただきました。現地視察（神田駿河台地区の電力供給及

び熱供給を実施しているプラント）・交流会も併せて開催いたします。 

同封のハガキにて、ご出席の可否を折り返しご返信ください。出席のご連絡は、参加申込書でも承りま

す。正会員（個人会員、団体会員、学生会員のうち大学院生）の方でご欠席の場合は、委任状をお書き添

えくださいますようお願い申し上げます。なお、団体会員で委任状を送付いただく場合は、個人登録され

ているすべての方にご署名いただきますようお願いいたします。 

準備の都合により、平成 25年 5月 13日（月）までにご連絡下さいますよう宜しくお願いいたします。 

何卒、宜しくお願い申し上げます。 

  

記 

1. 日 時 平成 25年 5月 25日（土） 13：00～13：45 

2. 場 所 日本大学理工学部一号館 121会議室（東京都千代田区神田駿河台 1-8-14） 

   アクセス:  http://www.cst.nihon-u.ac.jp/campus/access.html 

キャンパス:  http://www.cst.nihon-u.ac.jp/campus/index.html 

  ※会場は都合により若干変更になる可能性がございます。 

3. 議 事 第 1号議案  平成 24年度事業報告・収支決算報告について 

  第 2号議案 平成 25年度事業計画案・収支予算案について 

  第 3号議案 役員人事について 

  報告事項 

 

会場案内図 

 

 

 

 

会場案内図 
会場案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場所  

日本大学理工学部 

１号館 

東京都千代田区 

神田駿河台 1-8 

JR御茶ノ水 駅 

日本大学理工学部
1号館 



第１6回（2013年度）地域シンポジウム開催のご案内 

「コミュニティにおける地球環境管理と情報通信技術の利用」 

 趣旨 

東日本震災以降様々な形でコミュニティに対し分散エネルギー利用を推進するスマートコミュ

ニティの研究開発が実施されているが、コミュニティを形成する地域に生活する人間の活動と連携

する姿がなかなか見えてこない。 

一方、既存の市街地における切実な課題として、原子力発電所の運転停止に端を発した電力料金

の値上げや停電の可能性などエネルギーに関する話題は住民が身近に感じている問題であり、これ

ら対応として、エネルギーの見える化など情報通信技術の利用による、供給サイドと需要サイドと

の協調によるエネルギーマネージメントの可能性が急速に高まっている。 

現在、スマートコミュニティに対する研究開発においても情報通信を利用した様々な試みが実施

されており、研究開発の方向性や成果が見え始めた。そこで、この時期に実際に実務を推進されて

いる方、様々な分野での研究開発推進をされている方、環境管理の在り方を研究されている方、将

来の国際的な規格化を狙っている方など様々な分野の方に、最新の動向を紹介いただき、将来のコ

ミュニティへの成果の活用に関する方策について議論をしていただく。 

 

 総合司会 

金島 正治（日本大学理工学部教授） 

 

 開会挨拶 

林 良嗣（学会長・名古屋大学教授） 

 

 基調講演 

「コミュニティにおけるエネルギー利用について－省エネルギーのあり方を考える－」 

中上 英俊（住環境計画研究所所長・東京工大特任教授） 

 

 パネラー 

「環境モデル都市・千代田区の低炭素化の取り組み」 

島崎 友四郎（千代田区環境安全部 部長） 

「スマートコミュニティと環境配慮について」 

梶谷 修（(株) ポリテック・エイディディ 専務取締役・日本環境アセスメント協会会長） 

「スマート都市の形成を通じての環境イノベーション」 

藤田 壮（(独)国立環境研究所 社会環境システム研究センター センター長） 

「スマートコミュニティにおけるエネルギーマネージメント通信技術」 

松倉 隆一（富士通(株) ネットワークソリューション事業本部 シニアマネージャー） 

「情報通信技術のコミュニティへの活用と国際規格化」 

一色 正男（神奈川工科大学教授） 

 

同時開催 チュートリアル 

テーマ 「インフラの劣化問題とその対応」 

講師：森杉 雅史（名城大学教授）※昼食をとりながら、参加者と日本環境共生学会理事が相互に意見交換。お

昼は、各自でご用意してご参加下さい。 



 タイムテーブル 

行 事 時 間 内   容 場  所 

チュートリアル 

<60分> 

12：00 

 

13：00 

テーマ「インフラの劣化問題とその対応」 

（希望者のみ） 

日本大学理工学部

一号館 

122会議室 

2013年度 

通常総会 

<45分> 

13：00 

 

13：45 

（全員お集りください） 日本大学理工学部

一号館 

121会議室 

視察会 

<60分> 

 

13：45 

 

14：45 

テーマ「神田駿河台地区の電力供給及び熱供給」 

（希望者のみ） 

地域冷暖房及び地

域変電所 

（会場から徒歩 2

分程度） 

ポスターセッション 

<75分> 

13：45 

 

15：00 

ポスター優秀発表賞を設けます。申込方法は、「H25

地域シンポジウムポスター発表論文募集要領・論文

応募規定」「H25地域シンポジウムポスター発表論文

募集要領・ポスターセッション／ポスター作成要

項」をご覧のうえ、「H25地域シンポジウムポスター

発表申込書」にて本部事務局までお申込みくださ

い。 

※発表された研究を「環境共生」へ投稿していただ

く道もあります。ぜひ、「環境共生」へもご投稿下

さい。 

121会議室周辺 

地域シンポジウム 

<150 分> 

15：00 

 

17：30 

基調講演 

パネルディスカッション 

ポスター優秀発表賞表彰 

日本大学理工学部

一号館 

121会議室 

交流会 

<90分> 

 

17：30 

 

19：00 

意見交換・交流会（会費：4,000円／当日支払） 

 

学内食堂 

（121会議室隣） 

※会場は都合により若干変更になる場合がございます。 

 

 参加申込方法等 

地域シンポジウム、チュートリアル、視察会、ポスターセッション 

【参加費】※当日支払 

団体会員 無料、個人会員¥1,000、個人会員（院生）および学生会員 無料、 

個人非会員¥3,000、院生および学生非会員¥1,000 

【申込方法】 

 ・同封する委任状ハガキでの返信。 

・「参加申込書」を電子メールに添付して、本部事務局宛（jahes@urban.env.nagoya-u.ac.jp）送信。または、

FAX 送信（FAX 番号：052-789-1454）。 

【ポスター発表申込】 

 発表申込締切：2013年 5月 13日（月） 

 ・「第 16回(2013)地域シンポジウムポスター発表論文募集要領」をご参照いただき、「発表申込書」に

必要事項をご入力の上、メールに添付し、本部事務局宛（jahes@urban.env.nagoya-u.ac.jp）送信のこと。 

・ポスター優秀発表賞あり。 

・「ポスターセッション／ポスター作成要項」に従って発表準備のこと。 



日本環境共生学会 第 16回（2013年度）通常総会・地域シンポジウム 

 

日本環境共生学会 本部事務局 行   FAX: 052-789-1454 

申込期限：5月 13日（月） 

■ 地域シンポジウム・現地視察・ポスターセッション 参加希望者 

氏  名 所  属  
現地視察※参加される

方は○をつけて下さい。 

   

   

   

■ チュートリアル 参加希望者  

氏  名 所  属 

  

  

  

団体会員で、複数名参加される場合は、全員のお名前をご記入ください。なお、地域シンポジウム・現地

視察・チュートリアルは会員以外の方も参加費をお支払いただけましたらご参加できます。希望される方

はお名前・ご所属等をお知らせください。（参加費：団体会員 無料、個人会員¥1,000、個人会員（院生）

および学生会員 無料、個人非会員¥3,000、院生および学生非会員¥1,000／当日支払） 

■ 交流会 参加希望者 （参加費お一人様 ¥4,000円／当日支払） 

氏  名 所  属 

  

  

  

 

連 絡 先 

住  所 

勤務先/自宅                                         

ＴＥＬ                    ＦＡＸ                    

メールアドレス                                       

（送付先）日本環境共生学会 本部事務局 

〒464-8603 名古屋市千種区不老町 名古屋大学大学院環境学研究科都市環境学専攻 林研究室内 

TEL: 090-7918-9179 FAX: 052-789-1454 E-mail: jahes@urban.env.nagoya-u.ac.jp 

参 加 申 込 書 

mailto:jahes@urban.env.nagoya-u.ac.jp

