
タイトル タイトル タイトル

9:30

10:00

10:30-11:15

11:15-12:00

12:00-13:00

13:00-13:20 1
固形燃料（ＲＤＦ）化施設に関わる
会計検査院意見の意義と課題 鷹取 敦 環境総合研究所

群馬県西部の強酸性河川水とその
処理方法に関する研究～白砂川
水系と吾妻川水系を対象として～

青山 貞一 東京都市大学
40年目を前に日本のアセスを
変えよう

島津 康男 アセス助っ人

13:20-13:40 2 広島県RDF事業の問題点 落合 真弓 福山市議会議員
八ッ場ダムー流れる水に叫び
あり

鈴木 郁子
ＳＴ０Ｐ八ッ場ダム・

市民ネット
環境に配慮した観光開発のた
め環境アセスメントの研究

張 淑洪
東京都市大学大学院環

境情報学研究科

13:40-14:00 3
奥浜名湖・活断層直上に計画され
る産業廃棄物最終処分場の危険
性と課題

松井 孚夫
奥山地区環境保全

対策協議会
設楽ダムを含む豊川水系の河川事
業が三河湾に及ぼす影響 市野 和夫

設楽ダムの建設中
止を求める会

日韓トンネル計画をアセスする 島津 康男 アセス助っ人

14:00-14:20 4
福島県南相馬市に建設中の管理
型処分場を巡る住民のたたかい
(経過報告)

坂本 博之 弁護士 対決から対話へ 大島 弘三
諫早湾しおまねき

の会

風力発電所建設の合意形成プロ
セスにおける環境アセスメントのデ
ザイン－東伊豆風力発電所新設
計画を事例として－

畦地　啓太
東京工業大学総合理工
学研究科環境理工学創

造専攻

14:20-14:40 5
日米の土壌汚染関連法の比
較研究

天田 健一郎
東京都市大学大学院環

境情報学研究科
東京湾三番瀬の市民調査と保
全活動

伊藤　昌尚
日本湿地ネット
ワーク事務局長

「都市生活者のための農力検定」
創設による経済成長に頼らない最
小不幸社会の実現（政策提言）

西村 ユタカ
持続可能な生活を考え
る会／都市生活者の農

力向上委員会

14:40-14:50

14:50-15:10 6
―東京２３区廃プラ焼却に見る―
温暖化対策の聖域―埋め立て処
分場の実態

青木 泰 環境ジャーナリスト
「市民科学」を支える市民ファンドと
しての高木基金の取り組み 菅波 完

高木仁三郎市民科
学基金

情報公開法改正に向けた課題 まさの あつこ ジャーナリスト

15:10-15:30 7
焼却大国日本の水銀対策と課
題

池田 こみち 環境総合研究所
学生参加型ISO14001活動の効果
と課題～東京都市大学を例に～

田中 元樹
東京都市大学環境情報

学部環境情報学科
環境基本計画づくりにおける
新しい参加手法の試み

勝永 健人
東京工業大学大学院総

合理工学研究科

15:30-15:50 8
―水銀汚染検証市民委員会―中
間報告 水銀の危険性を問いー事
故の原因・対策を考える

吉田 紀子
水銀汚染検証市民

委員会
日本における口蹄疫問題
の虚構－その2

野中 公彦
みやざき・市民オンブ

ズマン
平頂山事件解決に向けた取り組み 坂本 博之 平頂山事件弁護団

15:50-16:10 9
東埼玉資源環境組合第二清
掃工場建設計画の問題点

武井 和彦
東埼玉5市1町・ごみ減量

市民プランをつくる会 口蹄疫対策と環境汚染 金丸 浩成
川南町・水源環境を守る
会　みやざき・市民オン

ブズマン

地域での環境楽習「八坂かっ
ぱクラブ」の実践報告

綿末 しのぶ
八坂かっぱクラブ実

行委員長

16:10-16:30 10
住宅密集地でのペット火葬炉操業
に対する裁判所の判断

西江 智彦 野町の環境を守る会
化学物質による健康被害の裁判は
いかにあるべきか

小椋 和子
化学物質による健康被
害者支援科学者グルー

プ

家庭からの「食品ロス」の発生抑制
を考える―食べ物をムダにしない
キッチン・マネージメント―

中村 早苗
金沢エコネット、食
品ロス検討ワーキ

ンググループ
16:30-16:40

16:40-17:00 11
武田薬品・湘南バイオ研究所
の立地条件

青柳 節子
武田問題対策連絡

会
イタリア愛護動物繁殖防止法と
その後の課題

鶴田 真子美

武蔵野音楽大学講師、
NPO法人動物愛護を考
える茨城県民ネットワー

ク理事長

横環南の問題点 比留間 哲生
横浜環状道路（圏央
道）連絡協議会会長

17:00-17:20 12
バイオ実験施設のリスクコミュニ
ケーションにおける基礎自治体と地
域住民の取り組み

田渕 雄也
東京工業大学大学院総
合理工学研究科修士課

程

景観とまちづくり～国立マン
ション訴訟を事例にして～

坂本 太郎
東京都市大学環境情報

学部環境情報学科
高速道路無料化における環境への
影響に関する研究 仁平 和也

東京都市大学環境情報
学部環境情報学科

17:20-17:40 13 実験動物の焼却について 三輪 裕美子
神奈川ネットワーク運

動・鎌倉
活動報告・東久留米市推進の
「イオンまち壊し」反対

川井 満 東久留米市民
２０３０年のビジョン～これから
の「社会」の話をしよう～

蔭木 達也 2030ビジョン

17:40-18:00 14
創薬研究所審査でバイオ災害の危
険性を解明し得ない環境アセスの
現状

平倉 誠
武田問題対策連絡

会

２０３０年の持続可能な経済と国家
財政～これからの「経済と財政」の
話をしよう～

井上 恵理菜 2030ビジョン

18:10-19:00

19:10-

休憩・コーヒーブレーク（１０分）

休憩・コーヒーブレーク（１０分）

昼食（60分）
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時刻
分科会３

発表者

基調講演１：（青山貞一 代表幹事 東京都市大学教授） 会場：多目的ホール （45分）

発表者 発表者

授賞式など （30分）

基調講演２：（原科幸彦 東京工業大学教授） 会場：多目的ホール （45分）

懇親会（キャンパス内にて）

分科会２

開場・受付開始 場所：多目的ホールの前 （30分）

NO

全体討議・閉会の辞：（青山貞一 代表幹事）会場：多目的ホール （20分）

分科会１


