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冨田 勝己 氏

パナソニックの環境経営
11 パナソニック株式会社 環境本部 環境企画グルー
～地球発想の環境革新企業を目指して～
プ 環境コミュニケーションチームリーダー
村岡 元司 氏
スマートグリッド・グリーンＩＴ
10 ㈱ＮＴＴデータ経営研究所 社会・環境戦略コンサル
～環境とＩＴの融合～
ティング本部 本部長 パートナー
2010

6

永野 秀雄 先生

米国における環境監査と法

法政大学 人間環境学部 教授

阿部 和彦 氏
企業情報開示の最新動向
6 あらた監査法人 サステナビリティサービスディレク
～財務報告と環境ＣＳＲ報告の統合に向けて～
ター
ゲオルグ・Ｋ・ロエル 氏
2

電気自動車への挑戦とその可能性
㈱エヌ・アール・ダブリュージャパン代表取締役社長 ～ドイツNRW州産業政策による新市場の創出～

11

飯田 真樹 氏
富士ゼロックス（株）

これからの報告書を考える会
～社会環境報告書・ＣＳＲ報告書・ＷＥＢでの公開～

朽網 道徳 氏
企業における環境部門の役割
10 富士通（株） 環境本部 環境企画統括部 統括部
～富士通の取組み～
長
堀米 孝太郎 氏
9 ソニーファシリティマネジメント㈱ セーフティエンジ ソニーのグローバルＥＭＳ統合
ニアリングセンター サイト環境ソリューション部 統
括部長

2009

益子 晴光 氏
9 ㈱リコー 社会環境本部 環境コミュニケーション推 リコーの環境経営と生物多様性保全
進室 室長
吉野 忠光 氏
5
環境先進企業のベンチマークについて
コマツ 生産本部 環境グループ 主幹
3

冨田 鏡二氏
東京ガス（株） 環境部長、日本環境倶楽部 理事

低炭素社会の実現に向けた天然ガスの役割

山下ゆかり 氏
3 （財）日本エネルギー経済研究所 地球環境ユニッ
ト 研究主幹

世界の省エネに関する最近の動向
～省エネビジネス～

小澤 豊 氏
2 （株）リョーイン 常務取締役、日本環境倶楽部 理 機械と省エネルギーについて
事
川島 実 氏
低炭素社会に向けて
1 清水建設㈱技術研究所 地球環境技術センター所
～清水建設～
長
五所 亜紀子氏
11 富士フイルムホールディングス（株）コーポレートサ ＣＳＲとコミュニケーション
ポート部 CSRグループ担当課長
2008

大岡 健三氏
10 社団法人 産業環境管理協会 環境人材育成セン
ター副所長（環境リカレント室長）
9

本多 昇氏
（㈱あらたサステナビリティ 上席研究員

環境の不祥事事例から学ぶ
～廃棄物および環境汚染事例について～
排出量取引の国内外の動向
～京都議定書・ＥＵ・米国・日本のこれまでと今後～
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牧 武志 氏

石油開発： あらたなる挑戦
8 国際石油開発帝石ホールディング㈱ 取締役技術
～世界で戦える石油開発企業を目指して～
本部長 ・帝国石油株式会社 代表取締役副社長
萩原 一平氏
脳の視点から考える環境問題
8 ㈱NTTデータ経営研究所 マネジメントイノベーショ
～人間の司令塔としての脳の働き～
ンセンター長、横浜国立大学客員教授
中山 卓三 氏
7 ㈱モスフードサービス CSR推進室 社会貢献グ
ループ グループリーダー

2008

モスバーガー５年間のレポート開示・これからの課題
～モスの「環境活動」～

中野 哲哉氏
6 環境省 廃棄物・リサイクル対策部リサイクル推進 改正食品リサイクル法及び関連施策の概要
室 室長補佐
中尾 雅幸氏
3

環境コミュニケーション（市民・消費者）
～宝酒造の社会貢献への取り組み・東京ガスの環境コミュ
ニケーション活動～

宝酒造㈱ 環境広報部 環境課長
白倉 直人氏
東京ガス㈱ 環境部環境推進グループ担当課長

2

ゲオルグ・K・ロエル氏

ドイツの環境ビジネスと新エネルギー

（株） NRWジャパン 代表取締役社長

寺部 哲央氏
環境ＩＳＯ規格の求める活動
1 （財）日本燃焼機器検査協会 マネジメントシステム
～その理解と効率的な仕組み作り～
認証センター 所長
谷 光清氏
本業と環境を考える
11 ㈱日立製作所 情報・通信グループ 環境推進セン
～これからの情報通信技術（ICT）と社会環境貢献～
タ センタ長
藤井 法夫 氏
10 経済産業省 産業技術環境局 環境施策課 環境 環境経営・環境ビジネス関連施策の概要
調和産業推進室 課長補佐
社内環境教育の資料作り
吉野 忠光氏
～みんなで止めよう温暖化 社員の反応・効果～
コマツ生産本部業務部 主幹技師
9 野沢 定雄氏
（コマツ小山工場総務部 担当部長

コマツの気候変動問題への対応

小林 進一氏
2007
8

コマツ小山工場総務部 環境担当課長
鈴木 渉氏
環境省自然環境局 生物多様性地球戦略企画室
岡 光宣氏

4

工業団地ゼロエミッションへのチャレンジ

環境ＩＳＯ経営研究所 代表

生物多様性国家戦略と企業への期待
～ビジネスと生物多様性～
企業が抱えている環境ＩＳＯの課題とその解決法
～課題をお互いの経験と知恵の共有で解決する～

佐藤 貢 氏
3 富士通㈱ 環境本部 ＳＤ企画統括部長、日本環境 富士通の本業活動を目指すグローバルＥＭＳ統合について
倶楽部理事
布施 征男 氏
2

(財)省エネルギーセンター 診断指導部長

省エネルギーの無料診断
～工場やビルの省エネルギーと税制上の助成措置につい
て～

山田 和彦氏
2 （社）産業環境管理協会 副会長・専務理事 日本 日本の環境活動の新しい動き
環境倶楽部副理事長
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山田 明氏

2007

あいおい損害保険㈱ 業務企画部 ＣＳＲ推進部部 一人一人が参加する企業の環境活動
2 長（環境担当）
～本業の中で何が出来るか。消費者への対応はどうする
べきか～
坂本 ゆかり氏
富士ゼロックス㈱ ＣＳＲ部 環境経営推進グルー
プ
谷 達雄 氏
1

超長期ビジョンからのバックキャスティングによる環境経営
施策の策定
㈱リコー 社会環境本部 本部長 エグゼクティブス
～リコーグループの環境経営～
ペシャリスト 技師長
家電・ＯＡ機器リサイクル最前線から見えてきた環境ビジ
ネスの見通し
～資源を無駄に捨てない工業製品のリサイクル～

宇野 元雄 氏
11

東京エコリサイクル㈱ 営業部長

中西 哲帥 氏
排出権ビジネスとカーボンクレジットの取引
10 経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 環境
～京都議定書目標達成計画～
経済室 市場メカニズム係長
菅 範昭 氏
廃棄物情報の提供に関するガイドライン
9 環境省 廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法
～Waste Data Sheet(廃棄物データシート)～
投棄対策室 特別廃棄物調査係長
高橋 利夫氏

環境ISOは、何の役に立つのか
～ISO14001認証取得企業の建てまえと本音～

8
沖エンジニアリング㈱ 取締役
林 誠一郎氏

2006

ＣＳＲと情報セキュリティ
6 ＮＴＴデータ㈱ソリューション事業本部エグゼティブマ
ネージャ、東京大学国際・産学共同研究センター客 ～ＳＯＸ法がトリガーを引くガバナンス時代～
員教授
佐々木 聰氏
4
㈱ＮＩＰＰＯコーポレーション 執行役員 開発部長

ソニーのコンプライアンスポリシー
～リサイクル・法規制ＷＥＥＥ＆ＲoHS対応・環境配慮事例
～

播磨屋 博氏
3
ソニー㈱ 社会環境室 担当部長
1

中村 雅則氏
日本アイ・ビー・エム㈱

環境と安全に対するＮＩＰＰＯの取組み
～マンション企画におけるＣＳＲと構造計算書の偽装問題
も含む～

環境・ＡＰ環境管理次長

井上 隆氏
1 (社)日本経済団体連合会 環境･技術本部 環境･
エネルギーグループ長

ＩＢＭの環境経営
～世界共通のＩＢＭ環境ポリシー～
地球環境問題に対する産業界の取り組み
～環境立国を目指して～
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