２０１７年４月～ 開催講演会／セミナー実績

開催
年月

開催テーマ

講師等

2017 年
5月

【総会講演】
「IoT の産業への活用」

東洋大学教授 情報連携学部
学部長 工学博士 坂村 健様

2017 年
7月

【環境セミナー】
「エシカルな選択が未来を変える」
～事業者と消費者の役割～

フリーアナウンサー (一社)エシカル協会
代表理事 末吉里花氏

2017 年
9月

【環境セミナー】
「少子高齢化・過疎化と廃棄物処理」
～循環型社会に向けた廃棄物制度の在り方～

弁護士 佐藤 泉 様

2017 年
12 月

【環境セミナー】エコプロ同時開催
（株）NTT ファシリティーズ総研
（次世代情報化と環境問題研究会活動報告）
情報システム技術本部
「都市空間の熱環境モデル化と自然への回帰」 担当部長 森谷 靖彦様
～IoT と AI を使った都市の熱環境ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝと
都市の緑化への効果と提案～

2018 年
1月

【環境セミナー】
「緑化による企業価値・生産性向上」
～ビジネスシーンでの緑の利用価値を探る～

【環境セミナー】(SDGs/ESG 研究会主催)
2018 年
3月

「SDGs の達成に向けた企業行動とは」
～SDGs 取組み先進企業に学ぶ～
•

(公財)都市緑化機構
企画調査部
田代隆一 様
(株)三越伊勢丹ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
業務本部管財部 望月友子様
(株)生活の木
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 中村佳央 様
① SDGs／ESG 研究会報告
主査 吉岡 功二
② 企業取組み事例発表
・イオン(株) グループ環境・社会貢献部長
金丸 治子 様
・(株)伊藤園 常務執行役員 CSR 推進部
長 笹谷 秀光 様
③ 意見交換会

2018 年
5月

【総会講演会】
「パリ協定、SDGs の真意が理解できない日本
という国」～新しい日本企業の滅亡シナリオか
～

一般財団法人持続性推進機構
理事長 安井 至 様

2018 年
7月

【環境セミナー】
「環境政策による経済・社会的課題の同時解
決」～国の第五次環境基本計画を読む～

環境省 大臣官房 環境計画課
課長補佐 村松 哲行 様
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開催
年月

開催テーマ

2018 年
9月

【環境セミナー】
「災害廃棄物処理および放射能汚染廃棄物の
現状と課題」～災害非常時の廃棄物処理問題
を考える～

2019 年
1月

2019 年
3月

2019 年
6月

2019 年
8月

2019 年
10 月

2020 年
1月

2020 年
３月

講師等

【環境セミナー】
「エネルギー産業の 2050 年」～Utility3.0 への
ゲームチェンジ～

国立環境研究所
資源循環・廃棄物研究センター
センター長 大迫 政浩 様
ＮＰＯ法人国際環境経済研究所
理事・主席研究員 竹内 純子 様

【環境セミナー】
「資源循環政策の動向と海洋プラスチックごみ
対策」

環境省 環境再生・資源循環局総務課
リサイクル推進室長
冨安 健一郎 様
環境省 環境省 水・大気環境局水環境課
海洋環境室 室長補佐
矢野 克典 様

【総会講演会】
「今、何を考えなくてはならないのか？」
―バックキャスト思考が教えてくれる脱炭素社
会のかたち―

石田 秀輝（いしだ ひでき）様
合同会社 地球村研究室 代表社員, 東北大
学 名誉教授

【環境セミナー】
「日本版シュタットベルケの可能性」～地方創
生をドイツの地域インフラサービスに探る～

村岡 元司様
株式会社 NTT データ経営研究所 社会基盤
事業本部 本部長 パートナー
（一社）日本シュタットベルケネットワーク 理
事

【環境セミナー】

祖父江 真一 様

「JAXA の地球環境観測の貢献と今後」～宇宙 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
第一宇宙技術部門 ALOS-2 プロジェクトマネ
から地球環境を見守る～
ジャ
【環境セミナー】
「気候変動と ISO」～適応策を加速する～

【CE 研究講座公開環境セミナー】
「サーキュラー・エコノミーを取組み先進企業に
学ぶ」
新型コロナウイルス感染拡大を鑑み参集する
講演会を中止し資料配布といたしました。

吉田 敬史 氏
合同会社ｸﾞﾘｰﾝﾌｭｰﾁｬｰｽﾞ社長、ISO/TC207
／SC7（気候変動）対応国内委員会委員、
ISO／TC207／SC1（EMS）対応国内委員会委
員
・本田 大作様
ヴェオリア・ジャパン株式会社 副社長
「Veolia グループのサーキュラーエコノミービ
ジネスの取り組み」
・田島 章男様
パナソニック ET ソリューションズ株式会社 企
画部総括部長
「CE 循環経済時代のビジネスモデル創造」
―パナソニックの取組み―
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開催
年月

開催テーマ

講師等
東京大学 未来ビジョン研究センター教授
高村ゆかり（たかむら ゆかり）様
日本学術会議会員、中央環境審議会委員、再生可能エネル
ギー固定価格買取制度調達価格等算定委員会委員・委員
長代理、科学技術・学術審議会環境エネルギー科学技術委
員会主査、国土交通省社会資本整備審議会環境部会委員、
東京都環境審議会会長、アジア開発銀行の気候変動と持続
可能な発展に関する諮問グループ委員、国立研究開発法人
科学技術振興機構環境・エネルギー分野（環境領域）研究主
幹・審査委員等

2020 年
7月

【環境セミナー】
「パリ協定後の世界の潮流と企業経営」

2020 年
9月

【環境セミナー】
「生物多様性の最新動向と企業の役割」；ポス
ト 2020、次の 10 年に向けて

2020 年
10 月

2020 年
12 月

2021 年
1月

【環境セミナー】
「プラスチック問題に寄与する技術革新を探る」
～生分解プラの技術進展と新たなケミカルリサ
イクル～

【環境セミナー】
「蓄熱発電の国際的開発状況と今後の展望」
～再生エネルギーの弱点を救う～

【“25 周年記念事業” ESG 企業情報開示研究
セミナー第 1 回】
「TCFD 提言対応：欧州の動向と日本での実
践」

環境省 自然環境局 自然環境計画課 生物
多様性主流化室長
山本 泰生（やまもと やすお）様）

株式会社カネカ Green Planet 推進部 Green
Planet Global Planning & Marketing グループ
企画チームリーダー 福田 竜司様、
株式会社アールプラスジャパン 代表取締役
社長 横井 恒彦様
株式会社 オー・エス コンサルティング アソ
シエイツ取締役 四方哲夫様
一般財団法人 エネルギー総合工学研究所
プロジェクト試験研究部主管研究員
岡崎 徹 様
株式会社グリーン・パシフィック
代表取締役社長 山田和人様、
取締役副社長 藤森眞理子様
ロイドレジスタージャパン株式会社

2021 年
2月

2021 年
3月

【“25 周年記念事業” ESG 企業情報開示研究
セミナー第２回】
「サステナビリティ開示基準の動向」

【“25 周年記念事業” ESG 企業情報開示研究
セミナー第３回】
「気候変動関連イニシアティブと GHG プロトコ
ルによる GHG 排出量算定」
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代表取締役 冨田 秀実 様
特定非営利活動法人サステナビリティ日本フォーラム理事・
副会長、一般社団法人日本エシカル推進協議会理事、GRI
ディレクタージャパン

みずほ情報総研株式会社 環境エネルギー
第2部
コンサルタント 森 史也様

開催
年月

2021 年
5月

2021 年
6月

2020 年
7月

2021 年
9月

2021 年
10 月

2021 年
12 月

2022 年
1月

2022 年
3月

開催テーマ

講師等

【“25 周年記念事業” ESG 企業情報開示研究
セミナー第４回】
「ESG 企業情報開示とサステナブルファイナン
ス」

【環境セミナー】
「ライフサイクルエンジニアリングの新たな意義
とは～SDGs 達成へ求められるもの～」

サステナビリティ日本フォーラム代表理事
後藤 敏彦様
日本サステナブル投資フォーラム理事・最高顧問、（一社）グ
ローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン理事、（一社）グ
リーンファイナンス推進機構理事、（一社）環境パートナーシ
ップ会議理事、地球システム・倫理学会常任理事、サステナ
ビリティ・コミュニケーションネットワーク代表幹事、（一社）レ
ジリエンスジャパン推進協議会理事等

東京大学 大学院工学系研究科 人工物工
学センター 教授 博士（工学）
梅田 靖様
東京大学 大学院工学系研究科 人工物工学センター 教
授 博士（工学）
経産省産業構造審議会電気・電子機器リサイクル WG 委
員、環境省特定調達品目検討会委員、グリーン購入ネットワ
ーク会長

（株）NTT データ 総務部サステナビリティ担
当 シニア・スペシャリスト
金田 晃一様

【環境セミナー】
「ESG 経営戦略 エッセンシャルズ」

国際協力 NGO センター理事、日本ｿｰｼｬﾙ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
学会理事、広告電通賞 SDGs 特別賞選考委員長。

【“25 周年記念事業（その 2）” ゼロカーボン達
成研究セミナー第 1 回】
「第 6 次エネルギー基本計画と 2050 年の脱炭
素社会に向けたシナリオ」

一般財団法人日本エネルギー経済研究所
計量分析ユニット 研究主幹 エネルギー・経
済分析グループマネジャー
松尾 雄司 様

【“25 周年記念事業（その 2）” ゼロカーボン達
成研究セミナー第２回】
「カーボンプライシング（CP）の国内外動向」

みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 環
境エネルギー第 1 部 地球環境チーム コン
サルタント
金池 綾夏様

【“25 周年記念事業（その 2）” ゼロカーボン達
成研究セミナー第３回】
「国連気候変動枠組条約第 26 回締約国会議
（COP26）の結果について」

環境省 地球環境局 国際地球温暖化対策担
当参事官室 参事官（国際地球温暖化対策
担当）
水谷 好洋様

【“25 周年記念事業（その 2）” ゼロカーボン達
成研究セミナー第４回】
「脱炭素宣言企業の取組み」～活動先進企業
に学ぶ～
「花王の脱炭素経営」
「日立グループの環境への取り組み」

花王株式会社 ESG 活動推進部
部長 柴田 学 様
株式会社日立製作所 サステナビリティ推進
本部環境部
祝園 康幸 様

【環境セミナー】
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関す
る法律」について

環境省 環境再生・資源循環局 総務課リサイ
クル推進室 室長
平尾 禎秀様
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