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2007年度環境アセスメント学会第6回大会案内 
 
2007年度環境アセスメント学会第6回大会を下記のとおり開催します。 

 

○ 開催概要 

開催場所:明治大学駿河台校舎アカデミーコモン 309A・309B（JR御茶ノ水駅徒歩3分） 

 

開催日程:２００７年 9月 7日（金）- 8日（土） 

 

2007年 9月 7日（金） 

・開会式 9:30- 9:45（受付9:00-） 

・研究発表会（1 日目） 10:00-11:50  13:00-16:15 

 

2007年 9月 8日（土） 

・研究発表会（2 日目） 9:30-11:20（受付9:00-） 

・奨励賞受賞記念発表 （309B教室） 11:30-12:10 

・シンポジウム 13:20-17:00 

テーマ:環境影響評価法運用の10年 

基調講演「環境影響評価法の過去・現在・未来」 

浅野 直人（環境アセスメント学会会長・福岡大学） 

・パネルディスカッション 

 

・懇親会 17:10-19:00（受付17:00-） 

 

○ 参加方法 

7ページの「2007年度環境アセスメント学会第6回大会参加申込書」に必要事項をご記入

のうえ、「2007年度環境アセスメント学会大会事務局」までご送付下さい。締め切りは

2007年8月31日（金）です。当日参加も可能です。大会参加費は当日大会受付にてお支払

い下さい。 

 

○ 参加費 

大会参加費:正会員・公益会員・賛助会員4千円 

学生会員・協力会員3千円 

会員外6千円 

2007年度研究発表会要旨集代:2千円（大会参加費には含まれていません） 

懇親会費:4千円 
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研究発表・奨励賞受賞記念発表 プログラム 
 

 

(1) 大会１日目 9月7日（金） 

 

午前の部 10:00-11:50 

第１会場 アカデミーコモン309A教室 

セッション１「制度、政策」 座長:田中充・沖山文敏 

1 10:00-10:25 

中央省庁「主務省令」・地方アセス条例「技術指針」における環境影響

評価法基本的事項改正の影響分析 

○山田洋平（東京都水道局） 

2 10:25-10:50 

我が国の環境アセスメントにおける代替案の比較検討手法 

○原科幸彦（東京工業大学）、宮下雄基（群馬県）、原誠宏（東京工業

大学） 

 10:50-11:00 休憩 

3 11:00-11:25 
環境アセスメントにおける方法書の実態分析 -滋賀県を事例として- 

○錦澤滋雄、田中絵美（滋賀県立大学） 

4 11:25-11:50 
環境影響評価における事後調査についての考察 

○升井幸男、泉伸司（いであ(株)） 

第２会場 アカデミーコモン309B教室 

セッション２「技術、評価手法（1）」 座長:吉田正人・浦郷昭子  

1 10:00-10:25 

環境アセスメントにおける最初の HEP 適用事例 

○田中章（武蔵工業大学）、大澤啓志（慶應義塾大学）、吉沢麻衣子（日

本ミクニヤ㈱） 

2 10:25-10:50 
オオタカの簡易な個体群動態解析 

○青島正和（大成建設㈱） 

 10:50-11:00 休憩 

3 11:00-11:25 

生態系アセスメントに関する定量的影響予測手法としてのPVA の適用可

能性－カンムリワシを例として 

○佐藤光昭、保正竜哉（日本エヌ・ユー・エス㈱）、高橋美昭（原子力発電

環境整備機構） 

4 11:25-11:50 
wiki を用いた生態系の定量的予測評価手法の普及について 

○槇田健三郎（富士通エフ・アイ・ピー㈱） 
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午後の部 13: 00-16:15 

第１会場  アカデミーコモン309A教室 

セッション３（海外事例・国内事例」 座長:林希一郎・朝賀広伸 

1 13:00-13:25 

イングランドのSEAを伴う地域計画策定過程における公衆参加―地域参

加に関する方針書（SCI）に着目して― 

○清水谷卓、原科幸彦（東京工業大学大学院） 

2 13:25-13:50 
米国の森林管理計画における環境保全への公衆関与 

○古郡ゆう子、原科幸彦（東京工業大学大学院） 

 13:50-14:00 休憩 

3 14:00-14:25 

米国のミチゲーションバンキングに関する実態調査-カリフォルニア州の

最新の事例を対象として- 

○伊東英幸、横内憲久、岡田智秀、福田敦（日本大学） 

4 14:25-14:50 

東南アジア地域における国境を越える経済インフラ開発に関する戦略的

環境アセスメントの動向 

○臼井寛二（（独）国際協力機構） 

 14:50-15:00 休憩 

5 15:00-15:25 

カンボジア・第二メコン架橋計画における環境社会配慮の制度とガバナ

ンス 

○二宮浩輔（九州共立大学） 

6 15:25-15:50 
複数案の比較検討に関する環境アセスメント図書への記載内容の比較 

○持木克之（埼玉県） 

7 15:50-16:15 

捨てない技法Ⅰ－検証と提案:深夜電力給湯器の貯湯の熱膨張分の環

境負荷の検証と、捨てない技法(代替案)を提案する。 

○風間駿 

午後の部 13: 00-15:15 

第２会場 アカデミーコモン309B教室 

セッション４「技術、評価手法（2）」 座長:細川恭史・中村義治 

1 13:00-13:25 
小集水域に形成された湿地における動植物に関する生息生育環境評価 

○木呂子豊彦（岐阜大学） 
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2 13:25-13:50 
ランドスケープ視点からの景観評価に関する研究 

○増田紀子、田中章（武蔵工業大学大学院） 

 13:50-14:00 休憩 

3 14:00-14:25 
自然環境情報の共有に関する WebGIS 活用の現状と課題 

○田中亨、田中章（武蔵工業大学大学院） 

4 14:25-14:50 

都市域における自然的干潟の窒素収支と環境価値―和歌山市和歌川

河口干潟について― 

○矢持進（大阪市立大学） 

5 14:50-15:15 
市川護岸整備事業における順応的管理の状況と課題について 

○倉阪秀史（千葉大学） 

(2)大会２日目 9月8日（土） 会場:アカデミーコモン309B教室 

午前の部 9:30-11:20 

セッション５「技術、測定」 座長:田中章・西村正直 

1  9:30-9:55 
都市型港湾の酸素環境に関する研究―堺泉北港北泊地― 

○恩地啓実（大阪市立大学大学院） 

2 9:55-10:20 

高レベル放射性廃棄物地層処分事業の文献調査段階における環境配

慮の一考察－GIS と HIS モデル等による検討 

○佐藤光昭、加藤浩、中村純也（日本エヌ・ユー・エス㈱）、高橋美昭（原

子力発電環境整備機構） 

 10:20-10:30 休憩 

3 10:30-10:55 

大気環境予測の不確実性の程度把握―特殊気象条件下の大気拡散予

測条件― 

○市川陽一、門倉真二（（財）電力中央研究所） 

4 10:55-11:20 
天候条件を考慮した可視・不可視境域分析に関する研究 

○宇田紀之（名古屋産業大学） 

 

奨励賞受賞記念発表 司会：原科幸彦  309B教室 

11:30-11:50 「フィリピン環境アセスメント制度における住民参加が紛争過程に与

える影響に関する事例研究」臼井寛二（（独）国際協力機構） 

11:50-12:10 「生態系評価手法の実務上の適用とその普及活動」伴武彦((株)ポリテ

ック・エイディディ) 
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シンポジウム「環境影響評価法運用の10年」 
 

○ 趣旨 

 環境影響評価法の制定から10年の節目を迎えるに当たり、その運用の現場からの報告を

通して、現下の問題点や今後の課題について検討する。 

 

○ 日時と会場 

2007年9月8日（土） 13:20-17:00 

明治大学 駿河台校舎 アカデミーコモン 309B教室 

 

○ プログラム 

・開会 13:20 

基調講演「環境影響評価法の過去・現在・未来」           13:20-13:50 

浅野直人（環境アセスメント学会会長・福岡大学） 

 

パネリスト                              

１．予測・評価手法の現場から                    14:00-14:20 

塩田正純（工学院大学） 

２．審査会の現場から                                             14:20-14:40 

猿田勝美（神奈川大学名誉教授） 

３．国の関与の現場から                                           14:40-15:00 

内藤克彦（環境省環境影響評価室） 

４．地方自治体の現場から                                         15:00-15:20 

内山 隆（横浜市交通環境対策課） 

５．実務家の現場から                                              15:20-15:40 

栗本洋二（（社）日本環境アセスメント協会） 

６．公衆関与とＮＰＯの現場から                                   15:40-16:00 

傘木宏夫（ＮＰＯ地域づくり工房） 

 

休 憩 

 

７．パネルディスカッション                     16:10-17:00 

コーディネーター:柳憲一郎（明治大学）・織朱実（関東学院大学） 

パネリスト:塩田正純・猿田勝美・内藤克彦・内山隆・栗本洋二・傘木宏夫 

(会場とのやりとりを含めてのディスカッション) 

・閉会                               17:00 

 

○ 参加方法 

事前申込みの必要はありません。どなたでもご参加できます。 

○ 参加費 

シンポジウム資料は2007年度研究発表会要旨集に含まれています。 
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懇 親 会 

 

2007年度環境アセスメント学会第6 回大会に参加していただいた方々の交流の場として、

下記の通り懇親会を開催します。皆様、奮ってご参加下さい。 

 

○ 日時と会場 

2007年9月8日（土） 17:10-19:00（受付17:00-） 

明治大学 駿河台校舎 アカデミーコモン １Ｆ カフェ・パンセ 

 

○ 参加方法 

7ページの「2007年度環境アセスメント学会大会参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、

「2007年度環境アセスメント学会大会事務局」までご送付下さい。 

締め切りは2007年8月31日（金）です。 

当日参加も可能です。懇親会費は、大会参加受付時に大会参加費と一緒にお支払い下さ

い。 

 

○ 懇親会費 

4千円（会員、会員外ともに） 

 

 

最寄りのホテル 

 

会場へ比較的行きやすい御茶ノ水周辺地域のホテルを一部掲載いたします。なお、当学

会では宿泊の斡旋は行っておりません。ご予約はご自身でお早めに確保をお願い致します。 

 

＜御茶ノ水駅周辺＞ 

○山の上ホテル 

 住所 東京都千代田区神田駿河台1-1    TEL 03-3293-2311 

○ホテルマイステイズ御茶ノ水 

住所 東京都千代田区神田淡路町2－10－6  TEL 03-5289-3939 

○東京お茶の水ホテル聚楽 

 住所 東京都千代田区神田淡路町2－9    TEL 03-3251-7222 

 

＜水道橋＞ 

○東京ドームホテル 

 住所 東京都文京区後楽1－3－61      TEL  03-5805-2111 

 

＜秋葉原＞ 

○秋葉原ワシントンホテル 

住所 東京都千代田区神田佐久間町1－8－3 TEL 03-3255-3311 
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2007年度環境アセスメント学会第6回大会参加申込書 
大会事務局記入欄 

 

 

 

申込日        年     月     日 

ふりがな 

 

氏  名 

 

 

 

会員種別 (○を) 正会員・公益会員・賛助会員・学生会員・協力会員・

会員外 

 

 

自宅 

連絡先 

 

 

〒   － 

 

 

 

 

TEL:   －  －       FAX:   －  － 

 

 

勤務先又は 

所属団体 

連絡先 

 

〒   － 

 

 

 

 

 

TEL:   －  －       FAX:   －  － 

 

 

 E-mail           ＠ 

 

正会員・公益会員・賛助会員  4,000円 

学生会員・協力会員  3,000円 

 

大会参加費 

会員外  6,000円 

2007年度研究発表会要旨集代 

（上記、大会参加費に要旨集代は含まれません。） 

  

2,000円 

懇親会費  4,000円 

 

 

 

費 用 
 

該当箇所に○を

付けてください。 

 
 

合  計 

（合計金額をお書き下さい） 

 

円 

注１:上記費用はすべて、大会当日の来場時に受付にてお支払い下さい。 

注２:申し込まれた後のキャンセルはご遠慮下さい。 

必要事項をご記入の上、下記宛にE-mail、FAX又は郵便でお送り下さい。 

申込締切は、２００７年８月３１日(金)です。当日参加も可能です。 

この申込書は、学会ホームページからもダウンロードできます。 

                                                                                         

2007年度環境アセスメント学会第6回大会事務局（担当:本間 勝） 

〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1 14号館 明治大学法科大学院 環境法センター内 

TEL/FAX:０３－３２９６－２７７７   E-mail:assess07@kisc.meiji.ac.jp 



 8 

交通のご案内 
 

○アカデミーコモンにお越し下さい。 

 
○ＪＲ利用の場合 

・ＪＲ中央線・総武線「御茶ノ水」駅下車、新宿寄りの改札を出て明大通りを左方向、坂を下り右

手に見えます。（徒歩 3分） 
 
○地下鉄利用の場合 

・東京メトロ半蔵門線・都営三田線「神保町」駅下車、Ａ５出口より靖国通りを左方向、駿河台下

交差点を左折し、明大通りを上ると左手に見えます。（徒歩 5分） 
・東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅下車、Ｂ１あるいはＢ３出口より日本大学を越えて明大通

りに出て下さい。（徒歩 5分） 
 

 

 


