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早いもので、今年も４分の１が終わり、新年度

が始まります。 
１年前の今頃は、ベルギーでの連続テロ事件、

イラク・シリアでの自爆テロなど、世界を震撼さ

せる事件が相次いでいました。 
その後も、英国のEU離脱、トランプ大統領誕

生など歴史に残りそうな出来事があり、アジアで

は、北朝鮮による核実験・ミサイル発射、マレー

シアでの金正男氏暗殺事件など、緊張状態が続い

ています。 
翻って、我が国では、「失われた20年」が「失

われた30年」と呼ばれる日があっという間に来そ

うな中で、豊洲市場、森友学園問題などが国会や

マスコミで連日大きく取り上げられています。 
大事な問題で、地下水・土壌汚染、廃棄物処理

など環境問題と深く関わっていることもあり、し

っかりと議論され、早く的確な解決策が提示され

るべきだと思っていますが、日本の将来を考えた

ときに、ほかに今行っておくべきことが後回しに

なっていないか、しっかり手が打たれているのか

気になるところではあります。 
さて、協会では、新年度から新たに４名の新人

が加わることになりました。新人とはいえ平均年

齢は69.6歳で、多様で豊富な経験の持ち主ばかり

です。人口減少が続き2100年には半減すると言

われているところでもあり、高齢者（日本老年学

会の提言によれば準高齢者）の諸兄の活躍が期待

されるところです。 
増員に伴うレイアウトの変更も行いました。狭

いところにすし詰め状

態で、これ以上職員を

増やすのは無理かと思

っていたのですが、古

い書類やそれらを収納

していたロッカーなど

を処分したところ、なんとか全員が座れる（！）

スペースを捻出できました。 
今後の業務は、昨年度までとは異なるところも

あるので、ここで簡単にご紹介します。 
まず、環境研究総合推進費の関係では、これま

でのプログラムディレクター・プログラムオフィ

サー関連業務に加え、推進費研究成果のオープン

データ化や追跡評価などに関する業務を実施す

ることになりました。これらにより、推進費研究

成果の活用や推進費制度の充実に向けた検討が

進むことが期待されます。 
CO2排出削減対策の技術開発・実証事業関連で

は、事業の進捗管理や助言業務を充実させ、事業

者による着実な技術開発・実証が行われることが

期待されており、新年度からは交通、建築物、再

生可能エネルギー、循環資源の４分野それぞれに

担当プログラムオフィサーが置かれることにな

りました。 
このほか、昨年度受託したマイクロプラスチッ

クのモニタリング手法に関する業務やCO2テク

ノロジーアセスメントに関する業務等にも参画

していきたいと考えています。 
学術誌については、英文の「Radioactive 

Environmental Pollution from the Fukushima 
Daiichi Nuclear Accident and Measures 
towards Recovery: Advances in Environmental 
Research」を3月31日に電子書籍として発行しま

した。これまで、冊子体発行１年後にPDF版を公

開していましたが、今回から冊子体に替え電子書

籍版をホームページ上で即時公開することにし

ました。ご一読いただければ幸いです。和文誌に

ついては、「ヒ素の環境汚染と生物影響」を４月

末に冊子体で発行予定です。 
引き続き、みなさまのご指導・ご支援のほど、

よろしくお願いいたします。 
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私こと昨年12月をもって環境省環境研究総合推

進費プログラムオフィサー（PO）の職を辞し、併

せて国際環境研究協会を退職致しました。PO とし

ての 3 年と 9 ヵ月の在職中、多くの皆さまのお力

添えを頂きながら、PO 業務に努めてまいりました。 
推進費の評価委員の先生方、環境省の皆さまを始

めとする関係各位に大変お世話になりました。心

より感謝する次第です。 
 以下、退職を決めて以来の日々を、日記から抜

粋して書いてみました。 
 
【2016 年】 
＜12 月 xx 日＞ 
 かねてから申し出るも慰留されてきたところ、

あらためて12月いっぱいで退職したい旨を申し出

て、本日、了承された。4 月以降は出勤日数を減ら

すなど大いに配慮を頂いたが、これ以上の迷惑を

かけ続けることは本意ではないので、大変ありが

たい。本日が最後の出勤日なので、オフィスの机

周りを片づけ、資料の引継ぎや廃棄、協会の皆さ

んにご挨拶。 
＜12 月 xx 日＞ 
 送別会を兼ねて下さるということなので、協会

（国際環境研究協会）の忘年会に出席するため、

夕刻に東京に出た。忘年会（送別会）は、常と変

わらず楽しい飲み会となり、よい時を過ごした。

この先、このような送別会の主賓となることも、

退職の挨拶をすることもないだろうと思うと感慨

深い。 
＜12 月 xx 日＞ 
 創設時からのメンバーであった地元の写真クラ

ブに、10 年近くの休会期間を経て復帰した。USB
メモリに10枚ほどの写真データを入れて持って行

くと、プロの写真家の講評をもらえるので、大い

に勉強になる。 
 

＜12 月 xx 日＞ 
 カルチャーセンターの俳句教室に体験参加した。

用意していったうちの一句、「短日のラヂオからオ

ーシャンゼリゼ」が図らずも先生の特選に。本年

の最終回ということで、俳人協会のカレンダーを

ご褒美にもらった。 
＜12 月 xx 日＞ 
 本棚の整理。自著論文の別刷りは各一部だけを

残して、その他はすっかり処分した。前職（国立

環境研究所地球環境研究センター長）時代のその

他の紙資料はほとんど、定年退職時に処分してい

たので、研究関係の書類は手元になくなったのも

同然。 
＜12 月 xx 日＞ 
 年初から週 1 回で通い始めたトレーニングジム

も、今年は今日が最後。体力維持を考えて、来年

は頻度をあげて続けようと思う。健康余命は長く

ないことを真剣にとらえて、やりたいことは早く

やり始めることが肝要。 
 
【2017 年】 
＜1 月 xx 日＞ 
 離れて住んでいる子たちも正月休みに帰ってき

たので、恒例の初詣に。家内安全を祈願してお祓

いを受けた。宗教心からではないが、気分は晴れ

やか。 
＜1 月 xx 日＞ 
 今日も穏やかな日和。今年初めてのトレーニン

グジムへ出かけたほかは、読書。 
＜1 月 xx 日＞ 
 写真クラブの撮影会に参加して、取手市の利根

川河川敷での「どんど焼き」に出かけた（写真）。

市民が持ち寄った正月飾りや達磨、書道作品など

も一緒に焼かれた。寒風吹きすさぶ中、身体の芯

まで冷えるとはこのことと体得。それでも、点火

直後から、一瞬にして放射熱が顔面を襲い、セッ
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トしていた三脚とカメラを担いで一旦、後ろに引

き下がったほどの熱量だった。 
＜1 月 xx 日＞ 
 米国では、トランプ大統領の就任式。何かと不

安が募る。温暖化政策、パリ協定、NASA の地球

観測衛星はどうなるのだろうか。トランプなりの

戦略があって然るべきだが、実際のところ見えて

こない。 
＜1 月 xx 日＞ 
 俳句教室での即吟が難しい。15 分間のうちに 4
句詠む。とにかく、頭をフル回転させる必要があ

る。席題のひとつ「浦」で詠んだ中で評判のよか

った一句、「浦々に春や郵便配達夫」。 
＜2 月 xx 日＞ 
 防衛省の研究費制度の予算が大幅増額されたこ

とに関連して、日本の大学や学会などに、米軍か

ら少なくとも 9 年間で 8 億円を超す研究資金が提

供されていたとのニュース。きな臭いことだ。 
＜2 月 xx 日＞ 
 来週に宿泊予約を入れていたが、河津桜の開花

が予想より早いというニュースを聞き、急遽予定

を一週間早めて河津方面に一泊二日の旅行に。夜

桜見物にはまだまだ肌寒い気候だったが、二日目

は天気に恵まれ、川べりのそぞろ歩きで河津桜と

菜の花を楽しむことが出来た。 
＜2 月 xx 日＞ 
 文学座公演「食いしん坊万歳！ －正岡子規青春

狂詩曲－」を観に新宿へ。母親の八重、妹の律、

門弟の虚子・碧梧桐や、中村不折といった人たち

に囲まれる中での、子規の文芸革新への情熱と行

動力。 
＜3 月 xx 日＞ 
 写真クラブの撮影会で、千葉県立「房総のむら」

へ。ここは、房総の伝統的な生活様式や技術の直

接体験、考古遺物や武家・商家・農家などの展示

がある体験型博物館。 
＜3 月 xx 日＞ 
 トランプ政権が示した 2018 会計年度予算案（概

要）によると、環境保護局（EPA）は前年比 31%
減。温暖化対策関連を中心に大幅に削減し、研究

部門の予算はほぼ半減、大学などの研究者支援の

目玉だったプロジェクトを廃止。航空宇宙局

（NASA）では、環境観測用などの人工衛星 4 機

の運用停止。これが現実のものとなると、世界の

温暖化対策や地球環境研究にとって極めて大きな

影響が出ることは必至。 
＜3 月 xx 日＞ 
 日本学術会議が、大学などの研究機関の軍事研

究に否定的な新声明を正式決定。ただし、紛糾を

懸念して総会での審議は避けたとのこと。はたし

てこの声明が有効に機能するかどうか。 
＜3 月 xx 日＞ 
 トランプ大統領が、地球温暖化対策を全面的に

見直すための大統領令に署名。選挙戦中からの主

張だったとは言え、米国内のエネルギー生産を妨

げるすべての環境規制や政策を見直すとのこと。

結果的に、国際社会の中で中国の存在

感が一段と増してくることになるの

か。 
＜3 月 xx 日＞ 
 内閣府総合科学技術会議（CSTP）
事務局に出向していた当時（2003 年

前後）の面々による、毎年恒例の OB
会。20 名弱の参加。CSTP 創設期の短

い期間をともに過ごしただけである

が、15 年経った今でもこうして集まれ

るのが嬉しい。 
（以上） 
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Global Environmental Research Vol.20 No.1&2 / 2016, “Radioactive 

Environmental Pollution  from the Fukushima  Daiichi Nuclear 
Accident and Measures towards Recovery  — Advances in 
Environmental Research —”を 3 月 31 日に刊行しました。 
今号は、責任編集委員として、国立環境研究所から、大原利眞総括、大

迫政浩氏、林 誠二氏。日本原子力研究所から、宮原 要センター長、斉藤

公明氏、武石 稔氏のご協力をもって発行することができました。 
電子ブックとしてリニューアルした GER を今後とも是非ご活用いただ

ければ幸いです。 
電子ブックは、以下の URL よりご覧ください。 

http://www.airies.or.jp/journal_GER_ENG.html 
 

 
なお 2017 年は、以下の 3 号の発行を予定しています。 

4 月：和文誌 V22N1 ヒ素の環境汚染と生物影響〈冊子〉 
10 月：英文誌 V21N1&2 パリ協定を受けた我が国の取組み(仮)〈電子ブック〉 
12 月：和文誌 V22N2 低炭素社会を導く都市のカタチ〈冊子〉 

 

 
 
 

平成 29 年 3 月 31 日、東京大手町において平成

28 年度第 2 回通常理事会が開催され、平成 29 年

度の事業計画と予算が承認されました。 
 
平成 29 年度事業計画 

一般社団法人化にともない、引き続き、産官学

の研究者・技術者、行政官及び市民の相互の情報

交換や国際的な交流の促進、また、環境研究・環

境技術開発の推進に貢献することを目指し、協会

会員と連携して次の事業を展開する。 
 
１．運営管理 
（1）総会及び理事会 

通常理事会を年 2 回（5 月・3 月予定）、定時社

員総会を原則として年１回（6 月予定）開催する。 

（2）企画総務部会 
協会の適切な運営を図るため、必要な都度、企

画総務部会を開催する。 
 
２．自主事業 
（1）会誌の発行 
会誌編集委員会を適宜開催し、和文会誌「地球

環境」及び英文会誌「Global Environmental 
Research」を発行する。 
（2）情報交流推進に関する事業 
①国際環境研究協会ニュースの発行 

  会員向けに、「国際環境研究協会ニュース」を

毎月発行する。 
 ②会員に対する情報の提供 
  協会が入手した環境関連の資料等を随時会員
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へ提供する。  
③エコアクション 21 

  エコアクション21の認証を維持していくため

に、協会の環境管理をさらに徹底していく。 
（3）地球環境保全に関する調査研究事業 
 地球温暖化・地球環境問題、循環型社会形成な

ど幅広い環境問題に関して、環境省をはじめとし

た各関係機関の施策の動向に関する情報を収集す

る。 
（4）広報事業 

引き続き、協会ホームページの更新・改善を行

う。 

３．受託事業 
環境研究総合推進費研究管理・支援業務につい

ては、29 年度分を含めて 28 年度に受注している

ところであり、着実に実施する。 
このほか、環境省等が公募する調達案件に応募

し、積極的な受注に努めるものとする。重点を置

く分野としては、競争的研究資金等の管理・運営・

評価に係る分野、海洋マイクロプラスチック関連

分野を含む環境研究・技術開発の推進に資する業

務が考えられる。 
 

  平成 29 年度予算（単位：円） 

予算額 前年度予算額 増　減

20,000 20,000 0

2,030,000 2,030,000 0

280,784,486 188,480,000 92,304,486

1,010,000 1,510,000 -500,000

283,844,486 192,040,000 91,804,486

7,000,000 7,000,000 0

190,000,000 103,600,000 86,400,000

86,844,486 81,440,000 5,404,486

283,844,486 192,040,000 91,804,486

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

45,866,520 45,866,520 0

45,866,520 45,866,520 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

45,866,520 45,866,520 0

　　　　　事業収入

　　　　　雑収入

　　　　　　経常収益計

　　　　受託事業費

科　　　　　　　　　目

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　　１．経常増減の部

　　　　　入会金収入

　　　　　会費収入

　　　　管理費

　　　　　　経常費用計

　　　　　　　当期経常増減額

　　２．経常外増減の部

　（１）経常外収益

Ⅲ　正味財産期末残高

　（１）経常収益

　（２）経常費用

　　　自主事業費

　　　　　　　一般正味財産期首残高

　　　　　　　一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　　　　　当期指定正味財産増減額

　　　　　　　指定正味財産期首残高

　　　　　　　指定正味財産期末残高

　　　　　　経常外収益計

　（２）経常外用費用

　　　　　　経常外費用計

　　　　　　　当期経常外増減額

　　　　　　　当期一般正味財産増減額

 

                                       以上 
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環境研究総合推進費 平成29年度新規研究課題

については、平成 28 年 10 月 3 日（月）から 11
月 7 日（月）まで公募が行われ、申請のあった 251
課題を対象に、プレ審査（資格・要件チェック）、

第一次審査（書面評価）及び第二次審査（ヒアリ

ング評価）を経て、以下の 55 課題が採択されまし

た。 

当協会ニュースでは、7 月号から部会担当プログ

ラムオフィサーによる課題紹介を掲載する予定で

す。 
なお、環境研究総合推進費の詳細は、環境省の

「 環 境 研 究 ・ 技 術 情 報 総 合 サ イ ト 」

（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/)及び独立

行政法人環境再生保全機構の「環境研究総合推進

費」のサイト（https://www.erca.go.jp/suishinhi/）
をご覧ください。

1FS-1701
災害・事故に起因する化学物質リスクの評価・管理手法の体
系的構築に関する研究の検討

鈴木　規之 （国研）国立環境研究所 H29 H29

1-1701
バライト共沈を用いた放射性核種の除去および固定化に関する
研究

高橋　嘉夫 東京大学 H29 H30

1-1702
放射性CsやSrで汚染された廃棄物の中間貯蔵と最終処分の
ための安定化技術に関する研究

米田　稔 京都大学 H29 H31

1-1703
企業活動による生物多様性の影響評価のための指標と経済
評価手法、及びモデルの開発に関する研究

吉田　謙太郎
（公財）地球環境戦略研
究機関

H29 H31

1RF-1701 ポスト2015年開発アジェンダの地域実装に関する研究 川久保　俊 法政大学 H29 H31

1RF-1702
高温プラズマ中でのレーザー分光を利用した全試料対応型の
万能分析法の開発

桑原　彬
（国研）日本原子力研究
開発機構

H29 H30

2-1701
温室効果ガスの吸排出量監視に向けた統合型観測解析シス
テムの確立

三枝　信子 （国研）国立環境研究所 H29 H31

2-1702
パリ協定気候目標と持続可能開発目標の同時実現に向けた
気候政策の統合分析

高橋　潔 （国研）国立環境研究所 H29 H31

2-1703
地球温暖化に関わる北極ブラックカーボンとダスト粒子の動態
と放射効果

小池　真 東京大学 H29 H31

2-1704
日本における長期地球温暖化対策経路の複数モデルを用いた
評価と不確実性の分析

杉山　昌広 東京大学 H29 H31

2-1705
アジアの森林土壌有機炭素放出の温暖化影響とフィードバック
効果に関する包括的研究

梁　乃申 （国研）国立環境研究所 H29 H31

2-1706
再生可能都市への転換戦略－気候変動と巨大自然災害にし
なやかに対応するために－

加藤　博和 名古屋大学 H29 H31

2-1707
カーボンプライシングの事後評価と長期的目標実現のための制
度オプションの検討

有村　俊秀 早稲田大学 H29 H31

2-1708
適応策立案支援のための地域環境を考慮した多元的脆弱性
評価手法の開発

大場　真 （国研）国立環境研究所 H29 H31

■統合部会

■低炭素部会
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2-1709
ＨＦＣと温室効果ガス削減対策のオゾン層回復に対する有効性
評価に関する研究

秋吉　英治 （国研）国立環境研究所 H29 H31

2-1710
メタンの合理的排出削減に資する東アジアの起源別収支監視
と評価システムの構築

伊藤　昭彦 （国研）国立環境研究所 H29 H31

2-1711
資源・エネルギーの統合利用による「低炭素型地域再構築」の
計画分析モデル開発と実証

芦名　秀一 （国研）国立環境研究所 H29 H31

2RF-1701
全球非静力学モデルを用いたアジア域におけるスーパー台風
の温暖化応答に関する研究

小玉　知央
（国研）海洋研究開発機
構

H29 H31

2-1712
グリーンインフラを用いた気候変動に伴う沿岸災害の減災評価
手法の開発

森　信人 京都大学 H29 H31

3-1701
廃水銀処理物の長期適正管理のための地上保管対策に関す
る研究

高岡　昌輝 京都大学 H29 H31

3-1702 廃石膏ボードリサイクルの品質管理の在り方と社会実装 遠藤　和人 （国研）国立環境研究所 H29 H30

3-1703
セメントフリーコンクリートを実現するフライアッシュの高度資源
化技術の開発

高巣　幸二 北九州市立大学 H29 H31

3-1704
行政報告データ等の活用による自治体レベルの物質循環分析
手法の開発と応用

近藤　康之 早稲田大学 H29 H31

3-1705
廃プラスチックの高付加価値化リサイクル技術創製および実用
化研究

八尾　滋 福岡大学 H29 H31

3-1706 ナノセルロース系廃材を利用したリサイクル樹脂の改質 遠藤　貴士
（国研）産業技術総合研
究所

H29 H31

3-1707
安全で長寿命化に資する安定型処分場の試験・設計方法に関
する研究

勝見　武 京都大学 H29 H31

3RF-1701
塩ビ被覆銅線から銅および塩ビを高度に回収する新規塩ビ剥
離技術の開発

熊谷　将吾 東北大学 H29 H31

3-1708
ＰＶ・液晶等積層型難処理パネルの合理的リサイクル技術の開
発

大和田　秀二 早稲田大学 H29 H31

3-1709
廃棄物の高度な地域熱利用のための技術・社会システムに関
する研究

藤井　実 （国研）国立環境研究所 H29 H31

3-1710
有機溶媒を用いない環境調和型のレアメタル高効率リサイクル
システムの開発

後藤　雅宏 九州大学 H29 H31

3-1711 二段低温ガス化法によるCFRPからの炭素繊維の回収 加茂　徹
（国研）産業技術総合研
究所

H29 H30

3J173001
震災からの迅速復旧のためのレジリエントな最終処分場の実
用化

島岡　隆行 九州大学 H29 H31

3J173002 容器リサイクル樹脂を利用したWPC用表面処理木粉の開発 大峠 慎二 トクラス株式会社 H29 H31

4-1701 農薬によるトンボ類生態影響実態の科学的解明および対策 五箇　公一 （国研）国立環境研究所 H29 H31

4-1702 希少植物の自生地復元に向けた問題解決と基盤整備 瀬戸口　浩彰 京都大学 H29 H31

4-1703 遺伝子制圧技術による外来魚の根絶のための実証魚の開発 岡本　裕之
（国研）水産研究・教育機
構

H29 H31

■低炭素部会

■資源循環部会

■自然共生部会
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4-1704
異質環境下におけるシカ・イノシシの個体数推定モデルと持続
可能な管理システムの開発

横山　真弓 兵庫県立大学 H29 H31

4-1705
湿地の多面的価値評価軸の開発と広域評価に向けた情報基
盤形成

西廣　淳 東邦大学 H29 H31

4-1706
地上・リモートセンシングによる尾瀬ヶ原湿原におけるシカ個体
数推定手法の開発

沖　一雄 東京大学 H29 H31

4-1707
奄美・琉球における遺産価値の高い森林棲絶滅危惧種に対応
する保全技術開発

城ヶ原　貴通 宮崎大学 H29 H31

4RF-1701
海洋酸性化が生態系サービスに及ぼす影響-未来の海：CO2
シープを利用した解析-

和田　茂樹 筑波大学 H29 H31

5-1701
土壌・地下水中のクロロエチレン等の分解・吸脱着等挙動解析
と汚染状況評価技術の開発

小林　剛 横浜国立大学 H29 H31

5-1702
海洋における無機水銀のメチル化反応と水銀化合物の生物蓄
積動態の把握及びモデル化

丸本　幸治
国立水俣病総合研究セン
ター

H29 H30

5-1703 農薬の後作物残留を未然に防止する登録制度の提案 清家　伸康
（国研）農業・食品産業技
術総合研究機構

H29 H31

5-1704
水銀を利用する環境とその周辺における水銀ばく露測定シス
テムの開発

野田　和俊
（国研）産業技術総合研
究所

H29 H31

5-1705
非意図的に副生成する臭素系ダイオキシン類の包括的なリス
ク管理とTEF提示

鈴木　剛 （国研）国立環境研究所 H29 H31

5-1706
水環境保全に向けた要調査項目の一斉評価手法の開発と要
調査項目候補選定への展開

栗栖　太 東京大学 H29 H31

5-1707
過酸化水素の時空間分布予測のための多媒体モデル構築に
関する研究

今泉　圭隆 （国研）国立環境研究所 H29 H31

5-1708
大型ばい煙発生施設の排煙処理装置におけるPM2.5の除去
特性に関する研究

木本　政義 （一財）電力中央研究所 H29 H31

5-1709
高感度分析技術に基づく空港周辺における超微小粒子状物質
の動態解明

竹川　暢之 首都大学東京 H29 H31

5-1710
風力発電施設等の騒音に含まれる純音性成分による不快感
の評価手法の研究

坂本 慎一 東京大学 H29 H31

5-1751
微小(PM2.5)及び粗大粒子状物質が脳卒中発症や死亡に及ぼ
す短期曝露影響に関する研究

高見　昭憲 （国研）国立環境研究所 H29 H31

5-1752
小児特有の化学物質複合曝露メカニズム解明とリスク管理モ
デルの提案

仲井　邦彦 東北大学 H29 H31

5-1753
環境化学物質の複合曝露による喘息・アレルギー、免疫系へ
及ぼす影響の解明

荒木　敦子 北海道大学 H29 H31

5RF-1701
水質保全を目指す革新的濃縮・スマートデバイス融合型コント
ロールシステムの開発

加藤　健 茨城県工業技術センター H29 H31

■自然共生部会

■安全確保部会
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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR 
ENVIRONMENTAL STUDIES 

 
  

 

 

 

 

1(水)：CO2 対策事業 事前評価（バイオ分野）に出席及び開

催支援（全日通霞が関ビル） 

2(木)：環境推進費 担当課題打合せ(東京)、(環境省) 

    環境推進費 シナリオ検討会に出席（環境省） 

CO2 対策事業 検討会に出席（東京） 

マイクロプラ事業 打合せ（環境省） 

3(金)：CO2 対策事業 打合せ（環境省） 

    CO2 対策事業 検討会に出席（東京） 

6(月)：CO2 対策事業 事前評価（建築物等分野）に出席及び

開催支援（全日通霞が関ビル) 

6(月),7(火)：化学工学会第 82 回年会に参加（芝浦工業大学） 

7（火)：CO2 対策事業 検討会に出席（神奈川） 

8(水)：CO2 対策事業 検討会に出席（茨城） 

9(木)：CO2 対策事業 検討会に出席（東京） 

10(金)：環境推進費 H28 年度終了成果報告会を開催 

（砂防会館） 

   CO2 対策事業 検討会に出席（大阪） 

13(月)：環境推進費 アドバイザリーボード（アド）会合に出席

（東京） 

環境推進費 検討会に出席（東京） 

CO2 対策事業 検討会に出席（茨城） 

14(火)： CO2 対策事業 検討会に出席（東京） 

15(水)：CO2 対策事業 検討会に出席（京都）  

 

16(木)：環境推進費 アド会合に出席（東京） 

CO2 対策事業 検討会に出席（東京） 

17(金)：CO2 対策事業 検討会に出席（大阪） 

22(水)：CO2 対策事業 第4 回評価委員会に出席及び開催支

援（全日通霞が関ビル） 

23(木)：企画総務部会を開催（協会） 

    CO2 対策事業 検討会に出席（京都） 

26(日)：日本水産学会 H29 年度は春季大会 シンポジウムに

参加(東京海洋大学) 

26(日)-28(火)：第 87 回 日本衛生学会学術総会に参加 

(フェニックス・シーガイア・リゾート) 

27(月)-29(水)：第 128 回 日本森林学会大会に参加（鹿児島

大学） 

    第 61 回 日本応用動物昆虫学会大会に参加 

 

（東京農工大学） 

31(金)：第 2 回理事会を開催（AP 東京丸の内）  

＊環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業 

            ：環境研究総合推進費研究管理・支援業務 

CO2 対策事業：CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・

実証事業 

 マイクロプラ事業：マイクロプラスチックのモニタリング手法

の標準化及び調和に向けた検討業務  

 

 

〒110-0005 東京都台東区上野 1-4-4 

 TEL：03-5812-2105 

 FAX：03-5812-2106 

 E-mail：airies@airies.or.jp 

 Homepage：http://www.airies.or.jp 

 

(日本学術会議協力学術研究団体) 
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