
環境政策・計画学科

1．受賞

近藤隆二郎・玉井郁圭（2011）第38回環境システム研
究論文発表会，優秀ポスター賞，社団法人 土木
学会 環境システム委員会．

近藤隆二郎（2011）彦根市制75周年記念式典，感謝状，
彦根市（五環生活として）．

柴田裕希（2011）日本計画行政学会学会賞：論文
賞，日本計画行政学会，柴田裕希, 多島良, 原科
幸彦（2010）SEAが統合された成長管理政策策定
過程の参加手法　〜ピュージェット湾広域委員会
VISION2040を事例に〜, 計画行政, Vol. 33, No.2：
28-38.

Matsumoto, K. （2011） Who's Who in the World 
2012 -29th Editionへの掲載, Marquis Who’s Who.

2．著書

谷口真人・吉越昭久・金子慎治編著（2011）アジアの
都市と水環境．香川雄一，「バンコクの水環境　
地理的特徴と発展過程」および香川雄一・加藤政
洋，「マニラの水環境　地理的特徴と発展過程」，
古今書院，東京．

谷口真人・谷口智雅・豊田知世編著（2011）アジア巨
大都市．香川雄一，「高層ビル群」「都市中心オフィ
ス街」「ショッピングセンター」「工業地域」，新
泉社，東京．

滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科編（2011）大
学的滋賀ガイド，香川雄一，「琵琶湖漁村の変貌」，
昭和堂，京都．

近江環人地域再生学座・森川稔編著（2011）地域再
生　滋賀の挑戦－エコな暮らし・コミュニティ再
生・人材育成， 近藤隆二郎，第七章「自転車が生
きるまち」，新評論，東京．

輪の国びわ湖推進協議会編（2011）ぐるっとびわ湖自
転車の旅－びわ湖一周サイクリング公式ガイド，
近藤隆二郎，朝鮮人街道ルート他，京都新聞出版
センター，京都．

NPO法人エコ村ネットワーキング編（2011）小舟木
エコ村ものがたり　つながる暮らし，はぐくむ未
来．高橋卓也，野間直彦 コラム「里山とエコ村」，
サンライズ出版，彦根市．

横川洋・高橋佳孝編（2011），生態調和的農業形成と
環境直接支払　農業環境政策からの接近．富岡昌
雄，第11章「環境農業直接支払施策におけるコン
トロールの実際－ドイツ・バーデン-ヴュルテン

ベルク州のMEKAプログラムを例に－」，青土社，
東京．

NPO法人エコ村ネットワーキング編（2011），小舟
木エコ村ものがたり　つながる暮らし、はぐくむ
未来．富岡昌雄，１column「土とつながるコン
ポスト」，サンライズ出版，彦根．

3．論文（学会誌およびそれに準じる学術、技術雑誌
およびプロシーディングに掲載されているもの）

秋山道雄（2011）日本における水資源管理の特質と課
題，経済地理学年報57：2－20．

秋山道雄・吉越昭久（2011）琵琶湖集水域の新しい水
管理，地理56：65－72．

錦澤滋雄・西出尚史・秋山道雄（2011）地域用水の導
入に向けた諸条件－滋賀県日野川流域、近江八幡
市小田町を事例として，水資源・環境研究23：15
－22．

松　優男・上野裕士・足立考之・秋山道雄（2011）流
域の水資源量から見た環境用水量の評価，応用水
文23：41－50．

井手慎司（2011）上下水道事業体等における人材育成
の取り組み．環境システム計測制御（EICA），16

（1）：20-25．
平山奈央子，井手慎司（2011）湖沼流域ガバナンスに

おける住民参加手法－第2期琵琶湖総合保全整備
計画の策定プロセスを事例として－．滋賀大学環
境総合研究センター研究年報，8（1）：35-42．

Naoko Hirayama, Masahisa Nakamura, Shinji Ide
（2011）Proposal of a Tool for Evaluating People's 
Values of Lake Biwa．Lakes & Reservoirs: 
Research and Management，16（3）：205-209．

岩見麻子，大野智彦，木村道徳，井手慎司（2011）公
共事業計画策定過程の議事録分析のための変動係
数を用いた対象語選定手法の開発．環境情報科学
論文集25：55-60．

白木洋平・山下亜紀郎・谷口智雅・香川雄一・一ノ
瀬俊明・豊田知世・吉越昭久・谷口真人（2011）ア
ジアのメガシティにおける都市の発達が郊外との
温度差に与える影響，地球環境研究13：107-113．

淺野敏久，金枓哲，伊藤達也，平井幸弘，香川雄
一（2011）韓国の干潟開発論争地の（その後）にみる

「持続可能な開発」，地理科学66-4：183-202．
北朋子，金谷健（2011）食品リサイクル法「再生利用

事業計画認定制度」に基づく食品リサイクルルー
プの実施実態，土木学会論文集Ｇ（環境），67（6）（環
境システム研究論文集39巻），Ⅱ＿427-Ⅱ＿438．

森万由香，金谷健（2011）県単位でのレジ袋削減に
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関する自主協定の実施実態の把握及び拡大への方
策，土木学会論文集Ｇ（環境），67（6）（環境システ
ム研究論文集39巻），Ⅱ＿469-Ⅱ＿480．

樋口幸永, 近藤隆二郎（2011） 「全国友の会」の「時
間しらべ」にみられるライフスタイル指標の変容，
日本家政学会誌 62（2）, 81-91．

倉田佳久，近藤隆二郎（2011）感性に着目した広告
認知に関する研究－環境問題の伝達効果を高める
ために－，第13回日本感性工学会大会予稿集,東
京,CD-ROM．

倉嶋祐介・近藤隆二郎（2011）利用頻度に着目した路
線バスイメージの分析，第44回土木計画学研究発
表会・講演集，岐阜，CD-ROM．

佐々木和之・齋藤毅・近藤隆二郎（2011）自転車タク
シー（VELOTAXI）の安全性とドライバーの意識
に関する研究，第44回土木計画学研究発表会・講
演集，岐阜，CD-ROM．

堀井翔平, 柴田裕希（2011）戦略的環境アセスメント
における環境面と経済・社会面の比較評価手法, 
環境アセスメント学会2011年度研究発表大会集：
200-203.

高橋卓也（2011）日本国内における森林認証普及パ
ターンの分析，森林応用研究，20（1）：1-9．

市田亘，高橋卓也（2011）間伐材紙製品を扱う事業
及び需要の実態に関する研究，森林応用研究，20

（1）：11-17．
増田清敬・富岡昌雄（2011）茶栽培における温室効果

ガス排出のLCA評価，農業経営研究49（3）97-102．
林宰司（2011），「公害輸出をめぐる現状と課題」，『人

権と部落問題』，63巻8号，部落問題研究所,pp.33-
41．

Matsumoto, K. and Masui, T. （2011） Analyzing 
long-term impacts of carbon tax based on the 
imputed price applying the AIM/CGE model, 
Management of Environmental Quality 22（1）: 
33-47.

Matsumoto, K. （2011） Analyzing economic 
impacts of CO2 abatement and R&D promotion 
in Japan applying a dynamic CGE model with 
endogenous technological change, Journal of 
Global Environment Engineering 16: 25-33.

Matsumoto, K. and Masui, T. （2011） Economic 
impacts to avoid dangerous climate change using 
the AIM/CGE model, Procedia Environmental 
Sciences 6: 162-168.

Meinshausen, M., Smith, S.J., Calvin, K.V., Daniel, 
J.S., Kainuma, M., Lamarque, J.-F., Matsumoto, K., 
Montzka, S.A., Raper, S.C.B., Riahi, K., Thomson, 

A.M., Velders G.J.M., and van Vuuren, D. （2011） 
The RCP greenhouse gas concentrations and 
their extension from 1765 to 2300, Climatic 
Change 109（1-2）: 213-241.

Masui, T., Matsumoto, K., Hijioka, Y., Kinoshita, 
T., Nozawa, T., Ishiwatari, S., Kato, E., Shukla, 
P.R., Yamagata, Y. and, Kainuma, M. （2011） An 
emission pathway for stabilization at 6Wm-2 

radiative forcing, Climatic Change 109（1-2）: 59-
76.

Matsumoto, K. （2011） Economic analysis of 
CO2 emission abatement applying a dynamic 
CGE model with endogenous technological 
change: Impacts of the time horizon, Journal of 
Environmental Science and Engineering 5（11）: 
1454-1463.

4．報告書、その他著作、一般向け記事

1 科研費他外部研究費による研究の成果報告書

植田今日子，五十川飛暁，小野奈々，川田美紀，楊
平（2011），財団法人アサヒビール学術振興財団，
2009年度研究助成報告書，利用され続ける天水－
沖縄県今帰仁村古宇利島における水利用の変遷か
ら－，178〜189．

秋山道雄・柏尾珠紀・本田恭子・松　優男（2011）
日本生命財団環境問題研究助成，2010年度，
Environmental Water Maintenanceの研究－農業
用水路網等における環境のための用水管理を，地
域社会で支える仕組みづくりについて．

2 受託研究等の報告書

井手慎司他（2011）流域ガバナンスとは何か，流域政
策研究フォーラム完了報告書，2011年10月．

関谷直也，近藤隆二郎，江間直美（2011） 「感性（五
感）」「感情」の視点からみる媒体特性の再評価―
クロス・メディア時代におけるコミュニケーショ
ン・リテラシー，吉田秀雄記念事業財団．

3 新聞、一般向け雑誌等への解説記事など

秋山道雄（2011）集水域・沿岸域・琵琶湖〜琵琶湖流
域における水環境政策をめぐって〜，滋賀県立大
学環境科学部報15：16－17．

秋山道雄（2011）資源という捉え方，流域とは何か（流
域政策研究フォーラム完了報告書・滋賀大学環境
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総合研究センター湖沼流域研究部門発行），35－
37．

秋山道雄（2011）環境用水とは，流域とは何か（流域
政策研究フォーラム完了報告書・滋賀大学環境総
合研究センター湖沼流域研究部門発行），104．

秋山道雄・松　優男・柏尾珠紀・長瀬督哉・足立考
之（2011）水紀行「環境用水万華鏡」（１）山形五堰，
寒河江用水，小牧川，環境技術40：98－99．

秋山道雄・松　優男・足立考之（2011）水紀行「環
境用水万華鏡」（２）3.11被災地の環境用水－六郷
堀・七郷堀（仙台市若林区）－，環境技術40：744
－745．

香川雄一（2011）滋賀県による外来魚駆除事業とその
推移，しがの住民と自治238：1-7.

林希一郎，柴田裕希（2011）環境アセスメント学会
セッション「国際」報告，環境アセスメント学会
誌，第9号1巻，環境アセスメント学会：8-9．

柴田裕希（2011）国内動向：日中共同SEAワーク
ショップの報告，環境アセスメント学会誌，第9
号1巻，環境アセスメント学会：111-113．

高橋卓也（2011）【書評】田中裕人・岩本博幸・北田
紀久・新部昭夫編著『バイオマス利活用における
住民の認知と経済評価』，農林業問題研究，第183
号（第47巻・第2号），地域農林経済学会：315－
316．

5．学会等への発表

足立考之・秋山道雄・松　優男・長瀬督哉（2011）
「Environmental Water Governance（地域協治）」 
の研究－あらたな用水による都市の水環境創出に
向けてー，環境技術学会2011年研究発表大会，大
阪市，2011年９月５日．

Naoko Hirayama, Shinji Ide （2011） Tools for 
Meaningful Citizen Participation in Lake 
Basin Governance--Making of the Lake Biwa 
Comprehensive Conservation Plan Phase II--．
The 14th World Lake Conference, Austin, USA, 
2011年10月31日．

小野奈 （々2011）「ブラジルにおける水法制定以前の
河川流域委員会の設立経緯―市民参加による水資
源管理の視点から」，ラテン・アメリカ政経学会第
48回全国大会，京都外国語大学，2011年11月13日．

香川雄一（2011）アジアのメガシティにおける都市環
境の史的分析のための地形図収集，日本地理学会
春季学術大会シンポジウム「アジアのメガシティ
の都市環境と水環境の変遷」，東京都，2011年3月
30日．

香川雄一・清山風人（2011）琵琶湖の環境問題をめぐ
る新聞報道の地域性，人文地理学会大会，東京都，
2011年11月13日．

近藤圭，柴田裕希（2011）宿泊施設における環境認証
制度に関する研究, 平成23年度日本計画行政学会
関西支部研究大会, 大阪.

北山璃羅，柴田裕希（2011）小規模開発における環境
配慮制度に関する研究, 平成23年度日本計画行政
学会関西支部研究大会, 大阪.

堀井翔平, 柴田裕希（2011）戦略的環境アセスメント
における環境面と経済・社会面の比較評価手法, 
環境アセスメント学会2011年度研究大会，東京.

高橋卓也，林直哉（2011）滋賀県における森林所有者
等の森林認証に対する意識，日本森林学会，静岡
大学，静岡市，2011年3月26日（東日本大震災によ
り中止．学術講演集の発行と公表．）．

高橋卓也，山﨑啓太郎（2011）協働の観点からみた
森林づくり活動の運営方法に関する研究－滋賀県
における流域森林づくり委員会活動を事例として
－，地域農林経済学会第61回大会，愛媛大学農学
部，松山市，2011年10月23日．

Matsumoto, K. （2011） The AIM/CGE [Global] 
model: Representative Concentration Pathways 
analysis for the IPCC 5th Assessment Report, 
3rd CIBS Annual Conference, London, UK, 2011
年9月8日.

Matsumoto, K. （2011） Exploring the future of 
global natural gas production using ACEGES, 
3rd CIBS Annual Conference, London, UK, 2011
年9月8日.

6．研究会等、講演会、特別講義での発表

1 研究会等における発表

秋山道雄（2011）地域政策の構成について，地域政策
研究会，大阪市，2011年１月30日．

秋山道雄（2011）広域レベルからみた地域活性化，近
江地域活性研究会，草津市，2011年２月１日．

秋山道雄（2011）水資源管理の課題と展望，立命館
サスティナビリティ学研究センターワークショッ
プ，京都市，2011年７月28日．

秋山道雄（2011）震災後の地域政策をめぐって，地域
政策研究会，大阪市，2011年７月31日．

秋山道雄（2011）研究の対象と方法について，総合
地球環境学研究所「水土の知」研究会，京都市，
2011年12月16日．

鵜飼修（2011）文部科学省「地域再人材創出拠点の形
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成プログラム」総括シンポジウム　近江環人地域
再生学座の成果と新たなる挑戦，近江環人地域再
生学座，彦根市，2011年3月27日．

鵜飼修（2011）第2回 SAD & CA 千葉 地域フォーラ
ム「サスティナブルエリアデザイン（SAD）を考
える〜千葉エリアの持続可能な活動と展開〜」，
日本建築学会千葉支所・サスティナブルエリアデ
ザインとコミュニティアーキテクト特別研究委員
会，習志野市，2011年3月28日．

高橋卓也（2011）森林・林業からみた経済，南山大学
社会倫理研究所「ガバナンスと環境問題」研究プ
ロジェクト，南山学園研修センター，名古屋市，
2011年7月 17日．

Matsumoto, K. （2011） The AIM/CGE [Global] 
model for climate change scenarios, STORM 
Seminar, London Metropolitan University, 
London, UK, 2011年9月15日.

松本健一（2011） Economic implications of avoiding 
dangerous climate change, 六甲フォーラム, 神戸
大学, 2011年7月22日.

2 講演会

秋山道雄（2011）琵琶湖研究のすすめ，琵琶湖トラス
ト琵琶湖水環境学習会，大津市，2011年３月２日．

秋山道雄（2011）琵琶湖保全の環境学－研究と実践を
つなぐもの－，琵琶湖トラスト年次大会，大津市，
2011年５月15日．

井手慎司（2011）描いてみよう！2020年の暮らしと琵
琶湖，琵琶湖環境科学研究センター，コラボしが
21，2011年1月10日．

井手慎司（2011）1・23（いち にさん）フォーラム 寄
付でつくる地域の未来，びわ湖ホール・淡海ネッ
トワークセンター，びわ湖ホール，2010年1月23日．

井手慎司（2011）第4回面源負荷に関する研究会，琵
琶湖環境科学研究センター，琵琶湖環境科学研究
センター，2011年3月29日．

井手慎司（2011） 「預かりものを戻す会」研究会，預
かりものを戻す会，県立男女共同参画センター，
2011年11月13日．

鵜飼修（2011）コミュニティ・ビジネス創出のポイン
ト，中小企業基盤整備機構 四国支部　四国サイ
コーダイガク　コミュニティビジネス学部，徳島
市，2011年2月2日．

近藤隆二郎（2011）輪の国びわ湖の取り組みについ
て, パネラー, 関西自転車まちづくり交流会「これ
からの自転車まちづくり」, 大阪府社会福祉会館，
2011年1月23日．

近藤隆二郎（2011）第1回地域づくりフォーラム「地
域学はいかにして地域の将来像を描くのか」, パ
ネラー, ライズヴィル都賀山（守山市）, 滋賀県立大
学地域づくり教育研究センター，2011年3月4日．

近藤隆二郎（2011） 「簡単ワーク」実践へ, 講師＋ファ
シリテーター, 第13回近江歴史回廊大学実践クラ
ス,  滋賀会館, 2011年3月5日．

近藤隆二郎（2011）自転車からはじまるまちづくり，
滋賀県持続可能な社会づくり中間報告会, 講師＋
コメンテーター, 滋賀県　琵琶湖環境部　環境政
策課，能登川公民館，2011年3月14日．

近藤隆二郎（2011）まちづくりはなぜ必要か－高月
地域まちづくりプラン：あったかつき－, 講師, 高
月地域づくり協議会設立総会記念講演, 高月支所, 
2011年3月23日．

近藤隆二郎（2011）自転車タクシーものがたり, パネ
ラー, 低炭素社会実現のための県民シンポジウム, 
滋賀県温暖化対策課, コラボ滋賀, 2011年3月26日．

近藤隆二郎（2011）五環的生活の5年間, 講師, 高槻商
工会議所コミュニティデザイン講座, 高槻商工会
議所, 2011年7月2日．

近藤隆二郎（2011）今なぜ地域づくりなのか, 講師, 
長浜 地域づくりリーダー養成塾,  高月支所, 2011
年8月18日．

近藤隆二郎（2011）悩みを共有する・引き出す, ファ
シリテーター, 長浜 地域づくりリーダー養成塾,  
高月支所, 2011年9月1日．

近藤隆二郎（2011）Aurovilleについて, 講師, NPO法
人KIESS勉強会,  子民家etokoro, 2011年8月26日．

近藤隆二郎（2011）実践からみた身体計画論とシステ
ム, 講師, 大阪大学工学部環境工学科第６講座同窓
会, 大阪大学, 2011年11月12日．

近藤隆二郎（2011）これからの地域づくり, 講師, 余
呉地域づくり協議会設立総会記念講演, 余呉山村
開発センター, 2011年12月17日．

近藤隆二郎（2011）船を用いた魅せ方, 講評, 第13回
近江歴史回廊大学実践クラス, 大津市勤労福祉会
館, 2011年8月20日．

近藤隆二郎（2011）祭りの意味とまちづくりとの関
係, 講師, 第14回近江歴史回廊大学歴史を活かした
まちづくり「近江の祭り」クラス, 大津市勤労福
祉会館, 2011年12月17日

3 授業

秋山道雄（2011）犬上川における治水・利水の歴史，
「彦根・湖東学」平成23年度秋学期集中，彦根市，
2011年10月29日．
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香川雄一（2011）大学で学ぶ環境学，法政大学第二
中・高等学校，川崎市，2011年1月21日．

香川雄一（2011）河川流域における自然環境と社会活
動－犬上川流域の事例－，「彦根・湖東学」平成23年
度秋学期集中，彦根市，2011年10月29日．

金谷健（2011）合意形成を支援する方法を学ぼう，平
成23年度滋賀県立高等学校生徒を対象とする大学
連続講座（滋賀県教育委員会主催），滋賀県立大学
環境科学部会議室，2011年8月8日．

近藤隆二郎（2011）インドの持続可能なコミュニ
ティ，近江環人「コミュニティ・マネージメント
特論」，ゲスト講師，滋賀県立大学交流センター, 
2011年7月1日．

近藤隆二郎（2011）今どきの“ダイガクセイ”取扱説明
書，地域人講習会，講師，滋賀県立大学, 2011年3
月17日＋18日．

柴田裕希（2011）合意形成を支援する方法を学ぼう
ワークショップ編，平成23年度滋賀県立高等学校
生徒を対象とする大学連続講座（滋賀県教育委員
会主催），滋賀県立大学環境科学部会議室，2011
年8月8日．

7．展覧会等

近藤隆二郎・中村友子（2011）琵琶湖博物館ギャラ
リー展示「近江のふるさと絵屏風と未来予想絵図
屏風絵と未来予想図展」,琵琶湖博物館，平成22
年12月19日（日）〜平成23年1月６日（木）

8．競争的研究資金の導入

1 科学研究費補助金

生田真人，秋山道雄，高山正樹，大場茂明（2011） 
産業集積の再編と大都市圏政策の再構築に関する
研究－大阪府南部地域の事例から－，基盤研究

（Ｃ），平成22〜24年度，143万円（継続）．
増田佳昭，高橋卓也，伊藤康宏，関英昭，小野奈々
（2011），「企業体形成型協同組合」の特性と社会
的意義に関する産業分野横断的研究，基盤研究

（Ｂ），平成23〜25年度，180万円．
淺野敏久，伊藤達也，金枓哲，平井幸弘，香川雄一．

ラムサール条約登録湿地の保全と利用をめぐる政
治地理学的研究，基盤研究（Ｂ），平成22〜24年度，
45万円．

香川雄一．沿岸域の環境管理における漁業者による
環境保全活動の国際比較，基盤研究（Ｃ），平成23
〜25年度，160万円．

高橋卓也（2011）森林・湿地のCO2吸収クレジット需
給調査に基づいた進化経済学的取引制度設計，平
成21年度〜23年度，基盤研究（Ｃ），39万円．

富岡昌雄，増田佳昭，小谷廣通，増田清敬．水田農
業における地球温暖化防止策の展開方向と農業環
境政策の発展に関する研究，基盤研究（C），平成
22〜24年度，60万円．

森晶寿，稲田義久，藤川清史，竹歳一紀，兒山真也，
林宰司，楠部孝誠，陳禮俊．東アジアの経済発展
と環境政策，特定領域研究，平成18〜23年度，76
万円．

2  政府および地方公共団体（関連法人を含む）から
の補助金

鵜飼修（2011）田んぼアート作成委託業務，平成23〜
24年度，彦根市，42万円．

近藤隆二郎（2011）能登川レトロ商店街，平成23年度
滋賀県にぎわいのまちづくり総合支援事業費補助
金（にぎわい創出推進事業），平成23年度，48.4万
円．

近藤隆二郎（2011）ベロタクシーの安全性能に関する
調査，平成22年度 「自転車等の中速グリーンモー
ドに配慮した道路空間構成技術に関する研究」に
おけるベロタクシーの走行実態調査業務，国立大
学法人徳島大学，平成23年度，78.7万円（五環生
活）．

高橋卓也（2011）Understanding Canada Faculty Research 
Program，平成23年度，カナダ連邦政府，4,000カナ
ダドル．

高橋卓也（2011）長浜市森づくり計画の策定業務，長
浜市，69.3万円．

3  その他財団からの研究補助金

秋山道雄（2011）「Environmental Water Governance」 
の研究－都市の水辺再生を，地域との連携で支え
る仕組みづくりについて．財団法人　河川環境管
理財団研究助成，平成23年度，110万円．

9．社会への貢献

1 各種委員会

秋山道雄（2011）経営構造対策事業等に係る第三者委
員会委員，滋賀県農政水産部農政課，1回．

秋山道雄（2011）彦根市工場等設置奨励審査委員会委
員，彦根市商工課，２回．
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秋山道雄（2011）琵琶湖トラスト科学委員会委員，大
津市，１回．

井手慎司（2011）琵琶湖・淀川流域圏再生有識者委員
会 委員，国土交通省近畿地方整備局，1回．

井手慎司（2011）琵琶湖流域ネットワーク委員会 運
営委員長，滋賀県琵琶湖再生課，5回．

井手慎司（2011）赤野井湾流域流出対策推進計画協議
会 会長，滋賀県琵琶湖政策課，3回．

井手慎司（2011）滋賀県環境こだわり農業審議会 委
員，滋賀県農業経営課，1回．

井手慎司（2011）滋賀県国土利用計画審議会 会長，
滋賀県県民生活課，1回．

井手慎司（2011）琵琶湖流域管理シナリオ研究会 委
員，琵琶湖環境科学研究センター，2回．

井手慎司（2011）近江八幡市環境審議会 会長，近江
八幡市環境課，2回．

井手慎司（2011）大津市環境審議会 委員，大津市環
境政策課，1回．

井手慎司（2011）愛荘町環境審議会 会長，愛荘町環
境課，3回．

井手慎司（2011）国際湖沼環境委員会理事会 理事，
国際湖沼環境委員会，1回．

井手慎司（2011）淡海文化振興財団理事会 理事，淡
海文化振興財団，1回．

井手慎司（2011）淡海文化振興財団運営委員会 委員
長，淡海文化振興財団，1回．

井手慎司（2011）未来ファンドおうみ運営委員会 委
員長，淡海文化振興財団，5回．

井手慎司（2011）淡海環境保全財団評議会 評議員，
淡海環境保全財団，1回

井 手 慎 司（2011）NPO法 人 子 ど も と 川 と ま ち の
フォーラム理事会 理事長，子もと川とまちの
フォーラム，4回．

鵜飼修（2011）彦根市社会福祉協議会運営検討委員会
　委員長，3回．

鵜飼修（2011）小舟木エコ村推進協議会　委員，1回．
鵜飼修（2011）ＮＰＯ法人大森まちづくりカフェ　代

表理事，3回．
鵜飼修（2011）ＮＰＯ法人エコ村ネットワーキング　

副理事長，1回．
鵜飼修（2011）ＮＰＯ法人コミュニティ・アーキテク

トネットワーク（環人ネット）監事，1回．
鵜飼修（2010）C.B.N.コミュニティ・ビジネス・ネッ

トワーク　副理事長，1回．
小野奈 （々2011）淡海の川づくり検討委員会委員，滋

賀県土木交通部流域政策局，2回．
香川雄一（2011）東京大学空間情報科学研究セン

ター，客員研究員，1回．

香川雄一（2011）近江八幡市環境審議会，委員，近江
八幡市環境課，2回．

香川雄一（2011）近江八幡市環境基本計画等策定部
会，委員，近江八幡市環境課，3回．

香川雄一（2011）近江八幡市新エネルギーパーク（仮
称）整備運営事業者選定委員会，委員，近江八幡
市新設整備推進室，4回．

香川雄一（2011）大津市環境審議会，委員，大津市環
境政策課，1回．

香川雄一（2011）彦根市環境パートナー委員会，副委
員長，彦根市生活環境課，2回．

香川雄一（2011）愛荘町エコパートナーシップ会議　
部会長，愛荘町環境対策課，1回．

金谷健（2011）クリーンセンター滋賀経営改革方針検
討委員会　委員長，滋賀県，4回．

金谷健（2011）滋賀県大規模小売店舗立地審議会　委
員，滋賀県，3回．

金谷健（2011）「クリーンセンター滋賀」環境監視委
員会委員長，滋賀県環境事業公社，3回．

金谷健（2011）「買い物ごみ減量推進フォーラムしが」
全体会議　学識経験者，滋賀県，1回．

金谷健（2011）大津市廃棄物減量等推進審議会　副会
長，大津市，2回．

金谷健（2011）彦根市水道事業評価委員会　副委員
長，彦根市，2回．

金谷健（2011）彦根市廃棄物減量等推進審議会　会
長，彦根市，1回．

金谷健（2011）ごみゼロプラン推進委員会　委員，三
重県，3回．

金谷健（2011）高槻市廃棄物減量等推進審議会　会
長，高槻市，2回．

金谷健（2011）八幡市環境審議会　委員，八幡市，2回．
金谷健（2011）長寿命家具の品質基準評価委員会　委

員，トキハ産業株式会社（枚方市），4回．
近藤隆二郎（2011）ひこねキャンドルナイト2011, 実

行委員長, ひこねキャンドルナイト実行委員会, ５
回．

近藤隆二郎（2011）NPO法人五環生活, 代表理事，40
回

近藤隆二郎（2011）輪の国びわ湖推進協議会,　会長, 
20回．

近藤隆二郎（2011）NPO法人カーボンシンク, 副代表
理事　５回．

近藤隆二郎（2011）NPO法人エトコロ, 理事，40回．
近藤隆二郎（2011）ひこね自転車生活を考える会, 運

営委員, ２回．
近藤隆二郎（2011）『祝の島』上映会，ひこねで循環

型社会を考える人のネットワーク・みつばち, 運
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営委員, ５回．
近藤隆二郎（2011）水と土と農のフォーラム「ヴァン

ダナ・シヴァさんとびわ湖からの発信」，運営委
員, ２回．

近藤隆二郎（2011）ハンドサイクルでビワイチ，サ
ポートスタッフ, ５回．

近藤隆二郎（2011）滋賀で『幸せの経済学』を上映す
る会，実行委員, ５回．

近藤隆二郎（2011）滋賀県温暖化対策検討小委員会,  
委員, 滋賀県環境政策課, １回．

近藤隆二郎（2011）びわ湖大縁日2010,  実行委員長, 
びわこ大縁日の会, １回．

近藤隆二郎（2011）湖東圏域地域公共交通活性化協議
会, 副委員長, 湖東定住自立圏，２回．

近藤隆二郎（2011）敦賀市環境審議会, 委員, 敦賀市
市民生活部環境課, １回．

近藤隆二郎（2011）地域資源∞全国展開プロジェクト
「サイクリングに大津へでかけませんか？」, サイ
クリング部会委員, 大津商工会議所, １回．

近藤隆二郎（2011）水都大阪推進委員会, アドバイ
ザー, 水都大阪推進委員会, １回．

近藤隆二郎（2011）びわ湖・近江路観光圏, 委員, び
わ湖近江路観光圏, １回．

近藤隆二郎（2011）きんき環境館運営委員会，委員, 
きんき環境館, １回．

近藤隆二郎（2011）高月地域まちづくりプラン策定委
員会, 委員長, 長浜市高月支所, 15回．

近藤隆二郎（2011） 「五感で楽しむまち」検討会, 委
員, 環境省, ２回．

近藤隆二郎（2011） 「五感で楽しむまち大賞」, 審査
委員, 環境省, １回．

近藤隆二郎（2011）湖東定住自立圏共生ビジョン懇談
会インターチェンジ・バイコロジー分科会, 会長, 
湖東定住自立圏共生ビジョン懇話会, １回．

近藤隆二郎（2011）湖東定住自立圏共生ビジョン懇談
会　地域公共交通分科会, 副会長, 湖東定住自立圏
共生ビジョン懇話会, ２回．

近藤隆二郎（2011）野洲市環境基本計画推進会議, 評
価委員, 野洲市, １回．

近藤隆二郎（2011）近江歴史回廊大学運営委員会, 運
営委員, 滋賀会館, １回．

近藤隆二郎（2011）AAF「建築学生ワークショップ
滋賀2011」, 審査委員, NPO法人アートアンドアー
キテクトフェスタ, ５回．

近藤隆二郎（2011）環境省地域活動支援・連携促進
事業：滋賀県電動アシスト自転車推進コンソーシ
アム, 構成員, 滋賀県地球温暖化防止推進活動セン
ター, ３回．

近藤隆二郎（2011）エコ通勤研究会, 発起人メンバー, 
滋賀グリーン購入ネットワーク, ３回．

近藤隆二郎（2011）三方よし商品券活用検討会, 会長, 
八日市商工会議所, ５回．

近藤隆二郎（2011）滋賀県観光のブランド化検討会
議, 委員, 滋賀県観光交流局, １回．

近藤隆二郎（2011）守山市成長戦略会議, 委員, 守山
市, ３回．

近藤隆二郎（2011）守山市市民参加と協働のまちづく
り推進会議, 委員長, 守山市協働のまちづくり課, 
５回．

近藤隆二郎（2011）滋賀県自転車利用促進協議会, 副
会長, 滋賀県交通政策課, 10回．

近藤隆二郎（2011）長浜環境審議会, 会長, 長浜市, １
回．

高橋卓也（2011）南部流域森林づくり委員会 代表委
員・コーディネーター，滋賀県，5回．

高橋卓也（2011）愛荘町エコパトナーシップ会議 委
員長・部会長，愛荘町，1回．

高橋卓也（2011）バイオマス利活用検討委員会，委員
長，長浜市，１回．

高橋卓也（2011）長浜市森づくり計画策定委員会，委
員長，長浜市，3回．

高橋卓也（2011）琵琶湖森林ローカルシステム委員
会，委員，湖東地域材循環協議会，１回．

高橋卓也（2011）財団法人びわ湖造林公社評議員会，
評議員，財団法人びわ湖造林公社，1回．

高橋卓也（2011）環境効率向上フォーラム，幹事，滋
賀県，1回．

高橋卓也（2011）NPO法人三方よし研究所，理事，
滋賀県，3回．

高橋卓也（2011）多賀バイオマス利活用推進協議会，
会長，多賀町，1回．

富岡昌雄（2011）長浜市環境審議会委員（会長），長浜
市市民生活部環境保全課、1回．

富岡昌雄（2011）高島市環境審議会委員（副会長），高
島市環境部環境政策課，１回．

2 学会貢献

秋山道雄（2011）経済地理学会評議員，２回．
秋山道雄（2011）経済地理学会論文賞選考委員会委員

長，１回．
秋山道雄（2011）人文地理学会協議員，1回．
秋山道雄（2011）水文・水資源学会編集出版委員会編

集出版委員，１回．
秋山道雄（2011）地域地理科学会関西部会長，1回．
秋山道雄（2011）地域地理科学会学会賞選考委員，1
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回．
秋山道雄（2011）中国水利史研究会理事，1回．
秋山道雄（2011）水資源・環境学会理事，５回．
井手慎司（2011）環境システム計測制御学会評議員・

編集委員，環境システム計測制御学会，3回．
井手慎司（2011）流域政策研究フォーラム 副代表幹

事，流域政策研究フォーラム，1回．
鵜飼修（2011）日本建築学会サスティナブルエリアデ

ザインとコミュニティアーキテクト特別研究委員
会　幹事，3回．

鵜飼修（2011）日本計画行政学会関西支部　幹事，2
回．

香川雄一（2011）2013年京都国際地理学会議組織委員
会，広報・アウトリーチ委員会，1回．

近藤隆二郎（2011）土木学会環境システム委員会，委
員，土木学会・環境システム委員会，１回．

近藤隆二郎（2011）自転車空間研究小委員会，委員，
土木学会・土木計画学研究委員会，２回．

柴田裕希（2011）日本計画行政学会関西支部　幹事，
４回． 

柴田裕希（2011）日本計画行政学会環境社会配慮研究
専門部会，委員，３回．

柴田裕希（2011）環境アセスメント学会国際交流委員
会　委員，３回．

高橋卓也（2011）水資源・環境学会，理事，3回．
高橋卓也（2011）『水資源環境研究』編集委員会，編

集委員，1回．
Takah a s h i ,  T .  （2 0 1 1） Co r p o r a t e  S o c i a l 

Responsibility and Environmental Management 
（John Wiley & Sons）, Advisory Board Member 
（インターネット上で業務に従事).

Takahashi, T. （2011） Journal of Forest Research 
（Springer）, Editorial Board Member （インター
ネット上で業務に従事）.

Takahashi, T. （2011） Journal of Forest Research 
賞選考委員，日本森林学会（インターネット上で
業務に従事）.

富岡昌雄（2011）水資源・環境学会幹事，1回．
林宰司（2011）日本現代中国学会司会，1回．
松 本 健 一（2011） Member of Scientific Advisory 

Board of  6th Dubrovnik Conference on 
Sustainable Development of Energy, Water and 
Environment Systems.

松本健一（2011）討論者, 環境経済・政策学会2011年
大会, 長崎大学, 2011年9月23日.

3  国際貢献

井手慎司（2011）Conservation and Citizen activities 
for Environment，JICA湖沼環境保全のための統
合的流域管理コース，㈶国際湖沼環境委員会，㈶
国際湖沼環境委員会，2011年2月3日．

井手慎司（2011）Lake Modeling，JICA湖沼環境保全
のための統合的流域管理コース，㈶国際湖沼環境
委員会，㈶国際湖沼環境委員会，2011年3月1日．

井手慎司（2011）環境問題基礎（住民参加），JICA環
境教育コース，㈶国際湖沼環境委員会，滋賀大学
大津サテライトプラザ，2011年9月6日．

柴田裕希（2011）国際協力機構（JICA）ペルー向け
廃棄物総合管理研修,環境アセスメントの考え方, 
2011年2月21日（JICA東京, 東京）．

柴 田 裕 希（2011）国 際 環 境 技 術 移 転 セ ン タ ー
（ICETT），「公害防止」研修, 公害防止における
環境アセスメントの考え方, 2011年9月16日（JICA
中部, 名古屋）．

柴田裕希（2011）国際協力機構（JICA）スリランカ行
政官の為の廃棄物管理,廃棄物管理における環境
アセスメントの考え方, 2011年10月16日（JICA中
部, 名古屋）．

柴田裕希（2011）国際協力機構（JICA）モンゴル廃棄
物管理政策,廃棄物管理における環境アセスメン
トの考え方, 2011年11月19日（JICA中部, 名古屋）．

松 本 健 一（2011）Expert Reviewer for Research 
Fund of National Center of Science and 
Technology Evaluation, Ministry of Education 
and Science, Republic of Kazakhstan.

4 その他

小野奈 （々2011）草津まちづくり情報ひろば事業運営
委員会委員（第一回実行委員会），財団法人　草津
市コミュニティ事業団，2011年6月15日．

近藤隆二郎（2011）びわこ毎日マラソン「近江楽座屋
台村」，コーディネーター，びわこ毎日マラソン，
2011年3月7日．

近藤隆二郎（2011）あかりんちゅキャンドルナイトin
小児医療センター，コーディネーター，滋賀県小
児医療センター，2011年1月27日．

近藤隆二郎（2011）こにゃんキャンドルナイトinじゅ
らくの郷，コーディネーター，湖南市じゅらくの
郷，2011年11月26日．

近藤隆二郎（2011）シャロムヒュッテ臼井さんおはな
し会＠etokoro, コーディネーター, 子民家etokoro, 
2011年3月6日．
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近藤隆二郎（2011）山下柚実さん講演会「今、五感に
何が起きているか」，五環生活×etokoro，コーディ
ネーター,  子民家etokoro, 2011年3月25日．

近藤隆二郎（2011）エコイベントinアースデー滋賀,  
プロデューサー,  栗東さきら, 2011年7月3日．

近藤隆二郎（2011）学生カフェ：ラリルレトロ，プロ
デューサー，近江楽座能魅会，2011年7月〜12月

10．マスメディアとの対応

1 新聞，雑誌等からの取材による記事

近藤隆二郎（2011）湖国でエコを体感　第66回びわ湖
毎日マラソン環境キャンペーン　気分は戦国，毎
日新聞, 2011年3月5日．

近藤隆二郎（2011）車もいいけど自転車もね　滋賀県
利用促進協会合　駐輪場の乏しさ課題，京都新聞, 
2011年6月24日．

近藤隆二郎（2011）湖東を自転車で　駐輪やトイレ情
報　ルート地図作成　自立圏推進協　環境に配慮
　利用促進目指す，毎日新聞, 2011年6月28日．

近藤隆二郎（2011）自転車タクシー彦根で運行５年　
ゆるキャラとパレード，京都新聞, 2011年9月1日．

近藤隆二郎（2011）彦根城周辺輪タク運行の団体　５
周年祝いゆるキャラ乗車　近藤代表「人力の暮ら
し広めたい」，中日新聞, 2011年9月1日．

近藤隆二郎（2011）自転車旅ガイド本　「ぐるっとび
わ湖」好評　注意点やお勧めスポットも，毎日新
聞, 2011年9月13日．

近藤隆二郎（2011）仮面は隠さない①, 顔出し看板に
ついてコメント，朝日新聞, 2011年10月17日夕刊．

近藤隆二郎（2011）現代のことば「市民参加と自己家
畜化」, 京都新聞, 2011年12月7日夕刊．

近藤隆二郎（2011）現代のことば「足触り」, 京都新聞, 
2011年10月7日夕刊．

近藤隆二郎（2011）現代のことば「『モノ』と『語り』」, 
京都新聞, 2011年8月2日夕刊．

松本健一（2011）特集2　新エネルギー社会を考える, 
彦根東高校新聞, 2011年10月21日.

2 TV，ラジオ番組への出演等

近 藤 隆 二 郎（2011）五 環 生 活 に つ い て，FM 
COCORO／FRIDAY AMUSIC MORNING 765

（ON THE MOVE）, 2011年10月14日+22日．
近藤隆二郎（2011）くせになるラジオ，カーボンシ

ンキング！11月号　【第２回、キャンドルナイト
についてのお話し】，NPO法人カーボンシンク，

2011年11月23日（収録）．
高橋卓也（2011）「地域木材フェア（栗東市にて開催）

について」．KBS京都（鋭ちゃん＆順子のさざな
Beゲーション），2011年10月30日，2011年11月6日．
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