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100 琵琶湖・瀬戸内海の環境の現状と新たな動き 中田　聡史 国立環境研究所・琵琶湖分室  主任研究員 2022/1/22（予）

99 化石燃料の大量消費と環境問題を解決するためのエネルギーキャリア戦略 赤松　史光 大阪大学大学院機械工学研究科教授 2021年11月13日

98 改めて持続可能性とは何かを考える 一方井　誠治 武蔵野大学教授・京都大学特任教授 2021年7月31日

97 プラスチックとの持続可能な関係性構築に向けて 浅利　美鈴 京都大学大学院　地球環境学堂　准教授 2021年3月13日

96 バイオマス利活用について 笹内　謙一 株式会社 PEO技術士事務所、技術士（衛生工学部門、総合技術監理部門） 2021年1月23日

95 江戸時代のリサイクルを考える 市川　寛明 江戸東京博物館学芸員、社会学博士 2020年11月28日

New Plastics Economyと循環経済 郡嶌　孝 同志社大学名誉教授

環境と資源を守る現世代の責任 奥　彬 京都工芸繊維大学　名誉教授

近海の最近の環境と水産資源の状況 反田　實 兵庫県立農林水産総合センター水産技術センター　技術参与

水産 増養殖の状況について 増田　恵一 兵庫県立農林水産総合センター水産技術センター　水酸増殖部主席研究員　

92 地磁気の逆転と地球環境変動 兵藤　政幸 神戸大学・内海域環境教育研究センター教授 2019年11月14日

91 エジプトナイル川の水資源開発・利用の歴史と現状 佐藤　政良 筑波大学名誉教授 （一社）農業土木事業化協会　代表理事 2019年9月28日

アクリル酸プラント事故の再発防止の取組み 齊籐　群 株式会社日本触媒　執行役員　レスポンシブル・ケア室長

高吸水性樹脂製品とその工業会活動の取組み 岩田　将和 吸水性樹脂工業会技術委員長代理　SDPグローバル株式会社

89 チェルノブイリと、フクシマ　当時と今 「原発事故から何を学び、将来のエネルギー問題を考える」 小野山　充 フリージャーナリスト 2019年1月21日

88 新・緑の革命　－ゲノム情報解析に基づく気候変動に強いスーパーコシヒカリの開発－ 富田　因則 静岡大学グリーン科学技術研究所教授　技術士（生物工学部門） 2018年12月14日

87 水を汲むだけの環境調査　～環境DNA技術の紹介～ 源　利文 神戸大学大学院人間発達環境学研究科　准教授 2018年11月19日

セルロースナノファイバー（ＣＮＦ）の実用化に向けた取り組み 河崎　雅行 日本製紙株式会社研究開発本部　CNF研究所

新しい扉を拓くナノファイバー 八木　健吉 一般社団法人 日本繊維技術士センター副理事長　技術士（繊維部門、総合技術監理部門）

85 人工知能の概要を学び共に考える 土井　智晴 大阪府立大学工業高等専門学校　地域連携テクノセンター長 2018年7月2日

84 ＥＶショックとＡＩ・自動運転について 大坪　利行 国際先端技術コンサルティング会長　技術士（機械部門、経営工学部門） 2018年4月13日

83 100%自然エネルギーシナリオ 鎚屋　治紀 株式会社システム技術研究所　所長　 2018年3月16日

Ｍ学園事件に見る不法投棄地利用における廃棄物問題について！ 鍵屋　司 環境計画センター専務理事、技術士（衛生工学部門、建設部門、環境部門）

廃棄物投棄が疑われる丘陵の地盤 中川　要之助 環境計画センター　副会長

省エネ施策導入における課題 楠部　勢太郞 株式会社きんでん

ごみとトイレの歴史の窓から 山崎　達雄 京都府立大学　共同研究員

80 暴れる気候と暴れない気候　　－”想定外”の時代をどう生きるか－ 中川　毅 立命館大学古気候学研究センター長・教授 理学博士 2017年9月25日

79 経済学から見たエネルギー問題、環境問題の真実 諸富　徹 京都大学大学院経済学研究科教授 2017年7月22日

78 活性炭とバイオ技術の組み合わせによる環境浄化技術の開発 川越 大樹 大和ハウス工業株式会社　技術士（生物工学部門、総合技術監理部門） 2017年2月6日

77 水環境の保全～琵琶湖の事例 野口　宏 独立行政法人 水資源機構、技術士(総合技術監理、建設、環境、応用理学、水産部門) 2016年10月3日

76 植物工場の現状と課題 清水　浩 京都大学大学院　農学研究科教授 2016年8月1日

75 途上国への技術移転で利益を出すぞ！ 秋葉　恵一郎 一般社団法人 技術知財経営支援センター　代表理事　技術士（化学部門） 2016年6月18日

74 Red Tide and GreenTideを生物資源利用の観点から考える 鈴木　千賀 神戸大学　自然科学系先端融合研究環　助教 2016年2月22日

73 里山資本主義 藻谷 浩介 NPO法人 ComPus地域経営支援ネットワーク 理事長 2015年12月22日

小川　モモウ 株式会社トス・イレブン

砂田　純二 株式会社トス・イレブン　代表取締役

71 生物センシング工学の現状と課題 近藤　直 京都大学農学研究科　地域環境科学専攻　教授 2015年8月3日

70 最近の環境エネルギー問題と今後の動向 久米　辰雄 京都工芸繊維大学　長もちの科学センター　特任教授 2015年6月20日

69 植物工場の現状と今後の展望 和田　光生 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科講師 2015年2月20日

68 判りやすく心に響く環境教育を目指して 西谷　寛 神戸市生活情報センター 所長  海と空の約束プロジェクト代表 2015年1月10日

67 不動産リスクマネジメント ＜あるサイトの土壌汚染に係る問題の構図から見えてくるもの＞ 久保田　俊美 一般社団法人 リスクマネジャネットワーク　理事 2014年12月6日

66 目からうろこの天気予報 南　利幸 株式会社　南　気象予報士事務所　代表取締役 2014年11月6日

65 途上国における３Rの課題 山本　攻 株式会社 エックス都市研究所技術顧問　技術士（衛生工学部門） 2014年9月8日

64 海外発電事業計画の具体化と環境社会配慮指針の役割 森　和義 有限会社 森テクノマネジメント　技術士（電気・電子部門、経営工学部門）、 2014年2月13日

63 近代日本における研究開発体制の変遷 沢井　実 大阪大学大学院経済学研究科　教授 2014年1月14日

62 人工衛星からみた地上面の観察と解析 竹原 明伸 太成学院大学人間学部　教授 2013年11月26日

61 技術・海外・環境　～塞翁が馬～ 高田　弘 公益財団法人 地球環境センター（GEC)専務理事 2013年11月8日

60 作るから売る・発想の転換で収益増を 西谷　和夫 西谷経営技術研究所　所長 2013年9月6日

59 日本の空・中国の空　～大気汚染（ＰＭ2.5）とＮＧＯの取組み～ 藤江　徹 あおぞら財団事務局長 2013年8月6日

58 淀川水系から水問題を考える 荻野　芳彦 大阪府立大学名誉教授  元 淀川水系流域委員会 委員 2013年4月27日

57 ドイツの電力・再生エネルギーとわが国の電力のあり方 諸富　徹 京都大学大学院経済学研究科教授 2013年4月2日

56 環境アセスメント ―世界の動向及び国内での実践活動について― 原科　幸彦 千葉商科大学学長 2013年2月8日

大竹　久夫 大阪大学大学院工学研究科教授

鈴木　秀男 株式会社 Ｊオイルミルズ神戸工場　総務部安全環境課

54 東日本大震災 復興支援に対する繊維技術の具体例 中村　勤 西川産業株式会社　日本睡眠科学研究所　技術士（繊維部門） 2012年2月16日

53 リスクコミュニケーションについて 土田　昭司 関西大学社会安全学部教授　副学部長 2011年7月29日

93

2020年9月26日

2020年1月17日

55 リン資源のリサイクルをめぐる課題・枯渇対策、食品工場におけるリン資源回収への取組 2013年1月17日

72 ミャンマーが日本の技術に期待すること 2015年11月16日

日本技術士会近畿本部登録環境研究会特別講演会一覧

90 2019年7月20日

86 2018年9月29日

82 2018年1月27日

81 2017年11月20日
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日本技術士会近畿本部登録環境研究会特別講演会一覧

廃棄物・RDF発電の再評価について ～二酸化炭素排出抑制とRDF活用のポイント～ 鍵谷　司 環境計画センター専務理事、技術士（衛生工学部門、建設部門、環境部門）

環境サプライチェーンマネジメントの実践と課題 上田　泰史 ダイキン工業株式会社　技術士（総合技術監理・環境）、博士（工学）

バイオマスの有効利用について——エネルギーと環境の両面から—— 池内　智彦 大阪大学先端科学イノベーションセンター特任講師

企業のビジネス戦略をささえる技術者のマネジメントマインド 守屋　真 日産ジーゼル工業常務、元日産自動車新商品企画開発責任者

50 リビアでの環境関連事業 新居　哲 日本リビア友好協会副理事長　技術士（経営工学） 2010年6月28日

向井　苑生 近畿大学理工学部情報学科教授

向井　正 神戸大学名誉教授

48 科学・技術の情報発信（実践活動を通じて） 大草　芳江 NPO法人 natural science　理事 2010年3月23日

47 科学技術倫理と環境倫理 鳥羽瀬　孝臣 NPO法人 科学技術倫理フォーラム　技術士（建設部門） 2010年2月5日

46 最新の環境トピックの制度動向とその背景　－資産除去債務会計基準、国内排出量取引－ 魚住　隆太 KPMGあずさサステナビリティ株式会社代表取締役社長 2009年11月9日

45 機関誌「環境管理」編集に携わって 浜野　昌弘 社団法人　産業環境管理協会シニアチーフアドバイザー 2009年9月24日

44 環境保護　先進未来都市イメージ 槇村　久子 京都女子大学現代社会学部教授　技術士（総合技術監理部門、建設部門、環境部門） 2009年7月23日

43 海外へのＯＤＡにおける環境社会配慮について 森　和義 有限会社 森テクノマネジメント　技術士（電気・電子部門、経営工学部門）、 2009年4月21日

42 環境リスクマネジメントとEMS 木口　明彦 NPO法人 東京城南環境カウンセラー協議会　理事 2009年2月26日

41 バイオガスの現状と今後の課題について 久米　辰雄 大阪ガス株式会社エネルギー技術部エグゼクティブエンジニア 2008年11月20日

40 バイオマスタウンの事業化に向けて 野邑　泰弘 大阪市立大学名誉教授、NPO環境資源開発研究所理事長 2008年7月15日

39 廃液、汚泥などの処理・循環ビジネスの実践的展開 笹山　孝治 株式会社ダイセキ関西事業所工場長 2008年4月14日

38 ごみ炭化技術の現状と今後の動向について 鍵谷　司 環境計画センター専務理事、技術士（衛生工学部門、建設部門、環境部門） 2008年1月25日

37 自動車整備の生き残りをかけて －エコ車検・ｴｺ整備普及への取組－ 守屋　雅夫 全国自動車整備事業者環境団体顧問 2007年10月11日

36 グローバル化とネットワーク社会の現状と将来展望 森山　真光 近畿大学理工学部情報学科電子商取引研究室准教授 2007年8月24日

35 コンプレッサーの省エネ技術と営業技術 岩佐　昌哉 アイビシー有限会社 代表取締役 2007年5月29日

34 ダム貯水池の水質保全と琵琶湖・淀川水質保全機構の活動 久納　誠 財団法人 琵琶湖・淀川水質保善機構　琵琶湖・淀川水質浄化研究所次長 2007年2月19日

33 磁気利用による廃水処理技術とビジネスモデル 西嶋　茂宏 大阪大学大学院工学研究科教授、環境エネルギー工学専攻 2006年9月28日

32 中小企業の環境ビジネス取組み 辻　通夫 ＮＰＯ法人ワット神戸アドバイザー  技術士（環境部門） 2006年6月19日

31 建築物の環境、防災、安全、倫理の関わり 小山　哲史 株式会社 小山建築工房代表取締役 2006年5月9日

30 持続可能な社会に向けて―企業とＮＧＯの協働の可能性― 杦本 育生 NPO法人「環境法人」代表理事 2006年1月19日

29 環境技術開発のきのう、きょう、あす 松村　雄次 株式会社 KRI会長、エネルギー資源学会副会長 2005年12月19日

28 Land Eco 土地第三者評価システムについて 井上　健雄 NPO法人イー・ビーイング　理事長 2005年11月24日

27 日本の森林資源による将来産業ー里山ビジネスと山林放牧ー 佐野　寛 地球エネルギーシステム研究所・所長産総研客員研究員 2005年6月13日

26 リサイクルと環境汚染－リサイクル施設における事故と問題点－ 鍵谷　司 環境計画センター専務理事、技術士（衛生工学部門、建設部門、環境部門） 2005年4月15日

25 自然共生社会への変革――その必然性と社会像―― 内藤　正明 京都大学名誉教授、NPO循環共生社会システム研究所代表 2005年3月17日

24 地球温暖化防止の環境戦略 植田　和弘 京都大学大学院経済学研究科、地球環境学堂教授 2005年2月14日

23 亜臨界水による資源化 吉田　弘之 大阪府立大学大学院工学研究科教授 2005年1月21日

22 燃料電池の展望ー改質装置の開発を通して― 大岡　五三實 有限会社 EES研究所　技術士（機械部門） 2004年12月2日

21 解体と環境 吉川　紀 大阪工業大学工学部都市デザイン工学科、技術士（建設部門） 2004年9月28日

20 豊島産業廃棄物 不法投棄事件を考える 大川　真郎 弁護士（日弁連事務総長などを歴任） 2004年8月26日

19 森林資源を機能性分子へ～新しい分子変換システムとその応用～ 舩岡　正光 三重大学生物資源学部教授 2004年7月13日

18 経営のできる技術者を目指して－MOTによる人材育成－ 松本　毅 株式会社アイさぽーと取締役ＭＯＴスクール事業部長 2004年4月19日

17 環境（社会）報告書と環境経営をめぐる最近の状況 藤野　耕一 大阪ガス株式会社環境部長、大阪商工会議所環境経営研究分科会長 2004年3月30日
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