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■背 景 

本シンポジウム開催主体の東アジア環境研究機構は、九州大学総長を機構長とする九州大学特定大型

研究プロジェクト拠点の一つで、「九州大学の知と技術を統合し、「東アジア圏」の深刻化する「環境問

題」を実践的に解決する「研究活動」を通して、「環境人材の育成」と持続可能な未来環境の創成に貢

献する」ことを理念として新たな教育・研究活動を展開しています。 

「環境ストラテジスト」とは、東アジアにおいて同時複合的に発生している環境問題に対処できる人

材と定義しています。環境問題を総合的かつ体系的に捉えることができ、戦略的に解決策を提示できる

環境リーダーとして、社会の各分野において第一線で活躍できる人材を意味しています。 

必修科目は「東アジア環境概論」、「環境ソリューション学」、「環境の社会経済分析」、「環境システム分

析論」からなり、「東アジア環境プロジェクト演習」では国内および海外のフィールド演習およびイン

ターンシップを実施します。 
 

■内 容 

日時：平成 23 年 2 月 17 日（木） 第一部（一般公開）    9：30 －14：40 

                  第二部（関係者のみ） 15：00 －17：40 

場所：九州大学伊都キャンパス 稲盛財団記念館 

主催：国立大学法人九州大学（東アジア環境研究機構） 

プログラム： 

第一部（一般公開） 

   ・開会挨拶（有川節夫 九州大学総長） 

   ・来賓挨拶（田口康 文部科学省、環境エネルギー課長） 

・プログラム概要紹介（東アジア環境研究機構プロジェクト推進室長） 

・講演（１）国際機関セッション 

（アジア開発銀行、国際連合人間居住計画（ハビタット）、 

国立環境研究所、総合地球環境学研究所等６機関） 

   ・講演（２）自治体・企業セッション  

（福岡県環境部、九州電力株式会社、西部ガス株式会社、 

サントリ―ホールディングス株式会社） 

   ・質疑応答/まとめ 

  第二部（関係者のみ）：本プログラムの学生による研究内容の発表、 ディスカッション  
 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

九州大学 東アジア環境研究機構 

ストラテジスト育成支援室 担当：篠﨑  

電話：０９２－８０２－２５６７ 

FAX：０９２－８０２－２５６８ 

Mail：office@rieae.kyushu-u.ac.jp 

東アジア環境研究機構 「東アジア環境ストラテジスト育成プログラム」 

国際キックオフシンポジウム 

『東アジア環境リーダー育成のための国際教育プログラムの現状と今後の展望』を開催 

概 要 

九州大学東アジア環境研究機構が主体となり、文部科学省科学技術振興調整費、戦略的環境リー

ダー育成拠点形成事業「東アジア環境ストラテジスト育成プログラム」（平成 22年～平成 26年）の

キックオフシンポジウムを 2月 17日(木)に開催します。 

本シンポジウムの目的は、このプログラムの本格的な活動を前に、国際機関、国内外の連携先で

ある大学、研究機関、行政、企業に本プログラムを広く紹介するとともに、本プログラムの課題や

使命,および今後の展望について意見交換および協議を行い、より充実した環境ストラテジスト育成

プログラムを推進することにあります。 
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九州大学 伊都キャンパス 稲盛財団記念館 

9:00 –   9:30 開　場 受付開始

開会歓迎の挨拶

総合進行： 中島 朋子(東アジア環境研究機構 職員)

進行： 堀 史郎(九州大学 教授、東アジア環境研究機構 育成支援室　副室長 )

PROGRAM

10:15 – 10:30 休憩

第一部 (Room A) 
9:30 –   9:40 開　会

まとめと閉会挨拶

有川 節夫 (九州大学 総長、東アジア環境研究機構　機構長)

田口　 康 （文部科学省 研究開発局 環境エネルギー課 課長 (MEXT))

島岡 隆行 (九州大学 教授、東アジア環境研究機構 プロジェクト推進室 室長)

島岡 隆行 (九州大学 教授、東アジア環境研究機構 プロジェクト推進室 室長)

●東アジアの抱える環境問題、国際機関が実施している環境プロジェクトの紹介　●求められる環境スペシャリストとは

9:40 –   9:55 来賓挨拶

9:55 – 10:15 プログラム概要説明

14:30 – 14:40 閉　会

国際連合人間居住計画（ハビタット）　  ブルーノ・デルコン (人間居住オフィサー)

独立法人　国立環境研究所　  森口 祐一  (博士、循環型社会・廃棄物研究センター長) 

大学共同利用機関法人　人間文化研究機構　総合地球環境学研究所　  門司 和彦 （博士、研究部　教授)

同済大学  国連環境計画(中国)　  仇 華飛 （博士、教授、国際関係学院 学院長）

ホーチミン市工科大学(ベトナム)　  Nguyen Phuoc Dan (博士、環境学部 学部長)

質疑応答 

アジア開発銀行(T.D.B)

10:30 – 12:15

10:30 – 10:45

10:45 – 11:00

11:00 – 11:15

11:15 – 11:30

11:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 12:15

国際連携機関　講演セッション

進行： 池田 博榮(九州大学 特任教授、イノベーション人材養成センター　マネージャー)
●各企業の取り組む環境対策、環境プロジェクトの紹介　●産業界が求める環境ストラテジストとは
●環境人材育成プログラムに期待すること

自治体・企業機関　講演セッション 

12:15 – 13:15 昼食休憩

13:15 – 14:30

九州電力株式会社　  中西 章夫 (地域共生本部　環境部 部長)13:30 – 13:45

西部ガス株式会社  　竹野 良一 (常務執行役員、エネルギー統轄副本部長 兼 エネルギー企画部長) 13:45 – 14:00

サントリーホールディングス株式会社  　山田 　健 （エコ戦略本部 兼 R＆D企画部 部長・シニアスペシャリスト)14:00 – 14:15

福岡県　  江里 耕一 (環境部 環境政策課 企画広報監)13:15 – 13:30

質疑応答 14:15 – 14:30
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