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5 月の天気は異常でした。寒気が南下して暖気

とぶつかって大気の状況が不安定な日が続きま

した。晴れていたのがあっという間に雨、それも

すさまじいばかりの雨が降ったり、雹が降ったり

しましたし、茨城県などでは竜巻によって大きな

被害が生じました。通常 5 月は、大気の安定した

五月晴れの日が続く気持ちのよい季節との印象

が強いので、なおさら強く異常さを感じます。こ

のまま梅雨に入るのでしょうか。スカッとした青

空が少し続くと気持ちもスッキリするのですが、

暑い夏を待たなければならないのでしょうか。 
ここで、「五月晴れ」と書きましたが、五月（さ

つき）は旧暦ですので、新暦では 6 月になります。

したがって、梅雨の合間の晴れ間というのが正し

い使い方のようです。広辞苑でも、「五月晴れ」

の 2 番目の意味として「5 月の空の晴れわたるこ

と。」が挙げられていますが、誤用とされること

が多いとのことです。でも、言葉は時代とともに

変化しますので、「5 月の空の晴れわたること。」

の意味が常用となる日がいつか来ると思います。 
青空の少ない 5 月でしたので、5 月 21 日の金

環日食を見ることができたのは幸運としかいい

ようがありません。日食グラスを使って、しっか

りと観察できました。朝早くからの天体ショーに

本当に興奮しました。でも、太陽が月によって欠

けていき金環日食になるまでは、今どうなってい

るのだろうと家内と交代で繰り返し見ていまし

たが、金環日食が終わって金環が欠けていく段に

なるとなぜか急に興味が失われていきますね。興

奮が醒めてしまうのでしょうか。何か人間社会の

縮図を見ているような感じがしました。 
わが家の近所は私よりも年配の方が多いので

すが、日食グラスを用意して観察している人は本

当に少なかったです。それでも、女性たちは集ま

って、穴を通して地面に写そうとしたりして、何

とか見えないかと工夫をしていました。家内が日

食グラスを貸してあげると交代で日食を楽しん

でいましたが、男性は誰も出てきておらず、どう

もテレビの映像で満足しているようでした。高齢

化社会の男性はこれでいいのだとろうかと思っ

てしまいました。 
さて、協会の業務ですが、「地球温暖化対策技

術開発・実証研究事業」については、平成 23 年

度終了課題の書面評価を委員の方々にお願いし

ているところです。また、現在、補助金事業の二

次募集が行われており、公募が終わると 7 月中旬

の評価委員会でのヒアリングに向けた作業が始

まります。 
「環境研究総合推進費研究管理・検討事業」に

ついては、継続課題のアドバイザリーボード会合

が徐々に始まり、PO の出張が多くなってきまし

た。また PO による、終了課題の 終報告書の原

稿内容の確認作業も始まっており、こちらは 8 月

中旬頃までに完了する予定です。一方で評価委員

の先生方には平成 23 年度終了課題の書面評価を

お願いしているところです。 
７月からは、公害一括計上予算の平成 23 年度

終了課題の「事後評価」と環境研究総合推進費の

継続課題の「中間評価」のためのヒアリング分科

会が始まります。それらの日程が固まり、7 月中

旬から 8 月上旬にかけて、計 10 回の分科会を運

営することになります。毎年のことではあります

が、暑い夏になりそうです。 
｢地域における ESD の取組強化推進業務｣につ

いては、岡山市での「学びあいフォーラム」の日

程と場所が決まるなど、少しずつ進展しています。 
 6 月 1 日には、平成 24 年度第１回理事会と定

時社員総会が開催され、平成 23 年度の事業報告

と決算報告が了承されました（別稿にて報告）。

また、早いもので、理事及び監事の任期満了の時

期が来ましたので、改選が行われ、全員が再選と

なりました。さらに、定時社員総会終了後に、新

しい理事による第１回臨時理事会が開催され、互

選により、会長（代表理事）には引き続き合志理

事が、専務理事（業務執行理事）には私が選任さ

れました。 
 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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ゾン 

ブータンでは、お寺のほかに、寺院とお城をかね

たような、ゾンと呼ばれるものがある（写真 1）。
ブータンでは、先に述べたように、地方で言葉が

違うため、共通語としてゾンカ語というものを使

うが、これはゾンで使われた言葉という意味だそ

うである。ゾンは、建物を廻らせて中庭を囲むよ

うになっており、中には、立派な仏像などが安置

され、政治や宗教の行事が行われる。王様の戴冠

式なども行われる。王様ももちろん仏教の信者な

ので、戴冠の前には、タクツアン寺院で一晩過ご

さねばならないそうである。ゾンは神聖な場所な

ので、ブータン人が訪れるときは、正装（民族衣

装）をし、絹でできたスカーフのようなものを体

にまとわなければならない（写真 2）。 
 
ブータンの娯楽 

ブータンの人たちは、どんな娯楽をしているの

であろうか。まだまだ近代化が始まったばかりな

ので、近代的な娯楽はあまりないようであるが、

も盛んなのが、頻繁に開催される各種のお祭り

行事である。これは、それこそ町中の人が晴れ着

を着てゾンに集い、踊りや仏画の拝観などを行う

ほか、社交の場でもあるようだ。現国王も、王妃

様をお祭りの時に見初めたそうである。ちなみに、

現王様もその先代もマウンテンバイクが大好き

で、しょっちゅうツーリングを楽しんでいるそう

で、我々がティンプーからパロに移動する途中で

もさっそうと自転車をこぐワンチェク国王とす

れ違った。黒いスポーツウェアーにサングラスと

ヘルメットというスタイルで、気楽に手を振って

くれた。その後からは、王妃様が黒塗りの車で付

き添っておられた。 
スポーツとしては、なんといっても国技のアー

チェリーであろう。とにかく、至る所に、アーチ

ェリー場があり、一日中楽しんでいるそうである。

弓には、伝統的な木製のものと、近代的な金属製

のものがあるが、 近はアメリカ製の何十万もす

るような弓を使う人も多いそうである。車が買え

るほどの弓を、借金をしてでも買うそうである

（写真 3）。競技は、140ｍほど離れて、互いに小

さな的を置き、相手の的に向かって射るのである

（写真 5）。当たれば、味方が祝いの踊りを踊り、

外れれば相手方が揶揄の踊りを踊る。的は、30cm
ほどしかなく、良くこんなものに当てるものだと

感心する（写真４）。それにしても、相手が射る 

写真 1：政治・宗教の中心ゾン 

写真 2：ゾンの内部と正装したガイド 
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場合でも、的の近くでみんな見ており、よく怪我

をしないものだと感心する。ガイドに聞いてみた

ら、たまには当たって怪我をすることもあるそう

である。これだけ、練習しているんだから、オリ

ンピックでは強いんじゃないですかと聞いたら、

やはりやり方が違うのでふるわないそうである。

正式な試合では、民族服を着て行うそうである。 

弓と似ているものとして、ダーツも盛んである。

ダーツと言っても、飲み屋でやっているものとは

違って、野球ボールほどの木のボールにヤジリと

後ろ羽根が着いた巨大な矢であり（写真 6）、40m
も離れた的に当てるのである。だから、ダーツと

言うより、野球の遠投に似ている（写真７）。こ

れも、互いの的に交互に当てっこをし、祝いや揶

揄の踊りをするのは同じである。これ以外では、

円盤で行うビリヤードのようなものも盛んであ

った。地元の若者は、ブータンはなーんもないと

ころだよ、と言うそうであるが、消費文化に接し

てからどうなるのか、心配でもある。 

ブータンの生活 
 パロに戻ってからは、2 晩、民家に泊めてもら

った。庭で民族舞踊を見たり（写真 8）、石焼き

風呂（焼いた石を放り込んでお湯を沸かす）に入

ったり、民族衣装を着せてもらったり、ブータン

生活を満喫した（写真 9）。1 回目に述べたように

写真 3：国技のアーチェリー  

写真 4：的はとても小さい 

写真 5：的までは 140ｍ！ 

写真 6：巨大なダーツ 

写真 7：40ｍの遠投 
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ブータンの住居は基本は農家なので、１階は家畜

や物置、2 階が住居や仏間、3 階は倉庫になって

いる場合が多く、とても広くて立派である。昔は

1 階は土を固め、2 階から木造で作っていたが、

近は、石やコンクリートで１階を作る場合が多

い。家の中心は立派な仏間で、仏壇も大きく、仏

画が一面飾られており、バターで作ったお供え物

が美しい（写真 10）。 
 こうしてブータンの旅も終わり、パロ国際空港

から飛び立ったわけだが、この空港は、木曽福島

の木曽川の河原に国際空港を作ったようなもの

なので、山に囲まれており、世界でもっとも離着

陸が難しい空港と言われている。とにかく、飛び

立つとすぐに目の前に山が迫ってくるので、川に

沿って旋回し、それこそ谷の中を伝いながら高度

を上げていくのである。はらはらしながら、ブー

タンに別れを告げた。（おわり） 

 
 
 
 

 
 
 
 

平成 24 年 6 月 1 日（金）、東京大学山上会館

において、平成 24 年度第１回通常理事会、平成

24年度定時社員総会及び平成24年度第１回臨時

理事会が開催されました。概要は、以下のとおり

です。なお、議案はすべて原案通り承認されまし

た。 
 
平成 24 年度第１回通常理事会 
第１号報告 職務執行状況報告 
高木理事から平成 23 年度の業務執行状況につ

いての報告があった。 
 
第１号議案 平成 24 年度事業計画の修正並びに

収支予算の補正 
平成 24 年 3 月 19 日（月）に開催された総会・

理事会で承認された事業計画及び収支予算に、

「平成 24 年度地域における ESD の取組強化推

進業務」に係わる業務及び収支予算を追加するこ

とが承認された。  
 

写真 8：民族舞踊 

写真 9：石焼風呂 左の枠の中に焼けた石を入

れる 

 
写真 10：立派な仏間 
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第２号議案 平成 23 年度事業報告 
平成 23 年度の業務内容は以下のとおり。 
１ 運営管理 
１-１ 理事会及び総会 
   理事会及び総会を以下のとおり開催した。 
(1) 平成 23 年度第１回通常理事会（平成 23 年 5

月 23 日（月）16:00～16:30） 
(2) 平成 23 年度定時社員総会（平成 23 年 5 月

23 日（月）16:30～17:00） 
(3) 平成 23 年度第 2 回通常理事会（平成 24 年 3

月 19 日（金）15:30～16:30） 
１-２ 企画総務部会 

運営全般に関する検討事項を審議するため､当

協会において以下のとおり企画総務部会を開催

した。 
(1) 第１回 平成 23 年 5 月 18 日（水）17:00

～18:00 
(2)  第２回 平成 24 年 3 月 12 日（水）17:00

～18:00 
 
２ 公益目的支出計画の事業 
情報交流部会に編集委員会を設置し、以下の会

誌を作成するとともに、国内外の大学、研究機関、

国際的研究計画事務局、協会会員などに配布した。 
１）和文誌「地球環境」 
・Vol.16 No.1：海洋環境研究の新たな展開：生 
態系管理の視点 

・Vol.16 No.2：遺跡土壌と古環境 
２）英文誌「Global Environmental Research」 
・Vol.15 No.1：Biomass Burning and Its  

Impacts on Earth's Environment 

・Vol.15 No.2：Precipitation Products : 
Development and Application to Climate 
Change Studies 
なお、上記会誌並びに続刊号のテーマ及び内容

を検討するため編集委員会を計４回開催した。 
 第１回委員会 平成 23 年 4 月 7 日 
 第２回委員会 平成 23 年 7 月 7 日 
 第 3 回委員会 平成 23 年 10 月 7 日 
第４回委員会 平成 24 年 1 月 13 日  

 
３ 自主事業 
３-１ 情報交流推進に関する事業 
(1) 学術会員の募集 
平成 22 年度に引き続き、学術会員を募集した。 

(2) 国際環境研究協会ニュースの発行 
法人会員、個人会員、学術会員向けに、「国際

環境研究協会ニュース」第 178 号～第 189 号を

作成し送付した。 
(3) 会員に対する情報提供事業 
法人会員、個人会員に対し、協会が入手した日

本学術会議ニュース等の資料を送付した。 
(4) エコアクション 21 の取得 

協会における省エネなどの環境管理を進める

ことを目ざし、平成 23 年 9 月にエコアクション

21 の認定を受けた。 
３-２ 調査に関する事業 
(1) 地球環境保全委員会 
地球温暖化などの地球的環境問題、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

を収集した。 
３-３ 広報事業 
平成 22 年度に引き続き、協会ホームページの

更新を実施した。  
 
４ 受託事業 
環境省から受託した以下の業務を実施した。 

４-１ 平成 23 年度環境研究総合推進費研究管

理・検討事業  
(1) プログラムオフィサーによる研究管理業務 
(2) 研究評価に関する分科会等の運営 
(3) 環境研究総合推進費の広報 
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(4) 研究動向の把握 
４-２ 平成 23 年度競争的研究資金制度管理・支

援事業  
環境省が実施する 3 つの競争的研究資金制度

の一連の業務を、効果的かつ効率的に運用するた

め、プログラムディレクター（PD）を１名配置

し、環境省の競争的研究資金制度の運営に関する

助言、競争的研究資金のあり方に関する助言、PO
の指導、総合科学技術会議等への対応などを行っ

た。 

４-３ 平成23年度地球温暖化対策技術開発等事

業管理・検討事業 
(1) プログラムオフィサーによる研究管理業務 
(2) 研究評価に関する分科会等の運営 
(3) 地球温暖化対策技術開発等事業の広報 
(4) 研究動向の把握 
(5) 事業の実績調査 
 
第３号議案 平成 23 年度決算報告 
平成 23 年度の決算は以下のとおりである。 

収支決算書 
平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで 

科        目 予算額 決算額 差  異

Ⅰ　事業活動収支の部

  １．事業活動収入

        入会金収入 220,000 12,000 208,000
        会費収入 3,035,000 2,668,000 367,000
        事業収入 203,908,000 191,908,000 12,000,000
        雑収入 3,010,000 1,465,787 1,544,213
        事業活動収入計 210,173,000 196,053,787 14,119,213
  ２．事業活動支出

        自主事業費支出 8,000,000 7,862,545 137,455
        受託事業費支出 122,364,000 115,794,819 6,569,181
        管理費支出 79,309,000 77,190,249 2,118,750
        事業活動支出計 209,673,000 200,847,613 8,825,387
          事業活動収支差額 500,000 -4,793,826 5,293,826
Ⅱ　投資活動収支の部

  １．投資活動収入

        賞与引当金取崩収入 0 3,648,000 -3,648,000
        投資活動収入計 0 3,648,000 -3,648,000
  ２．投資活動支出

        投資活動支出計 0 0 0
          投資活動収支差額 0 3,648,000 -3,648,000
Ⅲ　財務活動収支の部

  １．財務活動収入

        借入金収入 150,000,000 150,000,000 0
        財務活動収入計 150,000,000 150,000,000 0
  ２．財務活動支出

        借入金返済支出 150,000,000 150,000,000 0
        財務活動支出計 150,000,000 150,000,000 0
          財務活動収支差額 0 0 0
Ⅳ  予備費支出 500,000 0 500,000
        当期収支差額 0 -1,145,826 1,145,826
        前期繰越収支差額 38,918,016 38,918,016 0
        次期繰越収支差額 38,918,016 37,772,190 1,145,826  

 
第４号議案 公益目的支出計画実施報告書 
平成 23 年度の公益目的支出は以下のとおりである。 

計　画 平成23年度実績

35,252,708 35,252,708

①前事業年度末日の公益目的収支差額 0 0

②当該事業年度の公益目的支出の額 11,524,329 11,659,009

③当該事業年度の実施事業収入の額 1,290,000 985,503

25,018,379 24,579,202

10,234,329 10,673,506

３．当該事業年度末日の公益目的財産額

１．公益目的財産額

２．当該事業年度の公益目的収支差額

（①＋②－③）
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平成 24 年度定時社員総会 
平成 24 年度第１回理事会の議案に加え、新し

い理事及び監事の選任を行い、全員が再選された。 
 

平成 24 年度第１回臨時理事会 
社員総会に引き続き、臨時理事会が開催され、

会長に合志理事が、専務理事に高木理事が互選さ

れた。役員は以下のとおりである。

会　長 合志　陽一 (一社)国際環境研究協会　代表理事

専務理事 高木　宏明 (一社)国際環境研究協会　専務理事

理　事 奥村　知一 前(社)日本廃棄物コンサルタント協会　専務理事

同 大野　眞里 ㈱エックス都市研究所　代表取締役

同 片山　徹 (一社)海外環境協力センター　専務理事

みずほ情報総研㈱環境エネルギー第１部

上席部長代理　シニアマネジャー

同 田中　勝 鳥取環境大学サスティナビリティ研究所長

富士通エフ・アイ・ピー㈱　ビジネス革新推進本部

本部長代理

同 畑野　浩 いであ㈱理事・技師長

同 花木　啓祐 東京大学大学院工学系研究科　教授

同 堀　雅文 ㈱三菱総合研究所　参与

同 堀池　重治 ㈱サイエンス　代表取締役

同 松本　聰 東京大学　名誉教授

同 村井　繁夫 日本都市ナビゲーション㈱　代表取締役

同 吉野　正敏 筑波大学　名誉教授

パシフィックコンサルタンツ㈱

国土保全事業本部　環境・地盤技術部　技術部長

同 山中　芳夫 大阪学院大学　教授

同 白銀　二郎

同 田原　進

監　事 久保　英行

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

第 6 研究分科会：「領域横断」分野 
ここでは、第 6 研究分科会の新規課題 2 課題を

紹介致します。本分科会では、環境研究・環境技

術開発の推進戦略における重点課題の中の「領域

横断」に位置づけられるもので、低炭素社会、循

環型社会、自然共生社会及び安全・安心な社会の

複数の領域にまたがる研究です。なお、今回ご紹

介できなかった革新型研究課題など、環境研究総

合推進費の詳細については「環境研究・技術総合

サイト」

（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/index.ht
ml）をご覧下さい。
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◎Ｆ-1101：気候変動対策と生物多様性保全の連携を目指した生態系サービス評価手法の開発 

代表者：伊藤 昭彦（(独)国立環境研究所) 

 
近年の人間活動は化石燃料消費による気候変動

だけでなく、地球規模の森林破壊による炭素放出

と広域的な生物多様性の喪失を招いている。特に、

土地利用・被覆変化は、生態系による公益的機能

（生態系サービス）を大幅に劣化させる危険性が

あるが、気候調節サービスを主とする気候変動対

策と生物多様性保全対策との潜在的なトレードオ

フを解消し、適切な生態系管理に導くような指標

は未だ開発されていない。気候変動の緩和策とし

て途上国の森林減少・劣化防止（REDD+）が有望

視されているが、そこでも生物多様性への影響を

考慮することが求められ、生態系サービスを総合

的に評価する指標の必要性は急速に高まっている。 
本課題は、生態系サービスに関与する機能把握と

評価システムの開発を目的として、アジア地域を

中心に、現地観測、衛星リモートセンシング、生

態系モデル、社会経済モデルなどの手法を用いた

研究を統合的に進め、気候変動対策や生物多様性

保全に関する政策貢献へとつなげていくことを目

的としている。

 
◎F-1102：製鋼スラグと浚渫土により造成した干潟・藻場生態系内の物質フローと生態系の評価 

 研究代表者：西嶋 渉（広島大学） 

 
21 世紀環境立国戦略では、豊穣の里海の創生を

はじめとする自然の恵みを活かした活力溢れる地

域づくりが、重点的に着手すべき戦略の一つとし

て挙げられている。しかし現実は、里海の象徴と

もいうべきアマモ場・干潟は大きく減少している。

そのため、環境省をはじめ、国土交通省、水産庁

でも具体的な目標を掲げながら干潟・藻場の保全、

創出を図ろうとしている。 
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 本課題では、干潟・藻場（アマモ場）生態系の

再生・創出のために必要とされる造成土壌を製鋼

スラグと浚渫土の混合土壌で代替した場合の物質

フローを含む生態系の特徴及び優位性を科学的な

根拠のもとに明らかにし、生態系の再生・創出が

環境劣化を引き起こす自然砂の採取に依存するこ

となく、環境再生と資源再生が Win-Win の関係

で成り立つことを示す。加えて、ここで得られた

成果に基づき、様々な立場で干潟・藻場の再生・

創出に関与するステークホルダー間の相互理解に

貢献する。 
 製鋼スラグは、天然砂と異なり、アルカリ、酸

化物質の溶出等を通じて土壌環境に変化を及ぼす。

一方、浚渫土からも栄養塩、還元物質の溶出等が

起こることから生態系の基盤となる土壌環境は天

然砂を用いる場合とは異なる。そこで、混合土壌

内で起こる反応を含む物質フローについて時間軸

を含め正確に把握する。そして製鋼スラグと浚渫

土の混合土壌に特異的な物質フローが生態系に及

ぼす影響を、基礎生産を担う付着藻類及びアマモ

の光合成及び成長・増殖・ライフサイクル評価か

らベントスも含む生態系評価まで総合的に評価す

る。
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和文誌『地球環境』Vol.17 No.1「地球温暖化時代の生物季節と人びとの生活」（責任編集委員：吉野正

敏）を刊行致しました。地球の温暖化が言われて久しい昨今ですが、実際どういった現象が生じているの

か、改めて感じとっていただくことができるのではと思います。是非ご拝読ください。 

なお、6月末には、英文誌 Vol.16No.1“Studies on the Recent Glacial Fluctuations, Glacial Lakes 

and Glacial Lake Outburst Floods in South Asian Mountains”を発行する予定です。ただいま、校了

に向けて編集作業を進めているところです。発行まで、もうしばらくお待ちください。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地球温暖化時代の生物季節と人びとの生活 

・序文：「地球温暖化時代の生物季節と人びとの生活」特集号によせて …………………… 吉野 正敏 

・季節感・季節観と季節学の歴史   ……………………………………………………………… 吉野 正敏 

・日本各地のサクラの開花時期 …………………………………  小池 重人・繁田 真由美・樋口 広芳 

・植物季節の長期変化と気候変化   ……………………………………………………………… 青野 靖之 

・温暖化がサクラの開花期間に及ぼす影響 ……………………………………… 塚原 あずみ・林 陽生 

・海の季節性と魚類相の変化  ……………………………………………………………………… 川崎 健 

・市民参加型の生物季節観測  ……………………………………………………………………… 増田 啓子 

・都市の高温化が植物季節に及ぼす影響の評価：埼玉県熊谷市を事例として ………………… 松本 太 

・タンポポの類型別の分布とその開花季 …………… 漆原 和子・乙幡 康之・石黒 敬介・高瀬 伸悟 

・水稲栽培ごよみからみた季節変化と水稲作期移動による温暖化適応  …………………… 西森 基貴 

・果樹の生育変化と異常 ……………………………… 杉浦 俊彦・杉浦 裕義・阪本 大輔・朝倉 利員 

・健康と病気に関する天気俚諺とその季節性 ……………………………………… 福岡 義隆・吉野 正敏 

・近年における春の生物季節の変化  ……………………………………………… 西垣 知恵・林 陽生 

・マーチャンダイジングと季節 …………………………………………………………………… 常盤 勝美 



 

  11

ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR 
ENVIRONMENTAL STUDIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2(水)： 温対事業 打合せ（キャンパス省エネ関連）に出席 

(環境省) 

8(火）：推進戦略フォローアップ会議に出席 

9(水)：環境推進費 環境省・PD/PO 打合せ(環境省)  

10(木) ：温対事業 データベース関連打合せ 

11(金) ：会誌関連打合せ 

15(火)：那賀町バイオマスシンポ（相分離 EtOH 関連）に 

参加（徳島） 

16(水)：ESD 学び合いフォーラム打合せ（環境省） 

19(土) -21(月)：放射能除染学会に参加（福島） 

25(金)：環境推進費 現地調査（吹田） 

25(金) -27(日)：日本土壌動物学会に参加（富士吉田） 

26(土)：日本気象学会に参加（つくば） 

28(月)：企画総務部会開催（協会会議室） 

29(火)：環境推進費 現地調査（仙台） 

30(水)：ESD 業務 ヒアリング（静岡） 

31(木)：環境推進費 現地調査（兵庫） 

 

* 環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業 

  温対事業：地球温暖化対策技術開発・実証研究事業 

  ＥＳＤ業務：地域における ESD の取組強化推進業務 

 
 

〒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)

  


