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関東地方では、７月 19 日に気象庁から「梅雨

明けしたとみられる」との速報が出され、それ以

降連日うだるような暑さが続いています。 

東京では、葛西海浜公園で「海水浴社会実験」

が始まり、土日とお盆休みの海水浴が解禁されま

した。水質が改善し、今年からは半世紀ぶりに顔

をつけて泳いでもよくなったということで大き

く報道されました。 

昭和の終わりから平成の初めにかけて江戸川

区の南の方の埋め立て地である臨海町（1972 年

から始まった葛西沖開発事業により造成）に 5年

ほど住んでいましたが、歩いて 15 分ぐらいのと

ころに葛西臨海公園が作られ、その中にマグロの

大量死でも有名になった水族館ができ、臨海公園

の先には海浜公園が整備され・・と水辺が整備さ

れ景観がどんどん変わっていく姿を目の当たり

にしました。当時から四半世紀が経ち、泳げるま

でに水質が回復したという報道に接すると、長期

的視点に立った息の長い取り組みの重要性を再

認識します。 

さて、協会では「環境研究総合推進費研究管

理・検討事業」を受託しており、７月下旬から環

境研究総合推進費の継続課題の「中間評価」等を

行う会議を連日のように開催していますが、関連

する動きが政府内でありましたので、ご存知の方

もあろうかと思いますが、少しご紹介します。 

6月 30日に、財務省が平成 27年度予算執行調

査結果を公表したのですが、環境研究総合推進費

も対象になっていて、いくつか指摘事項がありま

した。予算執行調査とは、予算のＰＤＣＡサイク

ルにおける、Ｃ（チェック）・Ａ（アクション）

機能を強化し、予算へ的確にフィードバックする

ことが重要であるとの観点から行われているも

のです。 

調査結果は財務省のホームページ上で見るこ

とができますが、その中で、「環境省の政策ニー

ズを踏まえた上で各研究者に助言や進捗管理を

行うPD（プログラムディレクター）・PO（プロ

グラムオフィサー）が存在するが、研究課題数に

比して十分な体制になっているとは言い難い」と

いう聞き取り調査での意見を紹介しつつ、「想定

された成果を得るために、政策検討状況等の情報

提供及び進捗管理等を実施する体制を構築する

必要がある。」と指摘しています。 

7月24日の中央環境審議会総合政策部会に提出

された環境研究・技術開発の推進戦略答申案も、

現在の体制を強化し、適切な進捗管理や政策検討

状況等の情報提供が行えるような運営体制を構

築する必要があるとしています。 

PD、POが配置されるようになって10数年にな

り、以前と比べれば進捗管理体制が整ってきて、

研究者側も政策担当者側も意識が変わってきて

いると感じますが、一層の充実が求められている

ようです。指摘に的確に対応するためには、予算

の増額だけでなく、PD・PO、研究者にとどまら

ず評価者やアドバイザーのあり方、さらには政策

担当者の関与の仕方も含め、具体的にどのように

すれば想定された成果の獲得という目的を効率

的・効果的に達成できるのか知恵を絞り、実効性

のある仕組みをつくる必要がありそうです。 

その他の協会業務としては、二次募集を行った

「CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証研

究事業」について、７月中旬の評価委員会で採択

事業が決まりました。また、協会の会誌の最新号

として、「リン循環」が間もなく発刊予定です。 

引き続き、皆様のご支援、ご協力のほど、よろ

しくお願い申し上げます
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プログラムオフィサーを 5 年間務めさせて頂

いた。その 5年間はどうだったのだろうか。思い

返せば冷や汗が出ることばかりの 5 年間だった

ような気がする。「恥ずかしきこといと多し」の

一語で、プログラムオフィサー業の回顧としたい。 

さて、退職して毎日が日曜日になった。退職後

は学者としての世界から完全に引退することと、

仕事をせずに年金暮らしをすることの二つだけ

は決めていたが、「何か社会貢献をしなくては！」

とか、特に趣味を持ち合わせていない我が身にお

いて「何をして有り余る時間をどう過ごすか？」

という退職前の命題に答えが出せないままで区

切りの日を迎えた。毎日が日曜日という現実の中

にいると、有意義な一日だろうと無意味な一日だ

ろうとも同じ時間の流れの経過であると割り切

り、無意味であろうとも慣れてしまえば、のんび

りとした日々もそれはそれでいいものである。こ

れはきっと、本来したかったことが『何もしない

こと』だったのかもしれない。地域コミュニティ

ーの中での付き合いは、自治会長職を 20 年の間

に 2 回もこなしたので、何とかなりそうである。

その地域コミュニティーの最初の仕事として、自

治会推薦でこの 10 月にある国勢調査の統計調査

員に駆り出されることになってしまったが。 

日々の日課は自宅庭にある約 20 m2 の家庭菜

園の管理と 1日 5 kmのウォーキング、それと三

食の食事づくりである。これらは退職前からある

程度実践していたので、その質が濃くなったに過

ぎないが、勤務のかたわらの家庭菜園は手入れが

行き届かず雑草まみれで、虫に食われたり収穫の

適時をはずしたりと成果は今ひとつだった。今は

時間をいくらでもかけられるので、これまでの定

番でもあるトマト・キュウリ・ピーマン・ナス・

エダマメ・インゲンマメ・シシトウ・ミョウガ・

パセリに加えて、ブロッコリー・スナップエンド

ウ・オクラ・スイカ・バジルコナーノと種数を増

やし（写真 1）、かつ追肥の施用や雑草除去およ

びピンセットによるアオムシ取りなど丁寧な管

理となった。 

家庭菜園は野菜類の発芽から枯れるまでの一

生をつぶさに知ることができるという知識の獲

得とともに、そのかけた時間と情熱に比例したよ

うな分け前を頂けるという趣味と実益を兼ね備

えたものとなっている。家庭菜園については、元

プログラムオフィサーの志水俊夫さんや小林隆

弘さんとはこれまでもよく話をしていたが、退職

後の過日、志水さんの 200 m2 ほどの広い菜園を

見学させて頂いた。敷地が広いため野菜種間の畝

間が広く取ってあり、農作業をする十分な余裕が

あり、かつ植え付け畝には黒ビニールマルチがか

けられていて雑草がほとんどなく、手入れや収穫

作業がしやすそうな菜園であった。一方、当方は

 

写真 1：我が自宅庭の菜園（幅 2.3 m、長さ 9 m） 

手前から、栽培ネットに囲まれたスナップエンドウ、こ

んもりとしたボール形のバジリコナーノ、空色のブロッ

コリー、トマト、キュウリ、最も向こう側にあるのがミョ

ウガ。 
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菜園面積が狭いため畝間と株間が狭く、野菜達が

成長するにつれて足の踏み場がないような状態

である。

 

菜園の雑草として手を焼いているのは、いくら

抜いても再生してくるハマスゲ、ヤブガラシ、ド

クダミである。ハマスゲは細長い葉の多年草で、 

 

地中に細長い地下茎がありその先に硬い塊茎を

持つ世界的な強害雑草である（写真 2）。ヤブガ

ラシは茎葉全体が暗紅色でツル性の茎をもち、そ

の葉は 5 個の小葉の掌状複葉である（写真 3）。

ドクダミについては元プログラムオフィサーの

河合崇欣さんの随筆（2014 年 7 月号、第 17号、

庭のドクダミ）に既に紹介されている。根まで枯

らせるという除草剤のラウンドアップを、ハンド

スプレーでスプレーしたり（他の野菜類の葉にス

プレー薬剤がかからない場合）、刷毛で塗ったり

（近くに他の葉がある場合）して駆逐を目指して

いるがなかなかである。菜園の害虫としては、ブ

ロッコリーを食害するモンシロチョウの幼虫ア

オムシとカメムシの仲間のナガメ（成虫は体長

1cmでオレンジ色地に黒色の紋を持つ、ナガメと

は菜の花につくカメムシという意味、写真 4）、

キュウリのウリハムシ（成虫は全身が黄橙色で体

長 8mm 程度で活発によく飛ぶ）、エダマメのマ

ルカメムシ（エダマメに必ずつく体長 5mm前後

で暗褐色の丸い小型のカメムシ）に対してはピン

セットや農薬のマラソン乳剤を底に張ったジャ

ム瓶で捕獲を繰り返しているが、多勢に無勢でこ

れもなかなかである。害虫や雑草と格闘しながら、

今後とも連作障害に気を配り、ささやかな菜園を

維持していこうと思っている。 

料理づくりは 50 歳頃、カミさんが関節リュウ

マチを患ったことをきっかけに始まった。定年退

職（60 歳）後は休日と定休日には当番となり、

さらに 1 年前頃よりカミさんが母親の世話のた

め外出することが多くなったという事情も重な

ったため、今回の退職（68 歳）以降はほぼ毎日

となった。料理作りは、材料・調味料の量・火加

減と加熱時間などはレシピ通りである。カミさん

には美味しいと煽てられているが。 

老人のボケ防止として広く流布している教え

「キョウヨウ」と「キョウイク」があると聞く。

「教養」と「教育」と思いきや、さにあらず「今

日、用がある」と「今日、行くところがある」の

二つであるとのこと。ネットでこの名言の源を調

べると、「頭の体操」で知られる心理学者の多湖 

輝の著書「100歳になっても脳を元気に動かす習

慣術」（日文新書、2011年）にあるとのこと。我

 

写真 2：ハマスゲの地上茎葉と根及び塊茎 

 

写真 3：小葉 5 枚の掌状複葉を持つヤブガラシ 

 

写真 4：交尾中のナガメ、ブロッコリーの害虫、 

背中のオレンジ色地に黒色の紋が特徴的 
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が身に置き換えると、「今日、用がある」のは三

食、特に夕食作り、「今日、行くところ」はスー

パーで、そこでの買い物となるだろうか。 

健康のための運動はプログラムオフィサー時

代と同じく 1日 1万歩のみで、退職前はつくばか

ら協会までの通勤の歩数にプラス 15 分程度の散

歩（約 2,000歩）を加えることでほぼクリアでき

ていた。今では、近くの約 5 km散歩コースに出

てのキッチリしたウォーキングに代わっている。 

ただ、家庭菜園・料理・ウォーキングというの

んびりとした時間の流れは、頻繁に妨害される。

近所に住む専業主婦の娘の次男（1歳 9か月）の

闖入である。「おぉー、よく来た！」は最初だけ

で、しばらく相手をするも手抜きをしようと頃合

いを見計らって逃げると、「好かれている時は短

いのよ！」とカミさんのキツーイ一言。ご帰還頂

くバイバイの頃にはヘトヘトである。 

お世話になった協会の職員の皆様、上司・同僚

の皆様には、退職時の挨拶を欠礼してしまった。

また、「退職者の方は退職後、協会ニュースに是

非 1編の寄稿を」とお願いされた。3月末日に退

職したものの 4月以降、このことが喉に小骨が引

っかかっているような、いないような感じとして

残っていた。本編がその小骨感覚を消去できたか

どうかは心もとないが、自身としてはこれをもっ

て『晴れての退職』としたい。今後は「いま一寸、

いま少し」を生活の信条にして、田園風景の中で

過ごしていこうと思っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境研究総合推進費 平成 27年度新規研究課題

は、昨年 9～11月に公募を行い、環境研究企画委

員会の審査結果を踏まえ、応募総数 250課題の中

から、１戦略研究プロジェクト（20課題で構成）

及び 49課題が採択されました。 

部会ごとの内訳は、全領域共通・領域横断部会 5

課題、脱温暖化社会部会 8課題、循環型社会部会

16課題（うち 1課題は次世代）、自然共生型社会

部会 7課題、安全が確保される社会部会 13課題及

び戦略研究プロジェクト（S-14）となっています

（表 1参照）。 

H27年度新規採択研究課題の詳細については、

推進費 HP

（http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/ka

dai/new_project/h27/h27_new_project.html）にて

ご覧になれます。また、当協会ニュースでも次号

（9月号）より、各部会の担当プログラムオフィサ

ーによる課題紹介の連載を予定しています。

 

 

協会ニュースに会員からの投稿を募集中！  

 

協会会員相互の交流の場として、会員の皆様からご執筆頂いた文章を掲載する「AIRIES 随

筆」コーナーを設けております。内容は近況報告、趣味、雑感、研究状況、協会業務の改善の提

案等、また、法人会員の場合には活動の紹介も含め、協会ニュースの１頁程度（約 1,300字程度）

を想定しています。 

なお、本協会ニュースは、会員の皆様に配布されると同時に協会のホームページに公開されま

すので、ご承知おき下さい。 
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全領域共通・領域横断部会

委託・問題対
応

1-1501 リスク評価技術と制度の連携を通じたリスクガバナンス 東海　明宏 大阪大学 H27 H29

委託・問題対
応

1-1502
アジアの民生用エネルギー需要構造と将来予測に関するプラット
フォーム構築

中上　英俊 ㈱住環境計画研究所 H27 H29

委託・戦略Ｆ
Ｓ

1RF-1501
社会・生態システムの統合化による生態系サービスの自然的・
社会経済的価値の予測評価

武内　和彦 東京大学 H27 H27

委託・戦略Ｆ
Ｓ

1RF-1502
アジア地域における持続可能な消費・生産パターン定着のため
の政策デザインと評価

平尾　雅彦 東京大学 H27 H27

委託・革新
（若手）

1RF-1503
社会経済性分析を用いた地域エネルギーシステムの低炭素化シ
ナリオの策定

菊池　康紀 東京大学 H27 H28

委託・問題対
応

2-1501 気候変動対策の進捗評価を目的とした指標開発に関する研究 亀山　康子
国立研究開発法人国立環境
研究所

H27 H29

委託・問題対
応

2-1502
GOSAT 等を応用した南アジア域におけるメタンの放出量推定の
精緻化と削減手法の評価

林田　佐智子 奈良女子大学 H27 H29

委託・問題対
応

2-1503
地球温暖化に伴う気候変動と日本・東アジア域の降水現象の変
化に関する研究

高藪　縁 東京大学 H27 H29

委託・問題対
応

2-1504
ボルネオの熱帯泥炭林における炭素動態の広域評価システム
の開発

平野　高司 北海道大学 H27 H29

委託・問題対
応

2-1505
アジア起源の短寿命気候汚染物質が北極域の環境・気候に及
ぼす影響に関する研究

谷本　浩志
国立研究開発法人国立環境
研究所

H27 H29

委託・問題対
応

2-1506 歴史的海洋表層水温観測データの再整備とその気候学的評価 石井　正好 気象庁気象研究所 H27 H29

委託・革新
（若手）

2RF-1501 地上レーザーを用いた森林域での自然災害評価法の確立 加藤　顕 千葉大学 H27 H29

委託・革新
（若手）

2RF-1502
エコ・リバブルシティの都市構造モデルの構築とその計画論に関
する研究

氏原　岳人 岡山大学 H27 H29

補助・研究
（一般）

3K153001 廃棄物発生抑制概念のシステム分析と社会応用 酒井　伸一 京都大学 H27 H29

補助・研究
（一般）

3K153002
廃棄物処理システムの持続可能性評価手法と改善戦略に関す
る研究

松藤　敏彦 北海道大学 H27 H29

補助・研究
（一般）

3K153003
廃棄物の焼却処理に伴う化学物質のフローと環境排出量推計に
関する研究

小口　正弘
国立研究開発法人国立環境
研究所

H27 H29

補助・研究
（一般）

3K153004
水銀廃棄物の環境上適正な長期的管理のための埋立処分基準
の提案

石垣　智基
国立研究開発法人国立環境
研究所

H27 H29

補助・研究
（一般）

3K152005
災害廃棄物由来の分別土有効利用における木くず等有機炭素
含有量の評価

遠藤　和人
国立研究開発法人国立環境
研究所

H27 H28

補助・研究
（若手）

3K153006
使用済み海水淡水化膜を活用した途上国工業団地での工場排
水再利用システムの開発

山村　寛 中央大学 H27 H29

補助・研究
（一般）

3K152007 指定管理鳥獣の放置要件に関する研究 堀野　眞一
国立研究開発法人森林総合
研究所

H27 H28

補助・研究
（一般）

3K153008
巨大地震による震災廃棄物に関わる社会リスクをふまえたサス
テイナブルな適応策評価

北詰　恵一 関西大学 H27 H29

補助・研究
（一般）

3K153009
中間処理技術の体系化を通したリサイクルの高効率化のための
研究

村上　進亮 東京大学 H27 H29

補助・研究
（一般）

3K153010 容器リサイクル樹脂特性を利用した酸変性樹脂の開発 寺本　好邦 岐阜大学 H27 H29

補助・研究
（若手）

3K153011
人とリサイクルシステムのインターフェース「ゴミ箱」の機能性とデ
ザイン効果の分析

高橋　史武 東京工業大学 H27 H29

補助・研究
（一般）

3K153012 廃LED素子からのガリウム化合物の乾式リサイクル技術の開発 明石　孝也 法政大学 H27 H29

補助・研究
（一般）

3K152013 リチウムイオン電池の高度リサイクル 阿部　知和 本田技研工業㈱ H27 H28

補助・研究
（一般）

3K153014
新バイオ液体燃料製造プロセスの開発とその持続的社会実装支
援システムの構築

北川　尚美 東北大学 H27 H29

補助・研究
（一般）

3K153015
焼却主灰中の難溶性態セシウムが結晶表面の非晶質相に濃集
する機構の解明とその応用

東條　安匡 北海道大学 H27 H29

補助・次世代
（一般）

3J153001
スラッジ再生セメントと産業副産物混和材を併用したクリンカーフ
リーコンクリートによる鉄筋コンクリート部材の開発研究

閑田　徹志 鹿島建設㈱（技術研究所） H27 H29

循環型社会部会

脱温暖化社会部会 

 

表１：平成 27 年度新規採択研究課題一覧 
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委託・問題

対応
4-1501

生態学的ビッグデータを基盤とした生物多様性パターンの予測と
自然公園の実効力評価

久保田　康裕 琉球大学 H27 H29

委託・問題

対応
4-1502

沿岸から大洋を漂流するマイクロプラスチックスの動態解明と環
境リスク評価

磯辺　篤彦 九州大学 H27 H29

委託・問題

対応
4-1503

奄美・琉球における森林地帯の絶滅危惧種・生物多様性保全に
関する研究

正木　隆
国立研究開発法人森林総合
研究所

H27 H29

委託・問題

対応
4-1504

人口減少、気候変動下におけるグリーンインフラ－生物多様性・
防災・社会的価値評価

中村　太士 北海道大学 H27 H29

委託・問題

対応
4-1505

ハビタットロスの過程に着目した生態系減災機能評価と包括的
便益評価手法の開発

一ノ瀬　友博 慶應義塾大学 H27 H29

委託・問題

対応
4-1506

熱帯泥炭湿地林における生態系サービスの修復とＲＥＤＤ＋の
セーフガード履行システムの構築

小林　繁男 京都大学 H27 H29

委託・革新
（若手）

4RF-1501
遺伝子流動解析に基づくサンゴ礁生物北上予測を踏まえた海洋
保護区の検討

安田　仁奈 宮崎大学 H27 H29

委託・問題対
応

5-1501
原発事故により放出された大気中微粒子等のばく露評価とリスク
評価のための学際研究

森口　祐一 東京大学 H27 H29

委託・問題対
応

5-1502
多様な環境影響評価に資する風送エアロゾル濃度分布情報提
供システムの構築

清水　厚
国立研究開発法人国立環境
研究所

H27 H29

委託・問題対
応

5-1503
1,4-ジオキサンの環境動態の把握に基づいた土壌調査法の開発
に関する研究

駒井　武 東北大学 H27 H29

委託・問題対
応

5-1504
小規模畜産農家のための低コスト・低炭素・グリーン化高度処理
システムの構築に関する研究

中野　和典 日本大学 H27 H29

委託・問題対
応

5-1505
1,4-ジオキサン地下水汚染修復の予測・評価のための統合的数
値判定手法の開発

石井　一英 北海道大学 H27 H29

委託・問題対
応

5-1506
燃焼発生源における希釈法による凝縮性一次粒子揮発特性の
評価法の確立

藤谷　雄二
国立研究開発法人国立環境
研究所

H27 H29

委託・問題対
応

5-1551 脳の発達臨界期にあたる幼児期の殺虫剤ばく露量モニタリング 上島　道浩 名古屋市立大学 H27 H29

委託・問題対
応

5-1552
活性特異的濃縮基材と精密質量数による内分泌かく乱化学物質
のスクリーニング法開発

中島　大介
国立研究開発法人国立環境
研究所

H27 H29

委託・問題対
応

5-1553
妊婦の喫煙並びに家庭内喫煙が胎盤の糖・アミノ酸・脂肪酸輸
送に与える影響の研究

柴田　英治 産業医科大学 H27 H28

委託・問題対
応

5-1554
胎児期の内分泌かく乱物質への曝露が性分化・性腺機能および
第二次性徴発来に及ぼす影響：環境遺伝交互作用の解明

篠原　信雄 北海道大学 H27 H29

委託・問題対
応

5-1555
黄砂の乳幼児への短期影響―燃焼性大気汚染物質による影響
修飾―

中山　健夫 京都大学 H27 H29

委託・問題対
応

5-1556 化学物質による生態影響の新たな評価体系に関する研究 鑪迫　典久
国立研究開発法人国立環境
研究所

H27 H29

委託・問題対
応

5-1557
胎児期・小児期における化学物質の曝露源評価の体系化に関す
る研究

高木　麻衣
国立研究開発法人国立環境
研究所

H27 H29

戦略研究プロジェクト専門部会

委託・戦略 S-14 気候変動の緩和策と適応策の統合的戦略研究 沖　大幹 東京大学 H27 H31

自然共生型社会部会

安全が確保される社会部会
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ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RESEARCH INITIATIVES FOR 

ENVIRONMENTAL STUDIES 

 

 

 

 

1(水)：環境推進費 現地調査（福岡）  

CO2 対策事業 再エネ分科会を開催（ｱﾙｶﾃﾞｨｱ市ヶ谷） 

1(水),2(木)：環境推進費 アドバイザリーボード（アド）会合及

び現地調査に出席（三重） 

2(木)：環境推進費 次期戦略課題検討会を開催（全日通霞ヶ

関ビル） 

     環境推進費 現地調査（つくば） 

CO2 対策事業 再建築物等分科会を開催（ｱﾙｶﾃﾞｨｱ市

ヶ谷） 

3(金)：環境推進費 キックオフ会合に出席（京都） 

    CO2 対策事業 担当課題打合せ（環境省） 

3(金),4(土)：環境推進費 戦略課題プロジェクト全体会合に出

席（京都）  

5（日）：環境推進費 アド会合に出席（東京） 

6(月)：環境推進費 担当課題打合せ（協会） 

    環境推進費 現地調査（東京） 

7(火)：英文会誌打合せ（東京）  

8（水）：環境推進費 第 1 回企画委員会を開催（全日通霞ヶ

関ビル）  

9（木）：環境推進費 アド会合に出席（東京） 

10(金)：環境推進費 アド会合に出席（東京） 

    CO2 対策事業 第 1 回評価委員会を開催（ｱﾙｶﾃﾞｨｱ市

ヶ谷） 

    第 13 回リン資源・リサイクルシンポジウムに参加 

（東京証券会館 8 階ホール） 

14(火)：環境推進費 アド会合に出席（大分） 

     環境推進費 現地調査（愛媛） 

15（水）：環境推進費 担当課題のｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑに出席（つくば） 

16(木)：環境推進費 現地調査（北九州）  

17(金)：環境推進費 戦略課題ﾃｰﾏﾘｰﾀﾞｰ会議に出席（神戸） 

    環境推進費 現地調査（名古屋） 

21(火)：環境推進費 行政担当者打合せ（東京） 

    環境推進費 現地調査（京都） 

    会誌編集委員会を開催 

22(水)：環境推進費 次期戦略課題検討会を開催（全日通霞

ヶ関ビル） 

CO2 対策事業 ウェブ打合せ 

23(木)：環境推進費 中間評価ヒアリング（自然共生部会）を

開催（全日通霞ヶ関ビル） 

     環境推進費 現地調査（和歌山） 

CO2 対策事業 検討会に出席（川崎） 

24(金)：環境推進費 中間評価ヒアリング（安全確保部会）を

開催（全日通霞ヶ関ビル） 

25(土)：環境推進費 アド会合に出席（金沢） 

27(月)：環境推進費 アド会合に出席（千葉） 

28(火)：環境推進費 アド会合に出席（横浜）,(千葉),(北海道) 

     環境推進費 現地調査（福岡） 

29（水）：環境推進費 アド会合に出席（東京） 

     CO2 対策事業 打ち合せに出席（環境省） 

30(木)：環境推進費 中間評価ヒアリング（脱温暖化部会）を

開催（全日通霞ヶ関ビル） 

＊環境推進費：環境研究総合推進費研究管理・検討事業 

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 
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 E-mail：airies@airies.or.jp   
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