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日本LCA 学会 平成２１年度事業報告書 

（平成21年1月1日 ～ 平成21年12月31日） 
 

日本ＬＣＡ学会の活動も約5年が経過いたしました。21年度は、学会誌発行や講演会、研究発表会の開催

などの主事業も安定しており順調でした。昨年度中に新しくニューツーリズム研究会がスタートしましたが、

研究会活動も成果を少しずつ社会に向けて発信できるようになりました。 
また、学生交流ネットワークは、ワークショップや見学会などを通じて、学生会員間の交流を図るなど、

若いネットワークが生まれつつあります。 
また、20年度末に制定された第1回学会賞の表彰者の公募が実施され、厳正なる選考の結果、学会功労賞、

功績賞、論文賞、奨励賞が決定いたしました。 
上記を含む、平成21年度中の詳細活動は下記のとおりです。 
 

１．平成21年12月31日現在の会員数および年度内の会員の移動は下記のとおりです。 
平成21年度末  賛助会員：54団体（55口） 正会員：388名 学生会員：141名 
年度内の移動  賛助会員：入会 4団体（4口） 退会  2団体（2口） 

      正 会 員：入会 67名            退会 34名 
        学生会員：入会 62名            退会 35名 

 

[参考] 平成17年度末の会員数    賛助会員：  43団体 44口    正 会 員：  235名   学生会員： 42名 

平成18年度末の会員数    賛助会員：  44団体 45口    正 会 員：  274名   学生会員： 63名 

平成19年度末の会員数    賛助会員：  45団体 46口    正 会 員：  329名   学生会員： 97名 

平成20年度末の会員数    賛助会員： 52団体 53口    正 会 員： 355名   学生会員： 114名 

 
２．学会誌の発行（４回）      （ ）は印刷冊数 
  Vol.5 No.1 平成21年1月発行 
       特集「社会システムのLCA: Social / Dynamic LCAの確立を目指して」（660冊） 
  Vol.5 No.2 平成21年4月発行  特集「グリーン購入と環境ラベル」（650冊） 
  Vol.5 No.3 平成21年7月発行  特集「ライフサイクル思考と環境教育」（650冊） 
    Vol.5 No.4  平成21年10月発行 特集「第4回研究発表会からの投稿」（650冊） 
  ・研究論文のWeb掲載準備を継続 

 
３．第４回研究発表会の開催および第5回研究発表会発表申込受付および講演要旨受付 

・第４回研究発表会の開催 
   会 期：平成21年3月5日（木）～3月7日（土） 場所：北九州国際会議場 
   参加者：３４５名 
 

・第5回研究発表会の開催準備 
   [会期：平成22年3月4日（木）～3月6日（土） 場所：東京都市大学] 

発表申込受付：平成21年10月1日（木）～ 11月5日（木） 
      講演要旨受付：平成21年12月17日（木）～ 平成22年1月14日（木） 
 
４．講演会等の開催（４回） 

第8回共催講演会  日 時： 平成21年3月2日（月） 
             場 所： 中央大学 駿河台記念館 
             テーマ： 中小企業におけるLCAの実践と課題 
   担 当： LCA日本フォーラム事務局（産環協） 

参加者： 130名 
第8回単独講演会  日 時： 平成21年6月19日（金） 

             場 所： 工学院大学 
             テーマ： 食品研究会報告会 
     「食を巡るCO2の見える化の現状と今後の課題」 
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   参加者： 89名 
第9回共催講演会  日 時： 平成21年11月19日（木） 

             場 所： センチュリー三田ビル 10階 AB会議室 
   後 援： カーボンフットプリント日本フォーラム 
             テーマ： “ニューツーリズム”の「CO2の見える化」 
   参加者：  45名 

カーボンフットプリントなんでも相談会 
             日 時： 平成21年10月7日、 10月14日 
   場 所： 工学院大学 新宿キャンパス 19階会議室 
   参加者： 10/7  10名  10/14   8名 
 
５．第９回エコバランス国際会議開催準備 

テーマ：2020年まで、そしてその後に向けて 
会 期： 平成22年11月9日（火）～12日（金）  
会 場： 日本科学未来館 
準備委員会 日 時： 平成21年5月20日（水） 16:30～18:00 
         場 所： 日本科学未来館 交流サロン 
第1回実行委員会  日 時： 平成21年7月22日（金） 10:00～12:00 
         場 所： ビジネススクール・インターナショナル ７階 Room D 
第2回実行委員会 日 時： 平成21年9月30日（水） 17:00～19:00 
         場 所： ビジネススクール・インターナショナル ７階 Room D 
第3回実行委員会 日 時： 平成21年11月5日（木） 15:00～19:00 

              場 所： 商工会館7階７D 
 
６．研究会活動 

食品研究会の活動 

講演会の開催（企画委員会との共催） 
 日 時： 平成21年 6月 19日（金）13:30～18:00 
 場 所： 工学院大学 新宿キャンパス 中層棟5F（B-0563教室） 
 テーマ： 食を巡るCO2の見える化の現状と今後の課題 
  参加者： 89名 

研究会の開催 

第35回   日時：平成21年3月29日（月）15:00～18:00 
場所：早稲田大学早稲田キャンパス1号館200号会議室 
参加者数：23名 

第36回   日時：平成21年5月21日（木）15:00～18:00 
場所：工学院大学新宿校舎19階応用化学系会議室 
参加者数：22名 

第37回 日時：平成21年9月7日（木）15:00～17:00 
場所：工学院大学新宿校舎19階応用化学系会議室 
参加者数：26名 

現地見学会の開催 

  日 時： 平成21年 10月 26日（月）14:00～16:00 
  場 所： (有)美野里農園（茨城県小美玉市堅倉1702-3） 

   参加者： 12名 

 

環境教育研究会の活動 

     研究会の開催 
    第５回研究会 

日時：平成21年2月17日（火）15：00～18：00 
場所：共立女子短期大学 本館4階415室 
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第６回研究会 
 日時：平成21年7月3日（金）14:30～16:30 
 場所：ビジネススクール・インターナショナル ７階 Room F 

第７回研究会 
 日時：平成21年 12月1日（火）15:00～17:00 
 場所：ビジネススクール・インターナショナル ７階 Room F 
 

    ニューツーリズム研究会の活動（4月から活動開始） 

    第１回研究会 
日時：平成21年7月27日（月）10:00 ～12:00 
場所：工学院大学 新宿校舎 19階会議室 

第２回研究会 
 日時：平成21年9月16日（水）15:30 ～17:30 
 場所：工学院大学 新宿校舎 19階会議室 

第3回研究会 
 日時：平成21年10月26日（月）13:00 ～15:00 
 場所：工学院大学 新宿校舎 19階会議室 

 

学生交流ネットワークの活動 

第１回交流会兼第１回学生総会 
開催日：平成21年3月5日（木）（第4回日本LCA学会 研究発表会 会期中） 
場  所：北九州国際会議場 11会議室 
参加者数：45名 

第1回工場見学会 
開催日：平成21年9月11日，ワークショップと併せて実施 
訪問先：味の素株式会社 川崎工場（神奈川県川崎市） 
参加者数：約20名 

ワークショップ2009 
開催日：平成21年9月11～13日，工場見学会と併せて実施 
場所：ホテルサンシャイン白子（千葉県長生郡） 
参加者数：約20名 

 
７．第1回学会賞表彰者の決定 

＜学会功労賞＞ 受賞者2名 
 ① 氏  名：山本 良一（東京大学 生産技術研究所・教授） 
   業  績：日本LCA学会の設立に関する功績 
 ② 氏  名：安井 至（独立行政法人 製品評価技術基盤機構・理事長） 
   業  績：日本LCA学会の設立に関する功績 
＜功 績 賞＞ 受賞者 1名 
 ① 氏  名：伊香賀 俊治（慶應義塾大学・教授） 
   業  績：建築部門における先進的なLCA研究とその実践・普及  
＜論 文 賞＞ 受賞論文 1報 
 ① 論文題目：（日）製鉄所での廃プラスチック利用のよるCO2 削減ポテンシャル 
        （英）CO2 Reduction Potentials by Utilizing Waste Plastics in Steel Works 
      掲 載 紙：1．日本LCA学会誌（Vol.5 No.4 (下記の掲載誌に掲載された論文の転載)） 
        2．掲載誌（International Journal of LCA Vol.14,pp.122-136） 
   著 者： 関根有１）、福田耕一２）、加藤健次２）、足立芳寛１）、松野泰也１） 
   所 属： 1) 東京大学 大学院工学系研究科 マテリアル工学専攻 
         2) 新日本製鐵株式会社 環境・プロセス研究開発センター 
＜奨 励 賞＞ 受賞者 1名 
 ① 氏 名：醍醐 市朗（東京大学 大学院工学研究科 マテリアル工学専攻・特任講師） 
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   業 績：素材の循環利用性評価 
 

８．学会運営のための会議等 
 総会 
  第８回総会（定期総会） 
  日 時： 平成21年3月5日（木）17:20～17:50 
  場 所：  北九州国際会議場2階 国際会議室 

 議 案： 第１号議案 平成20年度事業報告書(案)および収支決算書(案)について 
 第2号議案 平成21年度収支予算の変更(案)について 

 第３号議案 会則の変更（案）について 

 第４号議案 理事の選出（案）について 
 
理事会 

  第19回 日 時： 平成21年3月5日（木）11:50～12:50 
  場 所：  北九州国際会議場3階 31会議室 
  議 題： ①平成20年度事業報告（案）および収支決算（案）について 

                ②平成21年度収支予算の修正（案）について 
③第8回エコバランス国際会議収支決算報告について 

         ④会則等の変更について 
         ⑤第5回研究発表会の開催について 
         ⑥理事の推薦および平成21年度委員会委員の承認について 
         ⑦顧問の委嘱について 

第20回 日 時： 平成21年5月29日（金）書面による審議 
       議 題： ①新規研究会の設置について 

第21回 日 時： 平成21年7月９日(木) 15:00～17:00 
          場 所： 航空会館 505会議室 
  議 題： ①表彰規則（案）の承認 

                ②学生交流ネットワーク規則（案）の承認 
第22回 日 時： 平成21年12月17日（木）17:00～19:00 

          場 所： 航空会館 505会議室 
  議 題： ①学会賞選考結果の審議および表彰者の決定 

                ②平成22年度事業計画（案）および収支予算（案） 
 役員の異動 

    役員改選   （任期：平成21年1月1日～平成22年12月31日） 

会 長 稲葉  敦 

副会長 原田 幸明   森口 祐一 

理 事 29名 

監 事 酒井 清次   齋藤 雅典 

新理事     中原 秀樹 （任期：平成21年4月1日～平成22年12月31日） 

    新顧問     山本 良一   安井  至    須田  茂 

            （任期：平成21年4月1日～平成22年12月31日） 

 

 学会誌編集委員会 
第19回 日時：平成21年3月10日（月）10:00～12:00 

  場所：ビジネススクール・インターナショナル 7階 Room F 
   第20回 日時：平成21年5月29日（金）10:00～12:30 
  場所：ビジネススクール・インターナショナル 7階 Room D 
   第21回 日時：平成21年8月14日10:00～12:00 
  場所：ビジネススクール・インターナショナル 7階 Room D 
     第22回 日時：平成21年10月16日～11月6日 
  場所：メール審議 
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     第23回 日時：平成21年11月9日10:00～12:00 
  場所：ビジネススクール・インターナショナル 7階 Room F 

 
 総務委員会 

第14回  日 時： 平成21年2月10日（火）10：00－12：00 
場 所： ビジネススクール・インターナショナル 

第15回 日 時： 平成21年12月 4日（金）10：00－12：00 
場 所： 未踏科学技術協会 会議室 

 
表彰委員会 

  第１回 日 時： 平成21年7月7日（火）11:00～12:00 
      場 所： 未踏科学技術協会 会議室 
  第2回 日 時： 平成21年12月3日（木）10:00～12:00 
      場 所： ビジネススクール・インターナショナル7階 Room F 
 
年会関連 

   第４回研究発表会実行委員会 
  第3回 日 時： 平成21年3月4日（水）19:00～20:00 
      場 所： 北九州国際会議場 事務局室 

第4回  日  時：  平成21年6月1日（月）15:00～17:00 
         場  所：  東京大学工学部5号館3階 大会議室 
 
   第5回研究発表会実行委員会 
  第１回 日 時： 平成21年7月24日（金）15:00～17:30 
      場 所： 東京大学工学部5号館337号室 
  第2回 日 時： 平成21年11月16日（金）16:50～19:50 
      場 所： 東京都市大学横浜キャンパス3号館YCホール 
 

第5回研究発表会プログラム編成委員会 
  第１回 日 時： 平成21年11月16日（金）14:00～16:50 
      場 所： 東京都市大学横浜キャンパス3号館YCホール 
 
 企画委員会 

第11回企画委員会 日 時： 平成21年3月5日（木）19:00～20:00 
場 所： 北九州国際会議場 

第12回企画委員会 日 時： 平成21年8月20日（木）15:00-～17:00 
   場 所： ビジネススクールインターナショナル 

第13回企画委員会 日 時： 平成21年11月12日（木）15:00～17:00 
   場 所： ビジネススクールインターナショナル 
 
９．会則の変更、新規則について 

   会則の一部変更  第7条 役員、 第13条 顧問      平成21年3月5日 
   表彰規則の施行  平成21年7月9日 

 


