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　研究課題は、複数の研究者（複数の研究機関を含む）が研究チー
ムを構成して実施することができます。この場合、研究代表者は審
査過程での連絡・対応について、総括的な責任を有します。また研
究課題が採択された後は、研究計画全体の作成、研究推進に係る連
絡調整、全体の進捗管理等を行います。
　環境研究総合推進費は、公募区分や研究機関に応じて、委託費ま
たは補助金により交付します。
　委託費の場合、研究代表者が所属する研究代表機関は、環境再生
保全機構と委託研究契約を締結し、契約に従って研究を実施して
いただきます。またサブテーマを実施する共同実施機関は、研究代
表機関と個別に契約を締結していただきます。

　環境研究総合推進費は、地球温暖化の防止、循環型社会の実現、
自然環境との共生、環境リスク管理等による安全の確保等、持続可
能な社会構築のための環境政策の推進にとって不可欠な科学的知
見の集積及び技術開発の促進を目的として、環境分野のほぼ全領
域にわたる研究開発を実施しています。

環境研究総合推進費とは パネル展示課題

環境研究総合推進費の実施体制

環境省の行政ニーズに合致
する研究開発を採択・実施

　環境研究総合推進費は、
環境省が必要とする研究
テーマ（行政ニーズ）を提示
して公募を行い、広く産学官
の研究機関の研究者から提
案を募り、評価委員会及び分
野毎の研究部会の審査を経
て採決された課題を実施す
る、環境政策貢献型の競争
的資金です。

環境省、プログラムオフィサー
（PO）と連携して取り組みます

　環境研究総合推進費の効率的・
効果的な推進を図るため、平成28
年10月から環境再生保全機構に
おいて新規課題の公募・採択や配
分業務等を実施しています。
　行政ニーズの策定及び研究成
果の政策への反映を行う環境省、
研究内容・進捗状況の確認、研究
部会における評価結果を反映する
ための助言等を行うプログラムオ
フィサー（PO）と連携して研究を
実施します。

課題番号 タイトル 研究代表者 所属

S-12 SLCPの環境影響評価と削減パスの
探索による気候変動対策の推進 中島　映至 （国研）宇宙航空

研究開発機構

SⅡ-2
海洋プラスチックごみに係る動態・
環境影響の体系的解明と計測手法の
高度化に係る研究

磯辺　篤彦 九州大学

1RF-1701 ポスト2015年開発アジェンダの地
域実装に関する研究 川久保　俊 法政大学

1-1803 災害廃棄物の処理：わたしの町でも
できるでしょうか？ 多島　良 （国研）国立環境

研究所

2RF-1601 植物のCO2吸収量を宇宙から測
る！！ 加藤　知道 北海道大学

2-1801 世界の気候変動影響は、日本にどの
ような影響をもたらすのだろう？ 亀山　康子 （国研）国立環境

研究所

3-1705 高性能化プラスチックマテリアル
リサイクル 八尾　滋 福岡大学

3-1706 ナノセルロースは使い終わっても
役に立つ！ 遠藤　貴士 （国研）産業技術

総合研究所

3-1801
先端的な再生技術と動脈産業との
融合によるプラスチック資源循環
の高度化

中谷　隼 東京大学

3-1804
ごみ焼却主灰を安全にリサイクル
する  －エアテーブルでの金属選別
とエージングによる安定化－

肴倉　宏史 （国研）国立環境
研究所

4-1602
水を汲むだけで生物多様性が
わかる！？　
環境DNAによる生物調査手法

土居　秀幸 兵庫県立大学

4-1705 湿地の多面的価値評価軸の開発と
広域評価に向けた情報基盤形成 西廣　淳 東邦大学

4RF-1801
絶滅危惧種オガサワラグワの凍結
保存技術の開発 
－小笠原の森の復元を目指して－

遠藤　圭太
（国研）森林研
究・整備機構 
森林総合研究所

5-1602 東京都内を流れる河川中における生
活由来物質の生態リスク評価 西野　貴裕

（公財）東京都環
境公社東京都環
境科学研究所

5-1651 サイクロン採取されたPM2.5粒子の
細胞曝露による生体影響評価 奥田　知明 慶應義塾大学

5-1654
生活用品には欠かせない抗菌剤の
パラベンはアレルギー症を本当に
引き起こすのか？

中村　裕之 金沢大学

環
境
省

評価委員会

研究部会
研究課題の審査・成果の

評価を行う

環境再生保全機構

研究課題の実施の例

プログラムオフィサー
（PO）

プログラムディレクター※

（PD）

行政ニーズ提示

公募・採択・審査

運営費交付金

制度の管理・提言

契約・交付

報　告

成果報告

契約 契約

研究の進捗状況の
確認・評価結果の
反映状況のフォロー等

※環境省では、豊富な研究経歴のある
プログラムディレクターを配置し、
制度の適切な運用を行います。

サブテーマ
（研究代表機関）
・研究代表者

サブテーマ
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サイエンスカフェ概要

ファシリテーターの紹介

イベントスケジュール

サイエンスカフェを開催します！！サイエンスカフェを開催します！！

●古田ゆかり 氏　　サイエンスライター／サイエンスコミュニケーター　　
科学と社会の結びつきを考えるテーマで書籍、雑誌、web等で執筆活動
を行うほか、ワークショップ等を企画・開発・実施するグループサイエンス
カクテルを主宰。元北海道大学科学技術コミュニケーター教育研究部門 
特任准教授。

●永井智哉 氏　　研究開発アドミニストレーター／サイエンスコミュニケーター　　

科学と社会をつなぐプロデュース全般を専門として、サイエンスカクテル
メンバーとして活動。筑波大学計算科学研究センター主任研究員、博士
（理学）。著書「地球がもし100cmの球だったら」。

●小寺昭彦 氏　　科学技術コミュニケーター　　
メーカー勤務を経て、フリーランスとして社会参画、地域づくり、環境教育
など「学びの場づくり」を行うコーディネーター、ファシリテーター。これら
を専門としてサイエンスカクテルメンバーとして活動する。 

● 科学技術のさまざまな話題について、科学の専門家と一般の
人々が、カフェなどの比較的小規模な場所で気軽に語り合う
場をつくろうという試みです。

● 一般市民と科学者、研究者をつなぎ、科学の社会的な理解を
深めたり、生活者の感覚を専門家に届けたりする新しいコ
ミュニケーションの場です。

● 気軽に参加し、意見や疑問を話し合うことができる、世界でも
注目されている活動です。

● 今回は３名のファシリテーターがそれぞれの研究を掘り下げます。

本研究のテーマは、プラスチック資源循環の
高度化についてです。廃プラスチック発生量の将
来変化や再生原料の利用ポテンシャルを見極めつ
つ、それらがバランスした循環利用のシナリオに
ついて考えていきます。

東京大学・都市工学専攻で博士号を取得後、同・化学シ
ステム工学専攻の助手・助教を経て、現在は同・都市工学専
攻で講師を務める。専門は、ライフサイクル評価などを用い
たリサイクルのシステム的な分析。 

概要

持続可能な開発のための2030アジェンダが
国連で採択されて以降、日本全国の自治体で
SDGs達成に向けた取組が広がりをみせていま
す。その最新状況を紹介します。

慶應義塾大学大学院理工学研究科後期博士課程修了。
博士（工学）。法政大学デザイン工学部准教授（現職）。専門は
建築／都市環境工学。日本建築学会奨励賞、日本都市計画学
会論文奨励賞、山田一宇賞などを受賞。

概要

短寿命気候汚染物質（SLCP）が引き起こす気
候・環境影響の解明とそれを利用した地球温暖化
緩和策について、気候変動メカニズムを理解しな
がら、どのようなシナリオが有効なのかを皆さん
と一緒に考えていきます。

大気科学、福島原発事故の環境汚染等を研究。IPCC第
３次・５次執筆者として地球温暖化評価に貢献。日本学術会
議会員等を歴任、現在は国際気象学・大気科学協会事務局
長。東京大学名誉教授、2017年に紫綬褒章受賞。

概要

略歴

東京都内を流れる河川にて、生活由来の化学
物質による水生生物へのリスクを評価した結果、
一部の抗生物質等が比較的高い濃度レベルで存在
していたことが分かりました。詳しい内容はパネ
ルや講演をぜひご覧ください。

上智大学理工学部化学科卒業。東京都水道局入局を経
て、現在は東京都環境公社東京都環境科学研究所（前東京都
環境局東京都環境科学研究所）所属。専門は化学物質の環境
実態に関する研究。

概要

CO2だけではない!！ 
温室効果物質が複雑に絡み合う
気候変動・社会影響パズルを解く

分別の先を見てみよう　   
～産官民で進めるプラスチック資源循環～ 

東京都内を流れる河川中における
生活由来物質の生態リスク評価

　SDGsを社会に実装するために 
～地域に合った取組方法とその成果の見える化～

西野 貴裕 氏川久保 俊 氏

中島 映至 氏
12/6（木）　14：00～14：40／15：30～16：10

12/8（土）　14：00～14：30／15：00～15：30

12/7（金）　13：15～13：45／14：45～15：15 12/6（木）　11:30～12：00

公益財団法人東京都環境公社　
東京都環境科学研究所　主任研究員

法政大学　デザイン工学部准教授

中谷 隼 氏東京大学　都市工学専攻講師
JAXA地球観測研究センター　参与・特任教授

東京大学名誉教授

略歴

略歴
略歴

【5-1602】多種・新規化学物質の網羅的モニタリングと地域ネットワークを活用した
統合的評価・管理手法の開発

【S-12】SLCPの環境影響評価と削減パスの探索による気候変動対策の推進
【3-1801】先端的な再生技術の導入と動脈産業との融合に向けたプラスチック循環の
 評価基盤の構築

【1RF-1701】ポスト2015年開発アジェンダの地域実装に関する研究

ファシリテーター：永井智哉氏
ファシリテーター：小寺昭彦氏 

ファシリテーター：古田ゆかり氏

環境研究総合推進費で実施
する最新の環境研究を研究者が
わかりやすくご紹介します！

12/6（木）

介
紹
究
研
11:30～12：00

東京都内を流れる河川中に
おける生活由来物質の生態
リスク評価

西野 貴裕 氏
公益財団法人東京都環境公社　
東京都環境科学研究所　主任研究員

14：00～14：40 CO2だけではない！！ 温室効果
物質が複雑に絡み合う気候変
動・社会影響パズルを解く

中島 映至 氏
（国研）宇宙航空研究開発機構（JAXA）
地球観測研究センター　参与・特任教授
東京大学名誉教授15：30～16：10

12/7（金）
13：15～13：45 SDGsを社会に実装するため

に ～地域に合った取組方法と
その成果の見える化～

川久保 俊 氏
法政大学　デザイン工学部准教授14：45～15：15

12/8（土）
14：00～14：30 分別の先を見てみよう～産官民で

進めるプラスチック資源循環～
中谷 隼 氏
東京大学　都市工学専攻講師15：00～15：30




