
 

 

 

 

 

【日  時】2009 年８月７日（金）１３：３０－１６：４０ 

 
 
【会  場】アイビーホール青学会館 ２Ｆ ミルトス（東京都渋谷区渋谷４－４－２５） 

 
 
【参加対象】・グリーン物流研究会登録メンバー 

・ロジスティクス環境会議メンバー企業 

・その他物流・ロジスティクス分野における環境負荷低減活動に取り組む企業 

 
 
【参加のおすすめ】 

我が国では、20 世紀中頃より、大量生産・大量消費型の経済社会活動により急激な経済成

長を遂げたものの、一方で大量廃棄型の社会を形成してきました。これらを鑑み、循環型社会

形成推進基本法や各種リサイクル法等といった「循環型社会」の構築に向けた各種施策が遂行

されているものの、現状においても毎年４億 7,000 万トンもの廃棄物が生じている状況にあ

ります。 

  さらに、中長期的に見れば、アジアをはじめとした世界的な資源需要の増大や天然資源の枯

渇等による資源価格の高騰、我が国における廃棄物の最終処分場の残余容量の逼迫等は、我が

国の経済社会に与える影響も非常に大きいものと想定されることから、これらに対応するため

にも、循環型社会構築に向けた取組をより一層加速させることが必要だと考えられます。 

そこで、本研究会は、循環型社会構築をテーマとして、①廃棄物及びリサイクルに係る現状

と資源循環型社会構築に向けた今後の展望、②実際の取組事例について情報提供することによ

り、環境負荷低減の取組の一助としていただくことを目的として開催いたします。 

なお、本研究会は、ロジスティクス環境会議の一活動組織として、行政施策や企業事例等の

グリーン物流に係る新しい情報の収集・共有化を進めている「グリーン物流研究会」の８月度

（第 11 回）会合の一環として開催するものですが、今回は、同研究会登録メンバー以外の方

のご参加も可能となっております。皆様の積極的なご参加をお待ちしております。 

 
 
【参加費用】 ＊ロジスティクス環境会議メンバー企業一覧は、中面をご参照ください。 

・ロジスティクス環境会議メンバー企業の方（グリーン物流研究会登録メンバー含む）：無料 

 

・ロジスティクス環境会議メンバー企業以外の方 

●ＪＩＬＳ会員企業  ：10,500 円（１名：消費税込み） 

●ＪＩＬＳ非会員企業 ：21,000 円（１名：消費税込み） 

 
 
【定  員】 

1５0 名（定員になり次第、締め切らせていただきます。） 
 

 

＜ＪＩＬＳロジスティクス環境会議 グリーン物流研究会主催＞ 
 

公開制研究会「循環型社会構築を考える」 
―循環型社会構築に向けて物流・ロジスティクスの役割は？― 



【プログラム】 

時刻 内容 

13：30～ 

13：35 

（５分） 

開  会 

ロジスティクス環境会議 グリーン物流研究会 幹事  

（株式会社日本総合研究所 総合研究部門 上席主任研究員） 

下村 博史 氏 

13：35～ 

14：30 

（55 分） 

 

 

 

 

基調講演  

「資源循環型社会の展望」 

●現在の廃棄物処理・リサイクルの状況の概観 

●新しい資源循環レジームの構築 

●静脈物流ビジネスの意味 

 

慶應義塾大学 経済学部 教授  

細田 衛士 氏 

   
  【略歴】1977 年慶應義塾大学経済学部卒業 

1987 年同大学経済学部助教授 

199４年同大学経済学部教授（現在に至る） 

2001 年から 2005 年まで同大学経済学部長 

学位：博士（経済学） 

専門：環境経済学、理論経済学 

『資源循環型社会-制度設計と政策展望』（2008 年）など著書、 

論文多数 

14：30～ 

14：40 

休憩 

14：40～ 

15：35 

（55 分） 

 

 

 

 

 

事例 １  

「循環型リサイクルシステムの紹介 

－エコサークルⓇの具体例－」 

●帝人㈱の環境に対する考え方 

●エコサークルⓇの仕組み 

●エコサークルⓇの具体例 

 

帝人ファイバー株式会社 マーケティング部 部長 

大河原 茂 氏 

15：35～ 

15：45 

休憩  

15：45～ 

16：40 

（55 分） 

 

 

 

 

 

事例 ２ 

「総合物流事業による地域社会への貢献 

－循環型社会の構築を目指して－」 

●会社概要、環境取り組み概要 

●リサイクル事業への取り組み 

●今後の展開 

 

横手運送株式会社 代表取締役 

  塩田 謙三 氏 

16：40 閉  会   
＊ 都合によりプログラムを変更する場合がございますのでご了承ください。 



【ロジスティクス環境会議メンバー企業以外の皆様へ】 
 

＜ロジスティクス環境会議メンバー企業一覧＞（2009 年６月 30 日現在） 
会社名    会社名   会社名 

1 アサヒビール(株)  30 NPO 法人省エネルギー輸送対策会議 59 日本ロジテム(株) 

2 味の素(株)  31 新日石プラスト(株) 60 ネスレ日本(株) 

3 イオングローバルＳＣＭ(株)  32 新日本製鐵(株) 61 (株)野村総合研究所 

4 いすゞ自動車(株)  33 住友電気工業(株) 62 ハウス食品(株) 

5 (株)イトーヨーカ堂  34 西濃運輸(株) 63 パナソニック(株) 

6 ＳＢＳホールディングス(株)  35 センコー(株) 64 (株)ハピネット 

7 ＮＥＣロジスティクス(株)  36 第一貨物(株) 65 (株)バンダイロジパル 

8 遠州トラック(株)  37 (株)ダイフク 66 (株)日立物流 

9 (株)沖ロジスティクス  38 (株)竹中工務店 67 不二製油(株) 

10 オリンパスロジテックス(株)  39 ディーアイエス物流(株) 68 富士通(株) 

11 花王(株)  40 DIC ロジテック(株) 69 (株)フジトランスコーポレーション 

12 加藤産業(株)  41 鉄道情報システム(株) 70 富士物流(株) 

13 川崎陸送(株)  42 (株)東芝 71 プラネット物流(株) 

14 北九州市  43 東芝物流(株) 72 (株)プロロジス 

15 キッコーマン(株)  44 トヨタ自動車(株) 73 三井倉庫(株) 

16 キヤノン(株)  45 (株)豊田自動織機 74 三井物産(株) 

17 キユーピー(株)  46 豊田スチールセンター(株) 75 三菱化学物流(株) 

18 キリンビール(株)  47 トヨタ輸送(株) 76 三菱倉庫(株) 

19 (株)コイケ  48 トランコム(株) 77 (株)三菱総合研究所 

20 光英システム(株)  49 日清オイリオグループ(株) 78 三菱電機(株) 

21 鴻池運輸(株)  50 日清食品(株) 79 三菱電機ロジスティクス(株) 

22 国分(株)  51 (株)日通総合研究所 80 村田機械(株) 

23 佐川急便(株)  52 日本通運(株) 81 明治乳業(株) 

24 山九(株)  53 日本電気(株) 82 安田倉庫(株) 

25 サントリービジネスエキスパート(株)  54 (株)日本総合研究所 83 雪印乳業(株) 

26 (株)サンロジスティックス  55 日本トランスシティ(株) 84 (株)ライフサポート･エガワ 

27 (株)Ｊ－オイルミルズ  56 (株)日本能率協会総合研究所 85 リコーロジスティクス(株) 

28 (株)資生堂  57 日本パレットレンタル(株) 86 (株)菱食 

29 澁澤倉庫(株)  58 日本ビジネスロジスティクス(株)     

 

＜グリーン物流研究会 運営体制＞（順不同、敬称略） 
幹  事：下村 博史（株式会社日本総合研究所 総合研究部門 上席主任研究員） 

副 幹 事：鈴木 邦成（文化ファッション大学院大学 ファッションビジネス研究科 准教授） 

副 幹 事：山田 英夫（国分株式会社 経営企画部 環境担当 課長） 
 

＜グリーン物流研究会 参加のメリット＞ 
  ●異業種の企業事例、行政施策の情報収集が可能です。 

  ●環境対応を積極的に進めたいと考える異業種メンバーとの人的交流ができます。 

  ●会合ごとに「講演概要メモ」、さらに年間会合終了後に「活動報告書」が入手できます。 
 

＜グリーン物流研究会 2009 年度開催スケジュール＞ 
 
 
 
 
 

 

 

＊開催時間は 14 時－17 時を予定しておりますが、会合により   
開始・終了時刻が変更になる場合がございます。 

＊会場は原則として、東京都内となります。 
＊第 14 回会合は見学会を予定しておりますが、受け入れ先の 

都合により、開催日時が変更になる可能性がございます。 
 

＜グリーン物流研究会のこれまでの活動実績＞ 
  下記、ロジスティクス環境会議ホームページをご参照下さい。 

http://www.logistics.or.jp/green/shiryo/index.html#04 
 

＜グリーン物流研究会に期中参加するためには…＞ 
  ロジスティクス環境会議への参加申込が必要です（有料）。詳細につきましては、事務局（次ページ

の「問い合わせ先」欄参照）まで、お問い合わせください。 

会 合 日 程 

第９回 2009 年 ５月 26 日（火） 

第 10 回 2009 年 ６月 24 日（水） 

第 11 回 2009 年 ８月 ７日（金） 

第 12 回 2009 年 ９月 16 日（水） 

第 13 回 2009 年 10 月 21 日（水） 

第 14 回 2009 年 11 月 18 日（水）（仮） 

第 15 回 2009 年 12 月 ８日（火） 

第 16 回 2010 年 １月 20 日（水） 



【参加申込要領】ロジスティクス環境会議メンバー企業とメンバー企業以外の方でお申込方法が異なります。

 

ロジスティクス環境会議メンバー企業の方（グリーン物流研究会登録メンバー含む） 
メール、もしくはＦＡＸにてお申込ください。 

 
メールでのお申込方法 

●メール本文に＜会社名＞＜所在地＞＜所属・役職＞＜氏名＞＜電話番号＞＜Emaii アドレス＞を必ずご記

入の上、件名 『８月７日グリーン物流研究会 申込』 として、 

申込受付専用アドレス  g r e e n l o g i @ logist ics.or. jp へメールにてご連絡ください。 

●折り返し、参加者ご本人様へ確認のメールを送信させていただきます。 

ＦＡＸでのお申込方法 

●下記参加申込書に所定事項をご記入のうえ、事務局宛に FAX にてご送信ください。 

●折り返し、ご記載いただきましたメールアドレスへ確認のメールを送信させていただきます。
 

＜注意事項＞ 

  ・グリーン物流研究会登録メンバーにつきましても、お申込が必要となります。 

    ・本研究会は無料の催事となっておりますので、欠席された際の配布資料の送付は、グリーン物流研究会登録

メンバーを除き、原則として行いませんので、あらかじめご了承ください。 

 

 ロジスティクス環境会議メンバー企業以外の方 
  ＦＡＸにてお申込ください。 
 

ＦＡＸでのお申込方法 

●下記参加申込書に所定事項をご記入のうえ、事務局宛に FAX にてご送信ください。 

●折り返し、参加証及び参加料請求書等を①の方宛に送付させていただきます。請求書が届き次第、指定の

銀行口座にお振込みください。なお、振込み手数料は、お客様にてご負担願います。

●お申込後のキャンセルはご容赦ください。代理の方のご派遣をお願いします。なお、代理の方の出席も不

可能な場合は、下記の規定によりキャンセル料を申し受けますので、あらかじめご了承ください。 
 

[キャンセル規定] 

      開催７日前～前々日（開催初日を含まず起算）・・・参加料（消費税を除く）の 30％ 

      開催前日及び当日             ・・・参加料（原則として消費税を除く）の全額 
  
【問い合わせ先】(社)日本ロジスティクスシステム協会 ロジスティクス環境推進センター 栗原、北條、橋爪 

〒105-0014 東京都港区芝 2-28-8 芝 2 丁目ビル 3F   

TEL：03-5484-4021 FAX：03-5484-4031 
 

＜申込 FAX 番号 ０３-５４８４-４０３１＞     ロジスティクス環境推進センター 宛 

公開制研究会「循環型社会構築を考える」 参加申込書（2009 年８月７日（金）１３:３０～1６:４０）

会 社 名 

 

所 在 地 〒     －    

 

 

TEL：     －       － FAX：     －       － 

 参加者氏名 所属・役職 No.

① 
 

 

  

メールアドレス               ＠ 

② 
 

 
 

 

メールアドレス               ＠ 

通信欄： □３名以上参加希望 

（□にレ印をご記入ください。ご参加可能な場合は、ご連絡いたします。） 

 

＊JILSでは個人情報の保護に努めております。 詳細は当協会のプライバシーポリシー http://www.logistics.or.jp/privacy.pdfをご確認下さい。 


