日本ＥＵ学会
第２９回（２００８年度）研究大会

共通論題
「EU の環境ガバナンスとグローバル社会」

２００８年１１月２２日（土）、２３日（日）

会場：

静岡県立大学

日本ＥＵ学会第２９回（２００８年度）研究大会のご案内
日本 EU 学会第２９回（２００８年度）研究大会を下記の通り開催いたします。ご多忙と
は存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出席下さいますようご案内申し上げます。
２００８年 9 月吉日 日本ＥＵ学会理事長 庄司 克宏
日時： ２００８年１１月２２日（土），２３日（日）
会場： 静岡県立大学・看護学部棟
住所：〒422-8526 静岡市駿河区谷田５２－１
連絡先 e-mail: kokubo*u-shizuoka-ken.ac.jp(*を@に換えてください)
セッションの教室等は当日掲示します。
交通機関：同封の「静岡県立大学までのアクセス案内」
「受付場所案内」を参照して下さい。
（徒歩）ＪＲ「草薙」駅（静岡駅から東海道線で東京・沼津方面へ２駅目）より約 20 分
静岡鉄道「草薙」駅又は「県立美術館」駅より約 15 分
ＪＲ東海道線、静岡鉄道共に、約 10 分から 15 分毎に運行しております。
（バス）静岡県立大学に行く公共バスは土・日は殆ど運行しておりません。
参加者の便宜をはかるために、下記スケジュールで専用バスを手配します。
台数調整のため、返信用葉書にご利用になるかどうかご記入下さい。
11 月 22 日（土）

往路：ＪＲ草薙駅前発→静岡県立大学正面ロータリー
12:00 発

12:15 発

12:30 発

12:45 発

帰路：静岡県立大学正面ロータリー発
→懇親会会場：ホテルセンチュリー静岡
（ＪＲ静岡駅南口より徒歩１分）
18:00 発→18:20 着
11 月 23 日（日）

往路：ＪＲ草薙駅前発→静岡県立大学正面ロータリー
8:00 発 8:15 発

8:30 発

8:45 発

帰路：静岡県立大学正面ロータリー発→ＪＲ静岡駅南口
16:20 発→16:40 着
（タクシー）ＪＲ草薙駅より５分
（自家用車）原則として、公共機関をご利用下さい。
（別紙「受付場所案内」をご参照下さい）

第１日（１１月２２日(土)）
開場（受付開始）１２：００

（＊理事会は１０：００に開催します）

共通論題「EU の環境ガバナンスとグローバル社会」
全体セッション第Ⅰ部（13 時―15 時 10 分）
報告時間 30 分、質疑 20 分
基調報告のみ報告 30 分（質疑なし）
報告者

論題

(1)岡村堯
(地球環境･経済研究機構

司会者

基調報告:ＥＵの環境ガバナンスと
グローバル社会

理事長)

福田耕治

(2) 臼井陽一郎
ＥＵの持続性戦略と欧州統合の行方

（新潟国際情報大学）
(3) 大島堅一

ＥＵにおける統合された環境・エネルギ

（立命館大学）

ー政策

(早稲田大学)

休憩（20 分）
全体セッション第Ⅱ部（15 時 30 分―17 時 20 分）
報告時間 30 分、質疑 20 分
外国人ゲストスピーカーの講演は 40 分、質疑 20 分
報告者

論題

(1) 由布節子

司会者
正井章筰

日・EU 排出権取引制度及び実務の比較

(弁護士)
(2) Professor
Dr. Frank Delmartino
(Leuven University）

(早稲田大学)

Environmental Governance:

羽場久美子

a multi-level governance approach

(青山学院大学)

総会（17 時 20 分―17 時 40 分）
総会終了後、懇親会参加者は専用バスをご利用下さい。
懇親会（18 時 30 分―20 時 30 分）
(場所：ホテルセンチュリー静岡、ＪＲ静岡駅南口より徒歩 1 分)

第２日目（１１月２３日(日)）
開場（受付開始）９時００分
分科会
（9 時 30 分－12 時 15 分：各報告時間 30 分、質疑 20 分、休憩 5 分）
区分

報告者・論題

司会者

明田ゆかり(慶應ジャン･モネ EU 研究センター)：
貿易と環境の調和：ＥＵ方式の発展と WTO におけるその影響
市川芳治（日本放送協会)：
Ａ

環境政策とＥＵ競争法

岩田健治

－現代化（“Modernisation”）の文脈から－

(九州大学)

山本健兒 （九州大学）：
グローバリゼーションのもとでの欧州的都市政策
－ドイツ都市の問題街区再生事業に焦点を当てて－
吉崎知典（防衛研究所）：
EU と平和構築－治安部門改革へのヨーロッパ流アプローチ

中村登志哉(長崎県立大学)：
Ｂ

欧州安全保障秩序とドイツ
－メルケル政権の課題とディレンマ

辰巳浅嗣
（阪南大学）

山地哲也(海上保安大学校)：
欧州連合における海上安全及び海洋環境保護政策
－船舶の避難場所に関する指令審議－
特別シンポジューム：拡大ＥＵと新たな近隣諸国（言語：英語）
(Special Symposium :the Enlarged EU and its new Neighbour
countries)

[Language: English]

開催校・静岡県立大学大学院国際関係学研究科
「広域ヨーロッパ研究センター」(WERC)主催
Ｃ

(1)Yasuyuki KOKUBO

(University of Shizuoka)

“European Neighbourhood policy :its assessments and
challenges”
(2)Shigeo MUTSUSHIKA(University of Shizuoka）
“Eastern dimension of the ENP: comparative analysis
of effects”
(3)Michael REITERER (University of Innsbruck)
“The EU and the ‘Barcelona Process: Union for the
Mediterranean’- Old wine in new bottles?”

蓮見雄
(立正大学)
*司会者が変更
となりました。

“昼食・休憩／理事会（12 時 15 分―13 時 15 分）
総会（13 時 15 分―13 時 30 分）
全体セッション第Ⅲ部（13 時 30 分－16 時）
各報告時間 30 分、質疑 20 分
報告者

論題

(1) 岩松邦郎

バイオ燃料に関するＥＵの環境・エネルギ

（神戸大学・院）

ー政策の動向とＥＵ主要国の対応状況にお
ける比較分析

(2) 八谷まち子
(九州大学)
(3) 蓮見雄
(立正大学)

司会者

久保広正

ＥＵのエネルギー安定供給確保とトルコ加

(神戸大学)

盟の展望
EU の対外エネルギー政策とロシア：ＥＵ・
ロシアのエネルギー対話の展望

〔お知らせとお願い〕
1. 出欠のご返事は、１０月２５日(土)必着にてお願い申し上げます。
送迎バスの利用についても、併せてご記入下さい。
2. 各セッションの会場に関する詳細は、当日掲示にてお知らせいたします。
3. 第１日目の研究発表終了後、ホテルセンチュリー静岡（静岡駅南口より徒歩 1 分）
にて懇親会を開きますので、ふるってご参加下さい。
会費は、￥5,000 円です。総会終了後、静岡県立大学より専用バスにて参加者を開
場までご案内します。
4. 第２日目の昼食は、開催校でお弁当（￥1,000 円）をご用意いたします。出欠連絡
はがきに要否をご記入下さい（ご記入なき場合はご希望に添いかねます）。
静岡県立大学の食堂は土・日とも営業しておりません。
5. 懇親会費、お弁当代は 10 月 24 日（金）までに、同封の振り込み用紙にて、ゆう
ちょ銀行の「日本ＥＵ学会第 29 回研究大会準備委員会」の口座までお振り込み下
さい。口座番号は、00810-1-206337

です。

（懇親会費に関しては、当日会場においても受け付けます。）

