平成３０年度 環境活動および地域連携等の活動
国立大学法人岐阜大学

部局名： 地域科学部

※ 緑色の番号は環境活動を表す

教

1

【授業】 「地域研究入門」： 環境問題に関する講義 /2018年度 前学期 金曜１時限 ［地域科学部］ (向井 貴彦 准教授)

2

【授業】 「動物生態学」： 環境問題に関する講義 /2018年度 前学期 水曜１時限 ［地域科学部］ (向井 貴彦 准教授)

3

【授業】 「環境マネジメントと環境経営」： 環境問題に関する講義 /2018年度 前学期 月曜２時限 ［地域科学部］ (向井 貴彦 准教授)

4

【授業】 「岐阜の自然と都市、そこに生きる生き物と人」： 環境問題に関する講義 /2018年度 前学期 水曜２時限 ［全学共通教育］
(向井 貴彦 准教授)

5

【授業】 「魚類生態学特論」： 環境問題に関する講義 /2018年度 前学期 月曜２時限 ［地域科学部］ (向井 貴彦 准教授)

6

【授業】 「専門セミナー」： 生物の多様性を遺伝子解析と野外調査によって研究し、現在の生物群集の成り立ちと現状を知るとともに、
人為的な環境改変からの保全を視野に入れた研究を行った。 /2018年度 前学期 木曜４･５時限 ［地域科学部］ (向井 貴彦 准教授)

7

【授業】 「化学１」、「専門セミナー」： 化学１では、環境中の化学現象の原因について電子状態の観点から考察するための基礎を教育
した。専門セミナーの授業の一部で、上記した化学実験等と同様のことを行なった。 /2018年度 前学期 金曜２時限、 前学期 金曜４･
５時限 ［地域科学部］ (和佐田 裕昭 教授)

8

【授業】 「化学実験」、「化学演習」： 実施した授業の一部において、各種実験での重金属等の取り扱い、回収法等の教育を通じて環
境保護教育を行った。 /2018年度 前学期 火曜４時限、 前学期 金曜５時限 ［地域科学部］ (和佐田 裕昭 教授、橋本 智裕 准教
授)

9

【授業】 「微分方程式」： 微分方程式では導入の段階で、環境中で観察される生物数の変化等を数理的に考察する方法について教育
した。 /2018年度 前学期 金曜１時限 ［地域科学部］ (和佐田 裕昭 教授、橋本 智裕 准教授、神谷 宗明 准教授)
【授業】 「環境マネジメントと環境経営」～環境法概論～： 全学共通教育の「環境マネジメントと環境経営」で「環境法概論」について講

10 義を行った。 /2018年5月7日(土) ［全学共通教育］ (三谷 晋 准教授)

育

【授業】 基礎セミナー「法学・国家論」： セミナー生の騒音問題に関する大阪国際空港訴訟（昭和５６年１２月１６日）の報告を素材に、
環境訴訟について学習した。当時の大阪国際空港の近隣住民の深刻な騒音被害の実態や、騒音被害に関する過去の損害賠償と将来

11 の損害賠償のあり方、また、人格権を根拠とする夜間の空港使用の差止めを求める法理論などについて学んだ。 /2018年6月25日
(月) ［地域科学部］ (立石 直子 准教授)

【授業】 「専門セミナー」および「農村振興論」： 環境保全と観光開発に係る問題や住民の環境意識・評価、エコツーリズム、グリーン・

12 ツーリズム、環境保全型農業・有機農業等に関する内容を取り扱った。 /前学期 火曜４･５時限、前学期 月曜５時限 ［地域科学部］
(林 琢也 准教授)
【授業】 「ぎふクリーン農業」を実践する生産者の圃場にてブドウの援農活動： JAぎふ長良支店の企画に協力する形で、「専門セミ

13 ナー」の受講生（3年生6人）とともに、「ぎふクリーン農業」を実践する生産者の圃場においてブドウの援農活動を行った。 /2018年6月3
日(日)、6月10日(日)

(林 琢也 准教授)

【授業】 講義：環境調査法： 学内を対象として、光・音・温熱・空気環境の測定実習を行った。また、空間に関わる人間の心理的反応

14 （開放感、明るさ）や街並み評価について、学内外で実習を行った。 / ［地域科学部］ (合掌 顕 教授)

【授業】 講義：居住環境と心理： 我々を取り巻く環境の物理的要因である光・音・温熱・空気環境について基礎的事項を解説し、人間

15 の心理的、生理的反応との関連について講義した。 / ［地域科学部］ (合掌 顕 教授)

【授業】 地域科学部「専門セミナー」： ゼミの学生が卒業論文のテーマとして，岐阜クリーン農業への登録や無農薬，低農薬・低化学

16 肥料栽培を行う白川茶について取り上げ，岐阜県白川町において調査・研究を行った。 / ［地域科学部］ (林 琢也 准教授)

【授業】 「地域学実習」： 原発が集中する地域の地理的環境、就業・生活環境、原発と住民生活のつながり方に関する調査実習

17 /2018年度 前学期 月曜３時限及び夏季集中 ［地域科学部］(髙木 和美 教授)

1

【研究活動】 社会政策学会 第137回書評分科会： 若狭地域の原発労働者の労働環境と、地域に居住する多数の原発労働者とその
家族が置かれた生活環境について、歴史と現状をまとめた髙木の著書『原発被曝労働者の労働・生活実態分析 ～原発林立地域・若狭
における聴き取り調査から～』（2017年10月発行）が書評分科会で取り上げられ、そのリプライを行った。 /2018年9月15日(土) ［北海学
園大学］ (髙木 和美 教授)

研

2

【研究活動】 「原発労働者の労働安全・補償制度と被曝労働災害の実態に関する国際調査」： ＮＧＯ「被ばく労働を考えるネットワー
ク」が主体となって実施する「原発労働者の労働安全・補償制度と被曝労働災害の実態に関する国際調査」の共同研究者の一員として
ドイツで聞き取り調査を実施した。 (髙木 和美 教授)

究

3

【研究活動】 Applied Urban Modelling 2018, Cambridge, UK： 研究発表：太陽光発電としての土地利用：都市形態に対する長期と短期
の影響 Photovoltaic Electricity Generation as Land Use: Long Run and Short Run Impact on Urban Forms /2018年6月27日 ［ケンブ
リッジ大学］ (應 江黔 教授)

4

【研究活動】 生活の中のアクアリウム研究： 関市内の幼稚園において熱帯魚や金魚の水槽を設置し、それらに対する園児の反応や
行動の変化について行動観察や絵画表現によって検討を行い、園児の自然に関する関心やや非認知能力の発達との関連について検
討した。 / ［関市］ (合掌 顕 教授)

1

【研究活動】 原発訴訟に関するヒアリング： 東日本大震災の際に起こった東京電力原発事故に関する訴訟について、住民側の代理
人を務める弁護士と面談し、現在の状況についてヒアリングを行った。震災から複数年経過した現在の放射能の環境への影響、 経年
で変化する被災住民側のニーズなどについて聞き、法的な視点から意見交換、検討を行った。 /2018年8月25日(土) ［福島県いわき市
浜通り法律事務所にて］ (立石 直子 准教授)

2

【技術･知財】 「鵜と鮎のひみつ」： 第31回特別展示 助言・指導、情報提供、寄稿 /2018年7月11日(水)～2018年9月3日(月) ［長良川
うかいミュージアム ］ (向井 貴彦 准教授)

連

3

【技術･知財】 「理科室からふるさとの自然を見つめて～知れば知るほど面白い標本の世界～」： 平成30年度特別展 情報提供
/2018年7月6日(金)～2018年09月2日(日) ［岐阜県博物館］ (向井 貴彦 准教授)

携

4

【講演】 第58回生命科学夏の学校「日本産淡水魚の地理的多様性と危機的現状」： 生化学若い研究者の会 講師 /2018年9月1日
(土) ［足和田ホテル ］ (向井 貴彦 准教授)

5

【学外ｾﾐﾅｰ】 「魚を通して自然の姿を考える」： シニアを対象とした自然活動リーダー養成講座 講師 /2018年8月28日(火) ［ＮＰＯ法
人東海自然学園 東海シニア大学］ (向井 貴彦 准教授)

社
会

6

【学外ｾﾐﾅｰ】 オオサンショウウオ観察会「はざこウォッチング」： 和良おこし協議会 講師 /2018年8月25日(土) ［郡上市和良町］ (向
井 貴彦 准教授)

7

【学外ｾﾐﾅｰ】 「コイもメダカもアユも，みんな外来魚！？～放流の前に考えてほしい大切なこと～」： 夏の特別展「外来生物」関連イベ
ント 講師 /2018年8月5日(日) ［碧南海浜水族館］ (向井 貴彦 准教授)

8

【学外ｾﾐﾅｰ】 川の生き物研究スペシャリストと探す「国の特別天然記念物オオサンショウウオ」観察 ： 清流の国ぎふ 森・里・川・海×
つなが LINK 親子体験ツアー. 夏コース 講師 /2018年7月21日(土) ［郡上市和良町（日本旅行・岐阜県）］ (向井 貴彦 准教授)

9

【講演】 「市民と高校生の生物多様性」： 市民と高校生による生物多様性に関する活動報告 パネリスト､コメンテーター､司会 /2018
年6月16日(土) ［オリナス一宮 主催:木曽三川フォーラム］ (向井 貴彦 准教授)
【講演】 津保川の自然観察会： 西部ふれあいのまちづくり推進委員会 講師､助言､指導 /2018年5月27日(日) ［関市小屋名］ (向井

10 貴彦 准教授)

【学外ｾﾐﾅｰ】 ほたるのヒミツのお話 ほたるの勉強会 「蛍の住む川の環境」： 和良おこし協議会 講師 /2018年5月16日(水) ［郡上市

11 和良町］ (向井 貴彦 准教授)

【講演】 岐阜大学・十六銀行産学連携プロジェクト「くるるセミナー」： 株式会社十六銀行

12 学］ (向井 貴彦 准教授)

講演会講師 /2018年5月2日(水) ［岐阜大

【メディア】 〈新聞掲載〉岐阜市の境川で「ガー」捕獲 飼育規制の特定外来生物： 記事掲載、インタビュイー､情報提供 /2018年7月20

13 日(金) ［岐阜新聞］ (向井 貴彦 准教授)

社
【メディア】 〈新聞掲載〉岐阜市ヒキガエル生息急減： 記事掲載、インタビュイー､情報提供 /2018年4月21日(土) ［岐阜新聞］ (向井 貴

14 彦 准教授)

15 【学外委員】 浜松市環境影響評価委員会委員： 2018年5月18日(金) ［浜松市シルバー人材センター］ (向井 貴彦 准教授)

会

16 【学外委員】 岐阜市自然環境保全推進委員会： 2018年6月6日(水)、7月24日(火)、9月3日(月) ［岐阜市役所］ (向井 貴彦 准教授)
【学外委員】 美濃加茂自然史研究会 生物種基礎調査委員会運営委員： 2018年4月27日(金)、5月25日(金)、6月22日(金)、7月27日

連

17 (金)、9月21日(金) ［美濃加茂文化の森］ (向井 貴彦 准教授)

【学外委員】 愛知県長良川河口堰最適運用検討委員会： 2018年5月8日(火)、8月10日(金) ［愛知県自治センター］ (向井 貴彦 准教

18 授)

携

【学外委員】 「魚類生態学特論」： 岐阜市が市内中学生に配布する男女共同参画啓発誌について、岐阜市役所男女共生・生きがい推

19 進課の職員、広告代理店、学生、地域女性団体などとともに作成にかかわった。 /2018年9月11日(火) ［岐阜大学研究室にて］ (立石
直子 准教授)
【学外委員】 「清流の国ぎふ」づくり推進県民会議および同・企画分科会： 岐阜県知事の主催する会議および分科会において、「清流
の国ぎふ」創生総合戦略の新規策定に係る協議検討を重ね、「県民一人ひとりが、一生を通じて幸福感と安心感を持ちながら暮らして

20 いける人づくり・地域づくり」の方針を定めた。 /6月19日(火) 本会議、 7月17日(火)・8月16日(水)・8月27日(月) 企画分科会 ［岐阜県庁
にて］ (林 正子 教授)
【学外委員】 暴力追放岐阜県民大会： 岐阜県民の暴力追放意識の高揚を図るため、岐阜県暴力追放推進センターと岐阜県警察との

21 共催で開催された表彰式・式典に、岐阜県公安委員会委員として参加した。 /2018年7月23日(月) ［不二羽島文化センター］ (林 正子
教授)
【講演】 岐阜市読書サークル協議会 現代文学講座： 現代を代表する作家とその作品に焦点をあて、人生に対する姿勢や考え方を
探ることを趣旨とする、岐阜市読書サークル協議会主催の現代文学講座において、5月1日（火）には谷崎潤一郎『痴人の愛』、8月7日

22 （火）には『川端康成随筆集』をテーマ本として講師を担当した。 /2018年5月1日(火)、8月7日(火) ［ぎふメディアコスモス 岐阜市立中
央図書館］ (林 正子 教授)

【講演】 長良川大学講座： 岐阜市立図書館の主催する「文学で描かれた岐阜――県外作家に映った岐阜を探る」において、「岐阜県

23 の風土と文学」と題して講演をおこなった。生涯学習を趣旨とする「長良川大学講座」の一環となっている。 /2018年9月6日(木) ［ぎふメ
ディアコスモス 岐阜市立中央図書館］ (林 正子 教授)
【講演】 おとなのための岐阜学講座： 岐阜県図書館が生涯学習として開講している「おとなのための岐阜学講座」にて、「森鷗外の『花

24 子』――岐阜ゆかりの女優の活躍」と題して講演をおこなった。この講座は、岐阜県図書館の明治150年事業の一環と位置づけられてい
る。 /2018年8月5日(日) ［岐阜県図書館］ (林 正子 教授)
【講演】 稲沢市成人大学教養講座： 愛知県稲沢市教育委員会が主催する「稲沢市成人大学教養講座」にて、「川端康成と〈宿命の少

25 女〉――『伊豆の踊子』のテーマを考える」と題して講演をおこなった。 /2018年5月18日（金） ［名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市
民会館）］ (林 正子 教授)
【講演】 養老町生涯学習事業「2018 町民大学」： 養老町教育委員会が主催する養老町生涯学習事業「2018 町民大学」にて、「岐阜文

26 学散歩――故郷の風土を味わう」と題して講演をおこなった。 /2018年5月19日(土) ［養老町中央公民館 ］ (林 正子 教授)

【学外委員】 郡上市男女共同参画推進審議： 郡上市男女共同参画推進審議会委員として、審議会の場、その他打ち合わせの場を通

27 じて、郡上市における女性の活躍環境向上のためのプランその他に関して意見及び助言を提供した。 / ［郡上市］ (和佐田 裕昭 教
授)
【学外委員】 「農業振興・農地管理に果たすブルーベリー栽培の役割―東京都・岐阜県を事例に―」： 岐阜県庁および岐阜市役所の
職員と行っている地方自治政策研究会において、岐阜県と東京都のブルーベリーの観光農園を事例に食の安全・安心や環境保全に配

28 慮した農業を実践する上でのブルーベリーの利点や農地の管理に果たす効果について調査結果を報告した。 / ［岐阜市役所西別館
にて］ (林 琢也 准教授)

【学外委員】 一般社団法人 日本ブルーベリー協会 第２１回全国産地シンポジウム： 『2018ブルーベリーin岐阜』において、「岐阜県に
おける果樹農業の現状とブルーベリーの可能性」と題し、無農薬で栽培可能なブルーベリーの農業・農地の維持管理への貢献可能性、

29 観光レクリエーション利用の方向性、食の安全・安心や健康美容需要への対応について講演した。参加者数は約500人であった。
/2018年6月8日(金) ［岐阜グランドホテル西館2階・雪の間］ (林 琢也 准教授)

【研究活動】 岐阜市外国人市民への意識調査： 岐阜市が来年度「岐阜市多文化共生推進基本計画」を策定するのに先立って、基礎

30 資料として外国人市民に対して意識調査を行った。アンケート調査に加え、面談調査も行い、その結果を分析し報告した。 /2018年9月
～2019年3月 ［岐阜市］ (橋本 永貢子 教授)
【講演】 長良川大学講座： 岐阜市立図書館の主催する「文学で描かれた岐阜――県外作家に映った岐阜を探る」において、「水上勉

31 の〈岐阜ものがたり〉」と題して講演をおこなった。生涯学習を趣旨とする「長良川大学講座」の一環となっている /2018年10月4日 ［ぎ
ふメディアコスモス 岐阜市立中央図書］ (林 正子 教授)
【講演】 中河与一文学資料室リニューアルオープン記念イベント講演会： 飛騨市教育委員会主催「中河与一文学資料室リニューアル

32 オープン記念イベント」において、「中河与一『天の夕顔』の魅力」と題して講演をおこなった。 /2018年10月6日 ［奥飛騨山之村牧場特
設会場］ (林 正子 教授)

【学外委員】 清流の国ぎふ女性の活躍推進会議： 岐阜県知事が主宰する「清流の国ぎふ女性の活躍推進会議」第4回に出席し、岐

33 阜県における女性活躍推進に係る取り組み、「岐阜県男女共同参画（第4次）計画について意見交換をおこなった。 /2018年10月10日
［岐阜県庁］ (林 正子 教授)
【学外委員】 中部公安委員会連絡会議： 岐阜県公安委員会委員長として中部公安委員会連絡会議に出席し、「大規模災害への対

34 応」について協議した。 /2018年10月30日 ［名古屋市 KKRホテル名古屋］ (林 正子 教授)

【学外委員】 岐阜県警察署協議会代表者会議： 岐阜県公安委員会委員長として岐阜県警察署協議会代表者会議に出席し、分科会

35 で「住民のニーズに応えた地域警察官の活動」について討議した。 /2018年10月31日 ［岐阜県警本部］ (林 正子 教授)

【学外委員】 岐阜県図書館企画展示「平成の歩みと文学を振り返る」評価会議： 岐阜県図書館の企画展示「平成の歩みと文学を振り

36 返る」の業者選定の審査委員を務めた。 /2018年11月7日 ［岐阜県図書館］ (林 正子 教授)

【学外委員】 岐阜地方労働審議会： 厚生労働省岐阜労働局 岐阜地方労働審議会に出席し、働き方改革および平成30年度岐阜労

37 働局労働行政の推進状況について討議した。 /2018年11月12日 ［岐阜労働局］ (林 正子 教授)

【学外委員】 全国公安委員会連絡会議： 岐阜県公安委員会委員長として全国公安委員会連絡会議に出席し、「縮小社会を考える」分

38 科会において意見交換をおこなった。 /2018年11月26日 ［グランドアーク半蔵門］ (林 正子 教授)

社

【講演】 岐阜市読書サークル協議会 現代文学講座： 岐阜市読書サークル協議会主催の現代文学講座において、12月4日（火）には

39 志賀直哉『暗夜行路』を、3月5日（火）には井上靖『幼き日のこと・青春放浪』をテーマ本として講師を担当した。 /2018年12月4日、2019
年3月5日 ［ぎふメディアコスモス 岐阜市立中央図書館］ (林 正子 教授)
【学外委員】 荒垣秀雄顕彰作文コンクール審査会： 朝日新聞「天声人語」執筆者として著名な、飛騨市出身のジャーナリスト・荒垣秀

会

40 雄を顕彰する作文コンクールの審査委員を務めた。 /2018年12月15日 ［OKBふれあい会館］ (林 正子 教授)

【学外委員】 岐阜県ワークライフバラス推進エクセレント企業認定審査会： 岐阜県子ども・女性局が主催する「岐阜県ワークライフバラ

41 ンス推進エクセレント企業認定審査会」の審査委員を務めた。 /2019年1月11日 ［岐阜県シンクタンク庁舎］ (林 正子 教授)

連

【学外委員】 岐阜県警察署長会議： 岐阜県公安委員会委員長として岐阜県22警察署所長会議に出席し、「女性警察官のキャリア支

42 援に向けて」パネルディスカッションのコーディネーターを務めた。 /2019年1月28日 ［岐阜県警本部］ (林 正子 教授)

【学外委員】 清流の国ぎふ女性の活躍推進会議： 清流の国ぎふ女性の活躍推進会議「検討委員会合同会議」に出席し、岐阜県の女

43 性活躍推進に係る取り組み、女性の職業生活における女性の活躍の推進に関する法律の見直し等について協議した。 /2019年2月22
日 ［OKBふれあい会館］ (林 正子 教授)

携

【学外委員】 みんなの森ぎふメディアコスモス運営委員会： 「みんなの森ぎふメディアコスモス運営委員会」に出席し、メディアコスモス

44 の平成30年度活動状況および31年度実施計画について協議した。 /2018年2月22日 ［ぎふメディアコスモス］ (林 正子 教授)

【講演】 関市立図書館文学講座： 関市立図書館主催の文学講座で、「川端康成と〈宿命の少女〉――『伊豆の踊子』のテーマを考え

45 る」と題して講演をおこなった。 /2019年3月3日 ［関市立図書館］ (林 正子 教授)

【授業】 第3回「出前・卒業論文発表会（楽習会in和良）」： 林ゼミに所属する4年生4名の卒業論文発表と3年生6人による地域学実習
の成果報告を行い，参加者と地域活性化や観光・農業振興，地域づくりのあり方について議論（意見交換）した。林琢也研究室主催､共

46 催（和良地域協議会・和良おこし協議会）､協力（郡上市和良振興事務所）による｡ /2019年2月10日 ［郡上市和良町のわらおこし］ (林
琢也 准教授)
【研究活動】 地方自治政策研究会： 地域科学部教員（富樫幸一・三谷 晋・林 琢也）および県内自治体職員の協働による研究会を

47 開催した。 /2018年10月10日(水)､11月21日(水)､12月12日(水)､2019年2月6日(水) 19時より ［岐阜市役所（西別館）］ (富樫 幸一 教
授、三谷 晋 准教授、林 琢也 准教授)
【研究活動】 岐阜市ユニバーサルデザイン賞選考委員会： 岐阜市が行なっているユニバーサルデザイン賞について、委員長として岐

48 阜市内の優れたユニバーサルデザインや市民のアイデアの審査に関わった。 / ［岐阜市］ (合掌 顕 教授)

49 【学外委員】 岐阜地方政策研究会：2018年4月27日(金)、6月22日(金)、7月20日(金)、9月5日(水) ［岐阜市 ほか］ (三谷 晋 准教授)
【学外委員】 岐阜愛知政策法務研究会：2018年6月9日(土)、2018年8月25日(土) ［犬山市、岐阜大学サテライトキャンパス］ (三谷 晋

50 准教授)

51 【学外委員】 岐阜市行政不服審査会：2018年4月18日(金) ［岐阜市］ (三谷 晋 准教授)
52 【学外委員】 岐阜市情報公開審査会：2018年6月18日(月) ［岐阜市］ (三谷 晋 准教授)
53 【学外委員】 岐阜県行政不服審査会：2018年7月5日(木)、2018年8月23日(木) ［岐阜市］ (三谷 晋 准教授)

54

【学外ｾﾐﾅｰ】 高校生のためのまちなかまちなかオープンカレッジin岐阜： 岐阜大学地域科学部と岐阜市立女子短期大学がオープンカ
レッジを開催し、岐阜市の街なかで地域に開かれた学びの場を提供した。この日午後の部では富樫教授による『まちなかの魅力 - 新し
くなった柳ヶ瀬商店街を探求する- 』が開催され、メディアコスモスから柳ヶ瀬あい愛ステーションまで歩きながら岐阜の街を観察し、まち
の成り立ちを地理学の視点から解説した。さらに、柳ヶ瀬商店街での新たな動きと将来の展望について議論するワークショップを行っ
た。 /2018年8月11日(土) ［みんなの森 メディアコスモス、柳ヶ瀬あい愛ステーション］ (三谷 晋 准教授)
【メディア】 〈新聞掲載〉一般社団法人 日本ブルーベリー協会 第２１回全国産地シンポジウム： 日本ブルーベリー協会 第21回全国

55 産地シンポジウム当日の概要が掲載された。 /2018年6月9日(土)岐阜新聞、 2018年6月13日(水)中日新聞 (林 琢也 准教授)
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【技術･知財】 「自治体協働型インターンシップ」： 全学共通教育科目で開講され地域協学センターが行う「自治体協働型インターン
シップ」への参加および発表会協力。この科目は文部科学省の事業である「地（知）の拠点整備事業（COC事業）」、「地（知）の拠点大学
による地方創生推進事業（COC＋事業）」の一環として、岐阜大学が取り組む「次世代地域リーダー育成プログラム」の地域実践科目群
に位置付けられている。 /2018年8月27日(月)、2018年9月7日(金) (三谷 晋 准教授)

【講演】 「岐阜県創生研鑽会」： 東京海上日動岐阜支店が主催する「岐阜県創生研鑽会」に富樫教授が講師として登壇し、三谷准教
授が運営協力で参加した。このイベントは昨年から開始されたもので、岐阜県内企業の交流・人材育成事業を行い、将来のリーダーを
育成する。7月5日の会では地域科学部の学生も6名参加し、県内24社の中堅社員と地元活性化について話し合った。このことについて
は、新聞やテレビ媒体でも取り上げられた。 /2018年7月5日(木) ［岐阜商工会議所にて］ (富樫 幸一 教授、三谷 晋 准教授)

1

【教職員】 教職員に対して、環境や省エネに関する「監視記録（チェックシート）」の報告を四半期毎に実施して、学部内での自己啓発を
進め、より効果的な環境保全と省エネに取り組んだ。

2

【教職員】 休憩時間における事務室や研究室の消灯、講義室の消灯・空調確認、裏紙活用など資源の再利用を促進し、省エネルギー
の取り組みを行った。

