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19)迫田一昭･岡本泰英，スリランカ環境省（エックス都市研究所），東京大学における環境負荷削減対策

の取組み,講演，(2011.9.30) 

20)迫田一昭･岡本泰英，(財)ヒートポンプ蓄熱センター セミナー，東京大学における実効ある環境負

荷削減に向けた取組み～本郷キャンパス医学部附属病院における運転改善事例～,講演(広島)，

(2011.10.14) 

21)迫田一昭･岡本泰英，(財)ヒートポンプ蓄熱センター セミナー，東京大学における実効ある環境負

荷削減に向けた取組み～本郷キャンパス医学部附属病院における運転改善事例～,講演(金沢)，

(2011.10.21) 

22)迫田一昭･岡本泰英，(財)ヒートポンプ蓄熱センター セミナー，東京大学における実効ある環境負

荷削減に向けた取組み～本郷キャンパス医学部附属病院における運転改善事例～,講演(名古屋)，

(2011.12.9) 

23)磯部雅彦, 駒場前期課程生向けゼミ, 「東京大学のサステイナビリティキャンパス化への取り組み」,

講演,(2011.12.8) 

24)迫田一昭, 文京区内大規模事業所セミナー,東京大学における省エネルギー・節電対策の取組み, 講

演,(2011.12.22) 

25)迫田一昭・岡本泰英, ENEX2012 ヒートポンプ・蓄熱セミナー, 東京大学における実効ある環境負荷

削減に向けた取組み～本郷キャンパス医学部附属病院における運転改善事例～,講演,(2012.2.3) 

26)岡本泰英, HVAC&R JAPAN 2012 セミナー, 東京大学における実効ある環境負荷削減に向けた取組み,

講演,(2012.2.16) 

27)迫田一昭, 空気調和・衛生工学会 省エネルギー委員会・コミッショニング委員会・BEMS 委員会合

同シンポジウム, 取組事例①大学：東京大学の事例,講演,(2012.3.7) 

28)迫田一昭･岡本泰英，(財)ヒートポンプ・蓄熱センター セミナー，東京大学における実効ある環境

負荷削減に向けた取組み～本郷キャンパス医学部附属病院における運転改善事例～,講演(東京)，

(2012.7.13) 

29)迫田一昭, 京都大学ワークショップ,「東大サステイナブルキャンパスプロジェクト」講演

(2012.2.28) 

30)迫田一昭, 千葉大学 省エネイベント 2013,「東大サステイナブルキャンパスプロジェクト」講演

(2013.6.25) 

31)迫田一昭･岡本泰英, (財)ヒートポンプ・蓄熱センター ヒートポンプ・蓄熱システム検討会,「東京



大学における実効ある環境負荷削減に向けた取り組み」講演(2013.10.1) 

32)迫田一昭, 文部科学省, 学校等における省エネルギー対策に関する講習会「東京大学における取組事

例～東大サステイナブルキャンパスプロジェクト～」,講演(東京 2013.11.6, 大阪 11.12, 福岡 

11.19) 

 

 

表彰 

1) 関東地区電気使用合理化委員会，｢電気使用合理化｣ 最優秀賞，（2010.2.26） 

2) ヒートポンプ蓄熱センター，「第 13回蓄熱のつどい」 感謝状，（2010.7.15） 

3) ヒートポンプ蓄熱センター，「H22年度 運転管理等の改善事例」 優秀賞，（2010.9.9） 

4) エコ・リーグ（全国青年環境連盟）「第 3回エコ大学ランキング」【環境対策実施状況】部門で 1位 

 (2011.10.26) 

5) エコ・リーグ（全国青年環境連盟）「第 4回エコ大学ランキング」総合 3位（大規模大学・国公立大 

 学で各 1位）入賞(2012.10.16) 

6) 省エネルギーセンター,H24年度省エネ大賞「省エネルギーセンター会長賞」受賞(2013.1.30) 

7) 日本エンパワーメントコンソーシアム,ワットセンス・アワード 2012「エコ・リーグ賞」（ユニーク

活動部門）受賞(2013.3.29) 


