
第３６回大学等環境安全協議会総会・研修発表会 プログラム（案） 

 

開催日：平成３０年７月１９日（木）１３：００より 

２０日（金） ９：００より 

場 所：愛媛大学 総合情報メディアセンター・メディアホール 

主 催：大学等環境安全協議会 

共 催：愛媛大学 

連絡先：愛媛大学施設基盤部安全環境課安全衛生管理チーム 

住 所：〒790-8577 愛媛県松山市道後樋又 10 番 13 号 

T E L：089-927-8702  

E-mail：daikanky@stu.ehime-u.ac.jp 

 

１日目 ７月１９日（木） 愛媛大学 総合情報メディアセンター・メディアホール 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

展示 ７月１９日（木）１２：００～２０日（金）１２：００ 

愛媛大学 総合情報メディアセンター 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12：00 受付開始 

13：00 挨拶 

大学等環境安全協議会 会長 酒井 伸一 

愛媛県知事 中村 時広 

文部科学省  未 定 

愛媛大学 学長 大橋 裕一 

 

【研修発表会】 

13：30 特別講演  

「残留性有機汚染物質（POPｓ）による地球と生物の汚染」  

愛媛大学沿岸環境科学研究センター センター長・特別栄誉教授 田辺 信介 

 

14：30 プロジェクト報告 

「研究室等の環境安全管理をサポートするシステムの開発」 

○茂木 俊夫、中尾 政之、滝口 裕実、飯野 謙次、鈴木 真一 

（東京大学） 

  



「大規模災害に備えた教育研究機関の化学物質管理体制の構築」 

○中山  穣、田中 淳、三浦 竜一、梅景 正、飯本 武志、茂木 俊夫 

（東京大学） 

「大学実験排水からの汚泥エミッション削減に関する研究」 

○井原 一高、吉村 知里、西川 大介、牧  秀志、佐藤 正昭 

（神戸大学） 

15：30 企業ポスターセッション 

 

【大学等環境安全協議会及び実務者連絡会 総会】 

16：15 大学等安全協議会総会 

1. 平成 29 年度事業報告・決算報告 

2. 平成 30 年度事業計画・予算案 

3. 表彰 

4. その他 

16：45 実務者連絡会総会 

1. 平成 29 年度事業報告・決算報告 

2. 平成 30 年度事業計画・予算案 

3. その他 

17：15 受賞講演 

技術賞 

功労賞 

17：45 事務連絡 

18：30 懇親会  【会場：道後温泉 大和屋本店】http://www.yamatoyahonten.com/ 

挨拶 大学等環境安全協議会 会長 酒井 伸一 

愛媛大学理事（学術・環境担当） 宇野 英満 

 

２日目 ７月２０日（金） 総合情報メディアセンター・メディアホール 

【研修発表会】 

9：00 一般発表 

9:00 「防災・危機管理や地域活性化・地方創生に役立つ自治体エリア放送について」 

○伊永 隆史 1、2、 田沼 絢子 2 、森  勝博 2 

（1 東京大学、2 東京ワンセグ放送） 

  



9:20 「岡山大学における化学物質のリスクアセスメントの実状」 

○宮﨑 隆文、秋吉 延崇 

（岡山大学） 

9:40 「京都大学における水銀使用製品の保有実態調査 

～環境安全保健機構と薬学研究科の調査事例紹介～」 

○哈布爾、矢野 順也、浅利 美鈴、酒井 伸一 

（京都大学） 

10:00 「試薬メーカーへのヒアリング調査に基づくリスク情報表示の現状と今後の展望」 

○山口 佳宏 1、林 瑠美子 2、喜多 敏博 1、富田 賢吾 2 

（1 熊本大学、2 名古屋大学） 

10:20 「化学分析に基づく有害物質が付着した実験器具の洗浄マニュアルの策定」 

○片山 謙吾 1、青木 隆昌 2、高山 周作 1、坂本 敬行 1、山口 佳宏 1 

（1 熊本大学、2 九州工業大学） 

10:40 「作業環境測定・作業記録・特殊健康診断の突合システムの開発」 

○浜井 盟子、今村 憲市、宇野 英満 

（愛媛大学） 

11:00 「LC-MS-MSによる環境中及び食品中ネオニコチノイド系農薬の一斉分析法の確立」 

○今村 優太 

（熊本県立大学） 

11:20 「藻類の遅延発光を用いた排水管理手法の検討」 

○伊津野 美貴 

（熊本県立大学） 

11:40 「パリ協定に向けた国立大学環境報告書における CO2削減の現状」 

○園田 秀久、富田 恭暢、菊池 知子、髙瀬 恵子、長谷川 典彦、櫻田 修 

（岐阜大学） 

 

12：00 閉会の辞 

大学等環境安全協議会 副会長 

 

  



見学会 ７月２０日（金） （A コース定員 30 名，B コース定員 40 名） 

 

12：50 総合情報メディアセンターエントランス集合 

13：00 出発（A コース、B コース） 

【見学場所】 

Aコース 沿岸環境科学研究センター(CMES)の生物環境試料バンク(es-BANK) 

13：10～14：00 

学内で解散 

 

Bコース オオノ開發(株)低濃度 PCB 廃棄物無害化処理施設 

14 ：00～16：00（大型バス 1 台利用） 

解散場所（予定時間） 

松山空港（17：30）、JR 松山駅（18：00）、愛媛大学（18：30）  



 

 

  



懇親会会場 

 道後温泉大和屋本店 

 

 

大和屋本店は、慶応四年創業。道後温泉屈指の老舗ながら、現在の建物は平成８年に

新築したものです。 

 

 

 

愛媛大学から懇親会会場への移動は、バスを手配しています。 

約 1.9 ㎞ 徒歩 25 分程度、市内電車の利用も可能です。 

  



見学予定施設 (A・B の 2 コース) 

A コース 生物環境試料バンク(es-BANK) 定員 30 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B コース オオノ開發(株)低濃度 PCB 廃棄物無害化処理施設 定員 40 名 

オオノ開發(株)では、低濃度 PCB 廃棄物処理に対して分析から最終処分までを行う一貫処理体制を確

立いたしました。迅速かつ確実に分析・処理することで保管事業者の皆様の御負担を軽減し、環境への

負荷を最小限に抑制して、地域の皆様に貢献できるよう専門事業者としての務めを果たしてまいります。 

日 本最大 規模 の大型 保管 施設

 

日 本最大 規模 の処理 施設  

 


