第２８回大学等環境安全協議会総会・研修会のご案内
開催日：平成２２年１１月２５日（木） １３：００より
平成２２年１１月２６日（金） ９：００より
[施設見学会・公開セミナー：２６日（金）午後～]
場

所：横浜国立大学 教育文化ホール
横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-5
主 催：大学等環境安全協議会
共 催：横浜国立大学
連絡先：横浜国立大学大学院環境情報研究院 三宅淳巳
〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-7 TEL：045-339-3993

atsumi@ynu.ac.jp

===============================================================
１）総会・研修会 ※詳しくは別添のプログラムをご参照ください。
１１月２５日（木） １３：００より
１１月２６日（金） ９：００より
参加費（総会会場受付で徴収します）：
会員（名誉・個人会員、団体・賛助会員として登録した組織の構成員）：無料
非会員で、大学・国立研究機関及び地方自治体の関係者：３，０００円
企業等一般関係者：１０，０００円

===============================================================
２）懇親会
１１月２５日（木） １８：００～
場所：横浜中華街 「同發 別館」
■会費：６，０００円（総会会場受付で徴収します）
懇親会会場までは、迎えのバスにてご案内いたします。終了後は、会場にて解散。

===============================================================
３）見学会 ※詳しくは別添のプログラムをご参照ください。
１１月２６日（金）午後
募集人数：（Ａ・Ｂ各コース先着４０名まで）現地集合、現地解散。
■参加費：無料
Ａコース（14:00～15:30）
海上保安庁 横浜防災基地（横浜港）先着４０名
Ｂコース（14:00～16:00）
ＪＸ日鉱日石エネルギー（株）根岸製油所（根岸）先着４０名
Ｃコース（13:30～16:40）
公開セミナー「安全文化構築と安心の課題-安心の心理と課題へのアプローチ」
（教育文化ホール：安心・安全の科学研究教育センター共催）
先着順で定員になり次第受け付けを打ち切りますのでご了承下さい。
===============================================================

◆宿 泊
横浜の宿泊は、各自で手配お願い致します。

◆問い合わせ
施設見学会・公開セミナーに関するお問い合わせについては、
横浜国立大学 安心・安全の科学研究教育センター（上記連絡先）までご連絡下さ
い。
=================================================
総会，懇親会および施設見学会への参加登録方法
=================================================
下記＜総会申し込みフォーム＞でお申し込み下さい。
電子メールの題目欄に「総会参加申し込み」と記入し、下記宛送信願います。

soukai@daikankyo.org
申込締切：１０月２９日（金）
------＜総会申し込みフォーム＞---------------------------氏名：○○ ○○
所属（機関・部署）：
○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○
所属住所： 〒 xxx-xxxx (半角)
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
E-mail: xxxx@xxxxxxxx (半角)
TEL：xxx-xxx-xxxx (半角)
総会に参加・不参加（どちらかを削除）
懇親会に参加・不参加（どちらかを削除）
施設見学会に参加・不参加（どちらかを削除）
Ａコース・Ｂコースのどちらか
公開セミナーに参加・不参加
-------＜フォームおわり＞---------------------------------------

第２８回大学等環境安全協議会総会・研修会 プログラム
開催日：平成２２年１１月２５日（木）～ ２６日（金）
場

所：横浜国立大学 教育文化ホール

主

催：大学等環境安全協議会

共

催：横浜国立大学

９：００より

連絡先：横浜国立大学大学院環境情報研究院 三宅淳巳
〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-7 TEL：045-339-3993

１日目

１１月２５日（木）

atsumi@ynu.ac.jp

横浜国立大学 教育文化ホール

０９：００

理事会

教育文化ホール（Ｂ１Ｆ

中集会室）

１１：００

評議会

教育文化ホール（Ｂ１Ｆ

中集会室）

１２：００

受付開始

教育文化ホール（１Ｆ

１３：００

挨拶

大学等環境安全協議会
文部科学省

三浦

隆利

鈴木

邦雄

大臣官房文教施設企画部

横浜国立大学
１３：１５

会長

大ホール）

学長

大学等環境安全協議会総会

1．平成２１年度事業報告
2．平成２１年度決算報告
3．平成２２年度事業計画
4．平成２２年度予算執行計画
5．次期役員紹介
6．その他
１４：１５

実務者連絡会総会

1．平成２１年度事業報告および決算報告
2．平成２２年度事業計画・予算案
3．その他
１４：４５

１５：３０

技術賞・功労賞

受賞講演

京都工芸繊維大学

布施

泰朗

秋田大学

武藤

一

ＰＦＵエコラボラトリ（株）

遠藤

啓二

実務者連絡会企画プログラム

パネルディスカッション

「大学等における作業環境管理（化学物質等）の現状と課題について」
パネリスト

（社）日本作業環境測定協会専務理事

飛鳥

滋

筑波大学総務部環境安全管理課技術専門官

柏木

保人

熊本大学人事労務ユニット安全衛生管理チーム

青木

隆昌

司

会

茨城大学機器分析センター技術専門職員

関根

茨城大学総務部労務課安全衛生係長

長谷川

１７：１５

事務連絡

１７：３０

中華街へ移動

１８：００～
挨拶

懇親会

照晃

【 横浜中華街「同發 別館」 】

大学等環境安全協議会
横浜国立大学

会長

１２：００～１７：００

２日目

１１月２６日（金）

理事

展示

０９：００

守

教育文化ホール（Ｂ１Ｆ

三浦

隆利

竹下

典行

小集会室）

横浜国立大学 教育文化ホール

特別講演

「安心・安全・持続性の科学と技術」
横浜国立大学 安心･安全の科学研究教育センター長 藤江 幸一
１０：００

文部科学省検討会報告

「実験設備の整備等における安全衛生対策の留意点について
－ 国立大学法人等の実験施設における安全衛生対策の推進 －」
大阪大学 安全衛生管理部副部長
１１：００

山本

仁

プロジェクト成果報告

1.「教育機関で化学物質を取り扱う教職員の金属曝露量の測定」 島根大学

藤田

委由

2.「教育・研究機関の化学物質管理ネットワークの設立」

元京都大学

木下

知己

3.「大学実験室における環境安全教育の改善手法の提案」

東京大学

大島

義人

１１：４５

挨拶

大学等環境安全協議会

副会長

山田

悦

■見学会／公開セミナー（現地集合，解散）
A コース（14：00～15：30）
海上保安庁 横浜防災基地【横浜港】

先着 40 名[a]

B コース（14：00～16：00）
JX 日鉱日石エネルギー(株) 根岸製油所【根岸】

先着 40 名[b]

C コース（13：30～16：40）
公開セミナー「安全文化構築と安心の課題

－安心の心理と課題へのアプローチ－」

（教育文化ホール：安心･安全の科学研究教育センター共催）[c]
終了後，現地解散
[a], [b]
[c]

：申し込み締め切りは 10 月 29 日（金），いずれも先着 40 名とします。

：C コースは事前申込不要です。

平成 22 年度 大環協総会見学会
■A コース

横浜港 海上保安庁横浜防災基地

http://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/yokohama/
annai/hoanbu-map.html
日時 平成 22 年 11 月 26 日（金）
14 時～15 時 30 分
場所

みなとみらい線「馬車道」駅より
徒歩 15 分
〒231-8818

神奈川県横浜市中区

北仲通 5-57
TEL

045-211-1118

目的 首都圏における防災拠点を訪問，
見学し，防災対策の最新情報を得る。

■B コース

JX 日鉱日石エネルギー（株）根岸製油所

http://www.noe.jx-group.co.jp/company/about/gaiyou/jigyousho/negishi/index.html
日時

平成 22 年 11 月 26 日（金）14 時～16 時

場所

JR 根岸線「根岸」駅より徒歩 5 分
〒235-0006 神奈川県横浜市磯子区鳳町 1 番 1 号

目的

TEL 045-757-7111

我が国最大･最新の製油所を訪問し，環境，安全に配慮した製造施設を見学することに
より，大学等での安全，環境対策の策定に資する情報を得る。

Yokohama National University, Center for Risk Management and Safety Sciences

横浜国立大学 安心・安全の科学研究教育センター

公開セミナー

「安全文化構築と安心の課題」
－ 安心の心理と課題へのアプローチ －
近年、市民生活や産業での事故、自然災害、都市環境や地球環境の変化などにより、人々が安心して暮らせ
る安全な社会の重要性が認識されています。その土台となる安全文化の構築のために、文理融合の研究や人材
育成はどのように行われるべきか、大学の工学系および人文社会系の研究者に加えて、民間シンクタンクの研
究者にも加わっていただき、それぞれのお立場から安全文化構築に向けた取組みや考え方などをご紹介してい
ただきます。
本公開セミナーは、本学における大学院教育の一環である副専攻プログラム｢安心安全マネジメント｣を拡大
し、社会人教育として実施するものです。本学の学生以外にも、一般社会の皆様の啓蒙を図るために広く門戸
を開放しています。ご関心のある皆様の積極的なご参加をお願いします。
主 催； ・横浜国立大学 安心・安全の科学研究教育センター
・大学等環境安全協議会
協 賛； 高圧ガス保安協会（横浜国立大学包括連携機関）
神奈川県産業技術センター
特定非営利活動法人 安全工学会
TOBAC（東京湾岸地域大学間コンソーシアムによる社会人キャリアアップ運営協議会）
横浜国立大学リフレッシュ教育コース
日 時 ； 平成２２年１１月２６日（金） １３：３０～１６：４０
場 所 ； 横浜国立大学 教育文化ホール 大集会室
参加費； 無料
プログラム

司会 横浜国立大学安心・安全の科学研究教育センター 准教授

笠

井

尚

哉

（１）開催挨拶・
「リスクマネジメントと安全文化」
（仮）
横浜国立大学 安心・安全の科学研究教育センター 特任教授

関

根

和

喜

（２）
「防災における安心・安全」
（仮）
長崎大学工学部 安全工学教育センター長

高

橋

和

雄

柴

田

高

広

教授

（３）｢安全文化醸成における大学教育の役割｣（仮）
株式会社三菱総合研究所 科学・安全政策研究本部
社会安全マネジメントグループ 主任研究員
（４）｢規範やマナーから逸脱する心理｣
奈良大学 社会学部准教授 横浜国立大学客員准教授

村

上

史

朗

申込方法；①氏名、②所属、③連絡先住所、④電話番号、⑤Fax 番号、⑥E-mail を記載の上、
「公開セミナー第２回参加申込」と題記して、下記に FAX または E-mail でお申し込み下さい。
〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-5
横浜国立大学安心・安全の科学研究教育センター
FAX：045-339-4294、E-mail：anshin@ynu.ac.jp
TEL：045-339-3776、URL：http://www.anshin.ynu.ac.jp/

