
「化学物質と環境円卓会議」の開催状況 

 
 
 

※【 】内は、開催順を示す 
※地域フォーラムは、意見・要望を収集する場、情報共有の場として開催 

福島県 郡山市 

【18】第 16回 

2005 年 12月 18日(日)  

 

埼玉県 川口市 

【20】第 18回 

2006 年 10月 29日(日)  

 

東京都 千代田区／港区（19/26回） 

【1】 第 1回   2001年 12 月 ３ 日 (月) 

【2】 第 2回   2002年 ２ 月６ 日 (水) 

【5】 第 3回   2002年 ５ 月 16 日 (木) 

【6】 第 4回   2002年 ９ 月 11日 (水) 

【7】 第 5回   2002年 12 月 27日 (金) 

【8】 第 6回   2003年 ３ 月 20日 (木) 

【9】 第 7回   2003年 ８ 月 27日 (水) 

【10】第 8回   2003年 12 月 25日 (木) 

【11】第 9回   2004年 ３ 月 11日 (木) 

【12】第 10回  2004年 ７ 月 29日 (木) 

【13】第 11回  2004年 10 月 ５ 日 (火) 

【14】第 12回  2004年 12 月 １ 日 (水) 

【15】第 13回  2005年 ３ 月 ２ 日 (水) 

【16】第 14回  2005年 ６ 月 21日 (火) 

【19】第 17回  2006年 ２ 月 21日 (火) 

【21】第 19回  2006年 12 月 27日 (水) 

【22】第 20回  2007年 ３ 月 28日 (水) 

【24】第 22回  2008年 ４ 月 10日 (木) 

【25】第 23回  2009年 ３ 月 31日 (火) 

 

 

 

 

神奈川県 横浜市 

【3】関東地域フォーラム 

2002 年 3月 19日(月)  

愛知県 名古屋市 

【17】第 15 回 

2005 年 9月 4日(日)  

福岡県 福岡市 

【23】第 21 回 

2007年 9月 29日(土)  

 

 

大阪府 大阪市 

【26】第 24回 

2009 年 12月３日(木) 

 

滋賀県 草津市 

【4】関西地域フォーラム 

2002 年 4月 19日(金) 

 

早水さん参考資料 



H22.3.23時点

日時・場所 議題

第１回 平成13年12月3日 14時
東京

・「化学物質と環境円卓会議」の設置について
・ 構成メンバーの意見発表について
・「化学物質と環境円卓会議」の進め方について

第２回 平成14年2月6日 14時
東京

・化学物質と環境に関するリスクコミュニケーションについて
・化学物質と環境円卓会議への期待・要望について
・化学物質と環境円卓会議の今後の進め方について

関東地域
フォーラム

平成14年3月19日 14時
神奈川

・神奈川県における市民・産業・行政の化学物質と環境に関する取り組みの発表について
・円卓会議メンバー及びスピーカーからの要望・意見について
・フォーラム参加者からの要望・意見について

関西地域
フォーラム

平成14年4月19日 14時
滋賀

・滋賀県における市民・産業・行政の化学物質と環境に関する取り組みの発表について
・円卓会議メンバー及びスピーカーからの要望・意見について
・フォーラム参加者からの要望・意見について

第３回 平成14年5月16日 14時
東京 ・今後の進め方について

第４回 平成14年9月11日 14時
東京 ・リスクコミュニケーションについて

第５回 平成14年12月27日 13時30分
東京 ・リスクコミュニケーションに必要な情報について

第６回 平成15年3月20日 14時30分
東京 ・リスクコミュニケーションについて

第７回 平成15年8月27日 14時
東京 ・ゼロリスク管理について

第８回 平成15年12月25日 13時
東京

・これまでのリスクコミュニケーションに関する議論の整理について
・化学物質対策における予防（precaution）の用語について

第９回 平成16年3月11日 9時30分
東京

・これまでのリスクコミュニケーションに関する議論の整理について
・ＧＨＳについて

第10回 平成16年7月29日 14時
東京 ・自主的取組による化学物質管理について

第11回 平成16年10月5日 9時30分
東京 ・「いわゆる環境ホルモン」問題に対する認識について

第12回 平成16年12月1日 13時
東京 ・市民が自ら実践できる化学物質の環境リスクの削減策について

第13回 平成17年3月2日 13時
東京 ・「メディアにおける化学物質問題の取り上げ方」について

第14回 平成17年6月21日 9時30分
東京

・「SAICMへの対応も視野に入れた今後の化学物質対策において優先的に取り組むべきと考え
られる課題」について

第15回 平成17年9月4日 13時
愛知 ・「地方における化学物質対策への取組」

第16回 平成17年12月18日 13時
福島 ・「リスクコミュニケーションへの取組を広げるための方策」

第17回 平成18年2月21日 13時
東京

・「SAICM（国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ）の策定と今後の化学物質対
策」

第18回 平成18年10月29日 13時
埼玉 ・「化学物質と環境に関する教育」

第19回 平成18年12月27日 14時
東京 ・「地域連携に基づく環境教育の推進」

第20回 平成19年3月28日 9時30分
東京

・「第3次環境基本計画における化学物質環境リスク対策について」
・「LCAとリスクコミュニケーションについて」

第21回 平成19年9月29日 13時
福岡 ・「農薬における化学物質のリスク評価に係る取組について」

第22回 平成20年4月10日 14時
東京 ・「ダイオキシン対策について」

第23回 平成21年3月31日 13時
東京 ・「身近な化学物質について」

第24回 平成21年12月3日 13時
大阪 ・「身近な化学物質について」

化学物質と環境円卓会議　議題等一覧



 


