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平成29年度 土壌汚染対策セミナー 

～土壌汚染に関するリスクコミュニケーション～ 

 開催のご案内 

 
１．趣旨 

土壌汚染対策法が施行され、調査契機の拡大により土壌汚染が判明する件数も増えています。土壌汚

染対策を進めるためには、私たち一人ひとりが土壌汚染の環境リスクについて正しい知識と情報を得る

ことで土壌汚染に対する理解を深めるとともに、事業者等が周辺住民の方々へ適切に情報を伝え双方向

のコミュニケーションを行う、土壌汚染の分野におけるリスクコミュニケーションが重要となっていま

す。 土壌汚染のリスクに関する理解の促進と円滑なリスクコミュニケーションの実施・普及を目的に

本セミナーを開催いたします。  

 

２．開催日時・定員 

①福岡会場 ：平成 29年 9月 29 日(金)  13:00～16:35  250 名 

②愛知会場 ：平成 29年 10 月 31 日(火) 13:00～16:45 250 名 

③大阪会場 ：平成 29年 11 月 16 日(木) 13:00～16:35 280 名 

④東京会場 ：平成 29年 12 月 1日(金)  13:00～16:35 350 名 

※各会場、インターネット及び FAX にてお申込みいただき、定員に達し次第締切りますのでご

了承下さい。 

 

３．会場及び所在地 

①福岡会場：天神ビル 10 号会議室 

（福岡市中央区天神 2丁目 12番 1号）最寄り駅：地下鉄天神駅 

②愛知会場：TKP 名古屋駅前カンファレンスセンター ホール 8A 

（愛知県名古屋市中村区名駅 2-41-5）最寄り駅：JR 名古屋駅 

     ③大阪会場：大阪科学技術センタービル 大ホール 

（大阪市西区靱本町１丁目８-４）最寄り駅：地下鉄本町駅 

 ④東京会場：星陵会館 ホール 

（東京都千代田区永田町 2-16-2）最寄り駅：地下鉄永田町駅 

 

４．主催 

環境省、公益財団法人日本環境協会（土壌汚染対策法に基づく指定支援法人） 

  

５．後援（予定） 

  一般社団法人日本経済団体連合会、一般社団法人土壌環境センター、開催地の自治体 

 

【別紙１】 
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６．対象者 

企業・事業者、自治体、一般の方、土壌汚染に関する業務に携わる方 

 

７．プログラム予定  

※当日、止むを得ない事情により一部変更になる場合がございますので予めご了承ください。 

 

 福岡会場（9月 29 日）                          ※講演タイトルは仮題 

時 間 内 容 講 師 

13：00～13：05（5 分） 開会挨拶 （公財）日本環境協会 専務理事 柏木 順二 

13：05～13：35（30 分） 土壌環境行政の最新動向（質疑応答 5分） 環境省 水・大気環境局 土壌環境課 

13：35～13：55（20 分） 

 

福岡県における土壌汚染対策の現状と取り組

みについて（質疑応答 5分） 

福岡県 環境部 環境保全課 

13：55～14：40（45 分） 

 

土壌汚染のリスクと管理（質疑応答 5分） 産業技術総合研究所 

保高 徹生氏 

14：40～14：55（15 分） 休 憩 

14：55～15：40（45 分） 土壌汚染対策法の調査・措置の概要 

（質疑応答 5分） 

（一社）土壌環境センター 

 

15：40～16：25（45 分） 土壌汚染に関するリスクコミュニケーション

事例（質疑応答 5分） 

（株）鴻池組 技術統括本部 環境エンジニア

リング部 部長 松久 裕之氏 

16：25～16：35（10 分） 土壌汚染対策基金の活用について （公財）日本環境協会 専務理事 柏木 順二 

 

 

愛知会場（10 月 31 日）                          ※講演タイトルは仮題 

時 間 内 容 講 師 

13：00～13：05（5 分） 開会挨拶 （公財）日本環境協会 専務理事 柏木 順二 

13：05～13：35（30 分） 土壌環境行政の最新動向（質疑応答 5分） 環境省 水・大気環境局 土壌環境課 

13：35～14：05（30 分） 

 

愛知県及び名古屋市における土壌汚染対策の

現状と取り組みについて（質疑応答 5分） 

愛知県 環境部 水地盤環境課 

名古屋市 環境局 地域環境対策課 

14：05～14：50（45 分） 

 

土壌汚染のリスクと管理（質疑応答 5分） 横浜国立大学 大学院 

准教授 小林 剛氏  

14：50～15：05（15 分） 休 憩 

15：05～15：50（45 分） 土壌汚染対策法の調査・措置の概要 

（質疑応答 5分） 

（一社）土壌環境センター 

 

15：50～16：35（45 分） 土壌汚染に関するリスクコミュニケーション

事例（質疑応答 5分） 

（株）鴻池組 技術統括本部 環境エンジニア

リング部 部長 松久 裕之氏 

16：35～16：45（10 分） 土壌汚染対策基金の活用について （公財）日本環境協会 専務理事 柏木 順二 
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大阪会場（11 月 16 日）                          ※講演タイトルは仮題 

時 間 内 容 講 師 

13：00～13：05（5 分） 開会挨拶 （公財）日本環境協会 専務理事 柏木 順二 

13：05～13：35（30 分） 土壌環境行政の最新動向（質疑応答 5分） 環境省 水・大気環境局 土壌環境課 

13：35～13：55（20 分） 

 

大阪府における土壌汚染対策の現状と取り組

みについて（質疑応答 5分） 

大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境

保全課 

13：55～14：40（45 分） 

 

土壌汚染のリスクと管理（質疑応答 5分） 横浜国立大学 大学院 

准教授 小林 剛氏 

14：40～14：55（15 分） 休 憩 

14：55～15：40（45 分） 土壌汚染対策法の調査・措置の概要 

（質疑応答 5分） 

（一社）土壌環境センター 

 

15：40～16：25（45 分） 土壌汚染に関するリスクコミュニケーション

事例（質疑応答 5分） 

（株）鴻池組 技術統括本部 環境エンジニア

リング部 部長 松久 裕之氏 

16：25～16：35（10 分） 土壌汚染対策基金の活用について （公財）日本環境協会 専務理事 柏木 順二 

 

 

東京会場（12月 1日）                          ※講演タイトルは仮題 

時 間 内 容 講 師 

13：00～13：05（5 分） 開会挨拶 （公財）日本環境協会 専務理事 柏木 順二 

13：05～13：35（30 分） 土壌環境行政の最新動向（質疑応答 5分） 環境省 水・大気環境局 土壌環境課 

13：35～13：55（20 分） 

 

東京都における土壌汚染対策の現状と取り組

みについて（質疑応答 5分） 

東京都 環境局 環境改善部 化学物質対策

課 

13：55～14：40（45 分） 

 

土壌汚染に関するリスクコミュニケーション

事例（質疑応答 5分） 

（株）鴻池組 技術統括本部 環境エンジニア

リング部 部長 松久 裕之氏 

14：40～14：55（15 分） 休 憩 

14：55～15：40（45 分） 土壌汚染対策法の調査・措置の概要 

（質疑応答 5分） 

（一社）土壌環境センター 

 

15：40～16：25（45 分） 土壌汚染のリスクと管理（質疑応答 5分） 産業技術総合研究所 

保高 徹生氏  

16：25～16：35（10 分） 土壌汚染対策基金の活用について （公財）日本環境協会 専務理事 柏木 順二 

 

 

８．参加費 

無料 

 

９．申込方法 

ホームページ（http://www.jeas.or.jp/dojo/）からお申込みいただけます。もしくはホームペー

ジから申込書をダウンロードして記載の上、電子メールまたは FAX か郵送にてお申込み下さい。 

 

１０．申込期間（予定） 

 福岡会場：平成 29 年 8月 21 日（月）～平成 29年 9月 25 日（月） 

 愛知会場：平成 29 年 9月 25 日（月）～平成 29年 10 月 27 日（金） 

 大阪会場：平成 29 年 10 月 6日（金）～平成 29年 11 月 10 日（金） 

 東京会場：平成 29 年 10 月 30 日（月）～平成 29 年 11 月 27 日（月） 
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※申込みは先着順です。申込期間内でも定員になり次第終了いたしますのでご了承下さい。 

※定員数に限りがあるため、お申込みは、1社 2名までとさせていただきます。 

※申込み時に「参加証」をメールで配信（e-mail アドレスが不明の方は FAX にて送信）いたします。 

「参加証」をプリントアウトし、セミナー当日にご持参下さい。 

 

 

 


