水俣病特措法の救済措置申請受付は
平成２４年７月末までです。
心当たりのある方は申請を。

環 境省熱中症対策に係る自治体等担当者向け講習会の開催 に つ い て （ 第 ２ 報 ）
（クールサマー２０１２関連事業）
平成２４年５月２８日(月)
環境省総合環境政策局
環境保健部環境安全課
直 通 03-5521-8261
代 表 03-3581-3351
課 長
早水 輝好（内 6350）
課長補佐 森
桂 （内 6352）

環境省は、
「クールサマー２０１２」の一環として、各地方公共団体が地域の特性に応じ
た熱中症対策を推進する際に御参考としていただけるよう、主に地方公共団体担当職員等
を対象とした、熱中症に関する基礎知識や対策等に係る講習会を、平成２４年５月２８日
（月）より６月１２日（火）まで全国１０都市において開催いたします（全１４回）。
今般、各会場の講師について確定しましたので、お知らせします。
なお、同講習会は、事前に申込みを行った地方公共団体担当職員、民生委員及び各種福
祉施設職員等を対象としていますが、定員に達していない会場については、一般の方々か
らの参加を追加で受け付けていますので、奮って御参加下さい。

１．背景・目的
近年、ヒートアイランド現象や地球温暖化の影響により、従来は高温環境下での
労働や運動活動で多く発生していた熱中症が、日常生活においても発生しやすくな
っており、症状が重くなると生命へ危険が及ぶこともあります。特に、平成22年夏
から23年夏にかけては、各地で過去最高の気温や、真夏日の日数を記録するなど記
録的な猛暑となり、熱中症による被害が多発したことから、特定の対象や地域の実
情等を念頭においた、より効果的な熱中症対策の実施が必要となっています。
環境省では、従前より熱中症環境保健マニュアルやリーフレットの作成・配布等、
普及啓発に係る各種取組を推進していますが、今年度新たな取組として、地域にお
ける啓発活動の主体であり、保健活動に日頃から携わる地方公共団体職員、民生委
員及び各種福祉施設職員等を対象とした講習会を開催します。
本講習会は、熱中症の基礎的な知識、予防対処法、及び地域レベルでの取組を実
施するに当たってのポイント等、地域の特性に応じた熱中症対策を進める際に有効
となる情報提供を実施することにより、各地域において指導者として中心的に対応
できる人材の育成に資することを目的としています。
なお、本事業は、環境省がクールビズ、省エネ・節電活動、熱中症対策に関する
呼びかけを一体的に行う「クールサマー２０１２」の一環として実施するものです。

２．講習会の概要
（１）主催

環境省

（２）参加者

地方自治体職員、民生委員、各種福祉施設職員、その他

（３）開催日程
[１]東京会場

平成 24 年 5 月 28 日（月）13:00〜17:00
日経ホール事業本部
（会場）日経カンファレンスルーム

[２]埼玉会場

平成 24 年 5 月 29 日（火）13:00〜17:00
大宮ソニックシティ
（会場）市民ホール第 1 集会室（401）・第 2 集会室（402）

[３]大阪会場

平成 24 年 5 月 30 日（水）13:00〜17:00
第二吉本ビルディング
（会場）Ａ・Ｂ・Ｃ会議室

[４]愛知会場

平成 24 年 5 月 31 日（木）13:00〜17:00
名古屋国際センター
（会場）ホール（別棟）

[５]福岡会場

平成 24 年 6 月 1 日（金）9:00〜13:00
福岡商工会議所
（会場）406−408 会議室

[６]福岡会場

平成 24 年 6 月 1 日（金）14:00〜18:00
福岡商工会議所
（会場）406−408 会議室

[７]宮城会場

平成 24 年 6 月 4 日（月）13:00〜17:00
仙台市情報・産業プラザ
（会場）多目的ホール

[８]石川会場

平成 24 年 6 月 4 日（月）13:00〜17:00
金沢勤労者プラザ
（会場）多目的室

[９]香川会場

平成 24 年 6 月 5 日（火）13:00〜17:00
サンポートホール高松
（会場）54 会議室

[10]福島会場

平成 24 年 6 月 6 日（水）13:00〜17:00
コラッセふくしま
（会場）多目的ホール

[11]広島会場

平成 24 年 6 月 7 日（木）13:00〜17:00
ワークピア広島
（会場）芙蓉

[12]愛知会場

平成 24 年 6 月 8 日（金）13:00〜17:00
名古屋国際センター
（会場）ホール（別棟）

[13]東京会場

平成 24 年 6 月 11 日（月）13:00〜17:00
大手町サンスカイルーム
（会場）Ａ室

[14]大阪会場

平成 24 年 6 月 12 日（火）13:00〜17:00
第二吉本ビルディング
（会場）Ａ・Ｂ・Ｃ会議室

（４）プログラム

別添１参照

（５）講師一覧

別添２参照

３．参加申込みについて（追加募集 対象：一般の方）
（１）参加申込み方法
本講習会は、地方公共団体担当職員、民生委員及び各種福祉施設職員等を主
な対象としていますが、定員に達していない会場（上記２．（３）の[3]〜 [14]）
については、一般の方々からの参加を追加で受け付けています。本講習会への
参加を希望される方は、下記の申込み専用ホームページよりお申し込み下さい。
なお、各会場の予定数を超えた時点で、申込み受付を終了させていただきます
ので予め御了承下さい。
参加可能となった方には、指定いただいた送付先（E-mail 又は FAX）に順
次参加証を送付しますので、当日御持参下さい。申込みは一名につき 1 会場
までとさせていただきます。
○本講習会申込み専用ホームページ
http://www.env-heat.jp
（上記ページより、必要事項を御記入の上、お申込み下さい。）

（２）お問い合わせ
参加申込みに係るお問い合わせは、下記の講習会事務局まで御連絡下さい。

各会場へのお電話等での問い合わせは御遠慮下さい。
【環境省熱中症対策に係る自治体等担当者向け講習会事務局】
株式会社 日刊工業新聞社 業務局 山下、渡辺 宛
〒103−8548 東京都中央区日本橋小網町１４−１(住生日本橋小網町ビル)
TEL：03-5644-7487

４．取材について（対象：報道関係者）
本講習会の取材を希望される方は、上記２．（３）[7]〜[12]の会場については５
月３１日（木）の１８時まで、[13]〜[14]の会場については６月７日（木）の１８
時までに、以下の連絡・登録先に御連絡ください。
なお、カメラ撮影については、会場によっては持込み機材等に制限がありますの
で、必ず事前に御連絡下さい。
【取材希望連絡・登録先】
連絡先：環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
担当：森、藤澤
TEL：03-5521-8261
FAX：03-3580-3596

別添１

プログラム
・[5]及び[6]（福岡会場）につきましては、午前午後の同日２回開催となります。

※会場[1]〜[4]、[7]〜[14]
13:00-13:10 開会（挨拶）
13:10-14:00 医療から見た熱中症
14:00-14:50 日常生活における熱中症
14:50-15:05（休憩）
15:05-15:55 子どもと高齢者の熱中症予防策
15:55-16:45 保健指導のあり方 地域における取組み
16:45-16:55 全体質疑
16:55-17:00 閉会
※会場[5]（福岡会場・午前）
9:00- 9:10 開会（挨拶）
9:10-10:00 医療から見た熱中症
10:00-10:50 日常生活における熱中症
10:50-11:05（休憩）
11:05-11:55 子どもと高齢者の熱中症予防策
11:55-12:45 保健指導のあり方 地域における取組み
12:45-12:55 全体質疑
12:55-13:00 閉会
※会場[6]（福岡会場・午後）
14:00-14:10 開会（挨拶）
14:10-15:00 医療から見た熱中症
15:00-15:50 日常生活における熱中症
15:50-16:05（休憩）
16:05-16:55 子どもと高齢者の熱中症予防策
16:55-17:45 保健指導のあり方 地域における取組み
17:45-17:55 全体質疑
17:55-18:00 閉会

別添２

講師一覧

(敬称略)
テーマ1
医療から見た熱中症
三宅 康史
昭和大学医学部救急医学准教授
昭和大学病院救命救急センター長

テーマ2
日常生活における熱中症
永野 千景
産業医科大学
産業保健管理学研究室（非常勤助手）

テーマ3
子どもと高齢者の熱中症予防策
永野 千景
産業医科大学
産業保健管理学研究室（非常勤助手）

テーマ4
保健指導のあり方 地域における取組み
村山 貢司
一般財団法人気象業務支援センター
気象予報士

5月28日(月)

東京

5月29日(火)

埼玉

横田 裕行
日本医科大学大学院侵襲生体管理学 教授
（同付属病院高度救命救急センター）

寄本 明
滋賀県立大学・大学院教授

寄本 明
滋賀県立大学・大学院教授

村山 貢司
一般財団法人気象業務支援センター
気象予報士

5月30日(水)

大阪

中村 俊介
昭和大学 救急医学講座講師

中井 誠一
京都女子大学家政学部教授

中井 誠一
京都女子大学家政学部教授

村山 貢司
一般財団法人気象業務支援センター
気象予報士

5月31日(木)

愛知

北原 孝雄
北里大学医学部救命救急医学准教授

松本 孝朗
中京大学スポーツ科学部教授

松本 孝朗
中京大学スポーツ科学部教授

小野 雅司
（独）国立環境研究所
環境健康研究センターフェロー

6月1日(金)
午前・午後

福岡

戸谷 昌樹
山口大学医学部附属病院
先進救急医療センター助教

小野 雅司
（独）国立環境研究所
環境健康研究センターフェロー

小野 雅司
（独）国立環境研究所
環境健康研究センターフェロー

村山 貢司
一般財団法人気象業務支援センター
気象予報士

6月4日(月)

宮城

北原 孝雄
北里大学医学部救命救急医学准教授

田中 正敏
福島県立医科大学名誉教授

田中 正敏
福島県立医科大学名誉教授

高橋 公子
東日本旅客鉄道株式会社
産業医

6月4日(月)

石川

奥寺 敬
国立大学法人富山大学
大学院危機管理医学講座（救急・災害医学）教授

川波 祥子
産業医科大学
産業保健管理学助教

川波 祥子
産業医科大学
産業保健管理学助教

登内 道彦
一般財団法人気象業務支援センター
気象予報士

6月5日(火)

香川

三宅 康史
昭和大学医学部救急医学准教授
昭和大学病院救命救急センター長

新見 亮輔
IHI呉事業所 産業医

新見 亮輔
IHI呉事業所 産業医

村山 貢司
一般財団法人気象業務支援センター
気象予報士

6月6日(水)

福島

三宅 康史
昭和大学医学部救急医学准教授
昭和大学病院救命救急センター長

永野 千景
産業医科大学
産業保健管理学研究室（非常勤助手）

永野 千景
産業医科大学
産業保健管理学研究室（非常勤助手）

田中 正敏
福島県立医科大学名誉教授

6月7日(木)

広島

鶴田 良介
山口大学大学院医学系研究科
救急・生体侵襲制御医学分野教授

新見 亮輔
IHI呉事業所 産業医

新見 亮輔
IHI呉事業所 産業医

村山 貢司
一般財団法人気象業務支援センター
気象予報士

6月8日(金)

愛知

三宅 康史
昭和大学医学部救急医学准教授
昭和大学病院救命救急センター長

小野 雅司
（独）国立環境研究所
環境健康研究センターフェロー

小野 雅司
（独）国立環境研究所
環境健康研究センターフェロー

登内 道彦
一般財団法人気象業務支援センター
気象予報士

6月11日(月)

東京

中村 俊介
昭和大学 救急医学講座講師

田中 英登
横浜国立大学
教育人間科学部教授

田中 英登
横浜国立大学
教育人間科学部教授

村山 貢司
一般財団法人気象業務支援センター
気象予報士

6月12日(火)

大阪

三宅 康史
昭和大学医学部救急医学准教授
昭和大学病院救命救急センター長

芳田 哲也
京都工芸繊維大学大学院
工芸科学研究科 数理・自然部門准教授

井上 芳光
大阪国際大学
人間科学部教授

村山 貢司
一般財団法人気象業務支援センター
気象予報士

