
 

 

こんな方々にお勧めをいたします。 

 

 

主 催：一般社団法人長野県産業環境保全協会 

後 援：長      野      県 

環境保全基礎研修会 

２０１９年度 岡谷市・長野市２会場で開催 

地球温暖化をはじめとする種々の環境問題に対応し、持続可能な社会を

構築することがすべての企業、行政、市民に求められています。また、CO2

の排出量を減らすこと、廃棄物を減らすこと、有害化学物質の使用を減ら

すなど環境負荷を減らすこと、また、本年度は改正土壌汚染対策法が本格

施行になる等、毎年のように改正される環境関係法規を守ることは企業が抱

えるリスクを減らすことになります。 

一方、水質汚濁防止や騒音対策のような公害防止と廃棄物管理の面では

担当者の経験や認識不足からくる事故、法令違反、システムの運用上のトラブ

ルも発生しております。 

 以上のような状況に対応するためには一人ひとりが高い意識と知識を

持って行動できる必要があります。そのためには環境問題、関連法規制、

対策技術をよく理解し、自社のマネジメントシステムを有効に活かすことができる

人材を育てなければならないと考えられます。 

そこで（一社）長野県産業環境保全協会では、環境担当者の世代交代に

対応し、新たな時代に対応する人材を育てる場として標記研修会を開催い

たします。なお、参加者の皆様方には基礎知識及び現場での対応力を確実

に身に付けていただくため、少人数制の講義となっておりますので、お早

めにお申し込みいただくようお願い申し上げます。 

○企業、自治体等で新たに環境担当になられた方  

○ISOやエコアクション 21の事務局担当の方 

○高い環境意識を持った人材育成（職場のリーダー、新人教育等） 

○環境保全の実務をもう一度基礎から学び直したい方 

〇公害防止管理者等国家試験受験のための基礎固めをしたい方 

 

環境を知り、学び、考え、行動する 



１．とき・ところ  

  

２．プログラム      

第 1 日 公害対策と環境問題基礎     第 2 日 廃棄物・マネジメント・省エネ  

 

★各講義の講師は協会技術専門委員と協会職員が行います。 

★参加者には修了証が発行されます。  

 

３．定 員    各会場 ２５名（定員になり次第締め切らせていただきます。）  

 

４．受講料（２日間：テキスト代、消費税を含みます。）                    

(1)（一社）長野県産業環境保全協会会員          ￥16,000  

(2)その他（当協会会員外）                ￥21,000   

 上記には昼食代は含みません｡昼食希望の方には別途１食 700 円のお弁当をご用意いたしま

す。希望される方は第 1 日の受付時に２食分 1,400 円をお支払いください。  

受講料の返戻はいたしませんのでご了承ください。（受講者の変更は差し支えありません。）  

 岡谷会場  長野会場  

開催期日  
第１日 2019 年６月１１日（火） 

第２日 2019 年６月１２日（水） 

第１日 2019 年６月２５日（火） 

第２日 2019 年６月２６日（水） 

開催場所  

長野県工業技術総合センター  

精密・電子・航空技術部門 

（４Ｆ 第 2 教室） 

岡谷市長地片間町 1-3-1 

Tel 0266-23-4000 

長野県中小企業会館  

（5Ｆ 大会議室）  

 

長野市中御所字岡田 131-10 

Tel 026-228-5886（長野産環協）  

10:00～10:20 オリエンテーション  

10:20 

～  

12:00 

環境法規制（１）  

水質・大気・騒音・  

地球環境等 

12:00～12:50 昼   食  

12:50 

～13:50 

環境科学基礎  

最近の環境問題の動向  

13:50 

～15:10 

環境保全技術  

排水処理・騒音・臭気 

15:20 

～16:40 

演習１  

講義の振り返り等  

10:00 

～11:10 

環境法規制（２） 

廃棄物関連法規 

10:10  

～12:00 

環境法規制（３） 

化学物質、その他の法規 

12:00～12:50 昼   食 

12:50 

～13:50 

環境マネジメントシステム基礎 

ISO14001 改訂,EA21 改訂を

毎日の業務に活かす 

13:50 

~15:10 

環境対策事例研究  

省エネ・廃棄物削減・化学

物質管理等  

15:10 

  ～16:40 

演習２  

講義の振り返り等  



５．申込締切日  

   岡谷会場：2019 年６月４日（火）、長野会場：2019 年６月 18 日（火）必着のこと 

 

６．申し込み方法  

 (1) 銀行振込・・・・後記の申込書に必要事項を記入の上、申込書を締め切り日までに当協

会講習会係あてＦＡＸ、E メールまたは郵便で送付の上、同日までに受講料を下記口座へ

お振り込み願います。  

    八十二銀行本店       （普）№ ３２３－９００  

    長野銀行長野支店      （普）№ ０３１３－３５７  

    長野信用金庫石堂支店  （普）№ ０１８６－８１６  

    長野県信用組合本店    （普）№ ２１２９０６３  

    郵便振替               ００５４０－３－１５７１３  

    口座名・・・・・・一般社団法人長野県産業環境保全協会  

 

  (2)書留郵便・・・・後記の申込書に必要事項を記入の上、受講料を添えて締め切り日           

までに下記へ郵送願います。  

    〒380-0936 長野市中御所岡田 131-10 長野県中小企業会館 5 階 

              （一社）長野県産業環境保全協会 講習会係  

 Tel 026-228-5886    Fax 026-228-5872   E-mail ea21nasa@valley.ne.jp 

 

 

平成 2019 年  月  日 

環境保全基礎研修会参加申込書  

一般社団法人長野県産業環境保全協会 御中 

                  企業・団体名                    

                  所在地 〒                     

                  Tel           Fax            

 

備考 整理の都合上、受講料の取り扱いについて○印をつけてください。  

郵便振込・銀行振込    八十二銀行・長 野 銀 行   に   月   日   名分  

             長野信用金庫・長野県信用組合  振り込みました・振り込みます 

請求書(必要・不要) 請求書送付先(部署名、担当者名)                              

※原則として現金で受領した場合にのみ領収書を発行いたします。(銀行振込書控えが領収書です。)  

※請求書が必要な方はご連絡願います。  

参加者氏名 所  属 会場（どちらかに○）  お弁当 

  岡谷会場・長野会場  要・不要 

  岡谷会場・長野会場  要・不要 

  岡谷会場・長野会場  要・不要 

  岡谷会場・長野会場  要・不要 

切り取り線  



７．会場案内   

＜岡谷会場＞                            ＜長野会場＞  

                                          

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 前 質 問 票 

 事前に知りたいこと及び講演内容等に要望がありましたら、ご記入の上、Ｆａｘ、郵便また

は e-mail で当協会、講習会係りまでお送りください。  

Fax：026-228-5872   e-mail：ea21nasa@valley.ne.jp  

住所：長野市中御所岡田 131-10    （一社）長野県産業環境保全協会 講習会係 

 

事業所名             所属           氏名          

 

 

質問事項  

 

 

 

 

 

 

切り取り線  

ＪＲ岡谷駅からタクシー約 10 分 

長野自動車道岡谷インターから８分  

長野駅から徒歩約 8 分、長野バスターミナルから徒歩 2 分 

なるべく公共交通機関でご来場ください。     

 

ホテル

メトロ

ポリタン
長野

19

19

長野放送

中御所

長野駅

エネオス

セブンイレブン

長野県中小企業会館

裾
花
川

至県庁

中御所北

県庁方面か

ら右折禁止

八
十
二
銀
行

本
店

バス

ターミナ

ル

至善光寺

末広町

善光寺口長野駅前

長野駅南

ホテル信濃路


