
                         

                    事 務 連 絡 

                     令和４年７月 25日 

出店企業の皆様へ 

 

（公財）日本食肉流通センター 

 

 

 

港湾におけるヒアリ講習会の開催について【情報提供】 

 

 

 

日頃から当センターの業務運営につきまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

 

農林水産省から、港湾におけるヒアリ講習会の開催について連絡がありましたの

で、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

関係団体各位 

 

農林水産省 畜産局 食肉鶏卵課 

 

 

日頃よりお世話になっております。港湾におけるヒアリ講習会開催についてご連

絡いたします。 

特定外来生物のヒアリについては、平成 29 年６月に国内で初確認されて以降、

港湾を中心に確認が続いており、先般、「コンテナへのヒアリ侵入防止等に係る事

業者への協力依頼について（令和４年５月 26 日付け環境省自然環境局長通知）」に

ついて、周知させていただきましたが、引き続き政府一丸となった水際対策に当た

っています。 

  

今般、環境省が、過年度に引き続いて別添のとおり港湾関係者や防除事業者等向

けのヒアリ講習会を開催することとなりましたので、ご案内いたします。必要に応

じて貴団体内の事業者等へ周知いただけると幸いです。 

今年度は、東京・大阪・名古屋の３会場で、座学に加えて実物のコンテナを見な

がらの実習も実施する予定ですが、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等

によっては、実施内容や開催方式の変更が生じる可能性がありますのであらかじめ

ご了承ください。 

 

・東京会場  8/18（木）（午前の部）9:00～13:00、（午後の部）13:30～17:00  

・名古屋会場 8/31（水） 〃 

・大阪会場  9/7 （水） 〃  

 

なお、講習内容、申し込み方法などの詳細は別添の案内をご参照ください。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

開催事務局：一般財団法人日本環境衛生センター 

主担当：皆川恵子（みながわ けいこ） 

お問合先 メール：hiari@jesc.or.jp 電話：044-288-4878 

mailto:hiari@jesc.or.jp


 

 

令和 4年７月 22 日 

 

令和４年度ヒアリ講習会の開催について 

 

 

環境省 自然環境局      

 野生生物課 外来生物対策室 

 

 

 日頃より外来生物対策にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

 特定外来生物のヒアリについては、平成 29 年６月に国内で初確認されて以降、港湾を中心に確認が

続いており、引き続き政府一丸となった水際対策に当たっています。また、本年５月には外来生物法が

改正され、ヒアリ対策についても強化を図ったところです。現時点では国内においてヒアリの定着は確

認されていませんが、ヒアリの侵入・定着防止のためには早期発見と早期防除が最も有効かつ重要であ

り、様々な関係者のご協力が不可欠です。 

 今般、環境省では、過年度に引き続いて下記のとおり港湾関係者や防除事業者等向けのヒアリ講習会

を開催することとなりました。なお、昨年度は「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」や「新型コ

ロナウイルス感染症まん延防止等重点措置」を踏まえオンライン形式での開催といたしましたが、今年

度については、現時点では座学に加えて実物のコンテナを見ながらの実習も実施する予定です。 

ヒアリ対策においては、継続的に関係機関との連携や情報・知見の共有を図ることが重要であると考

えており、業務多忙のこととは思いますが、皆様のご参加のほどお待ちしております。 

なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等によっては、実施内容や開催方式の変更が生じ

る可能性がありますのであらかじめご了承ください。 

 

記 

 

１．開催日程 

会場 日時 会場 申込〆切 

東京会場 8月18日（木） 

座学 
東京テレコムセンター 東棟 20F 会議室３ 

（東京都江東区青海 2-5-10） 

8月12日（金） 

現地実習 

青海コンテナ埠頭３号バース 

※座学を行う会場から現地実習の現場まではバ

スで約３分程度移動いただくことになります。 

名古屋会場 8月31日（水） 

座学 
名古屋港湾会館 第１会議室 

（愛知県名古屋市港区港町 11-11） 

8月24日（水） 

現地実習 

名古屋ガーデン埠頭駐車場の一部 

※座学を行う会場から現地実習の現場までは約

10 分程度歩いていただくことになります。 

大阪会場 9 月 7 日（水） 

座学 
おおきにアリーナ舞洲 第１会議室 

（大阪府大阪市此花区北港緑地 2-2-15） 
8月31日（水） 

現地実習 おおきにアリーナ舞洲 第２駐車場 

※・いずれの会場とも午前の部（9:00～13:00）、午後の部（13:30～17:00）の 2 回を予定しています。 



 

 

・午前と午後は同じ講習内容です。 

２．講習内容 

内容 
時間 

専門家講師・会場 
午前の部 午後の部  

ヒアリの初確認から現在までの状

況、外来生物法の改正について 
9:00-9:20 13:30-13:50 20 分 

環境省 自然環境局 

野生生物課 外来生物対策室 

ヒアリの生態・同定 9:20-10:20 13:50-14:50 60 分 
寺山 守 博士 

（東京都市大学大学院） 

休憩 10:20-10:30 14:50-15:00 10 分  

ヒアリの防除 10:30-10:45 15:00-15:15 15 分 日本環境衛生センター 

最新技術及び対策事例の紹介 10:45-11:30 15:15-16:00 45 分 

坂本 洋典 博士 

（国立環境研究所） 

  または 

橋本 佳明 博士 

（兵庫県立人と自然の博物館） 

現地実習（移動時間含む） 11:30-12:30 16:00-17:00 60 分 
日本環境衛生センター 

日本ペストコントロール協会 

  ※上記は予定であり、変更が生じる可能性がありますことをあらかじめご了承ください。 

 

２．注意事項 

・各回とも、座学会場で開始 30 分前から受け付けを行います。開始 10 分前にはおこしください。 

・各回とも、定員 40 名です。 

・東京会場の現地実習場所のみ実際のコンテナヤード内です。そのため、各自ヘルメットをご持参い

ただきますようお願いいたします。また、入場に際し、身分証明証をご提示いただきますので、お

持ちいただきますようお願いいたします。コンテナヤード内は、写真撮影は禁止です。 

 

４．申し込み方法 

下記メールアドレス宛てのメールにて申込期限までにお申込みください。 

申込アドレス：hiari@jesc.or.jp  (件名に「ヒアリ講習会申込 ○○会場」と記してください) 

次の項目についてご記入いただき、お申し込みください。合計人数もご記入ください。 

① 参加ご希望会場 ⇒東京、名古屋、大阪 
② ご希望の時間帯 ⇒次の 3つから選択  

「午前」、「午後」、「午前・午後のどちらでもかまわない」 
③ お申込みされる方の所属機関 
④ お申込みされる方のご氏名 
⑤ お申込みされる方のメールアドレス 
⑥ お申込みされる方の電話番号 
⑦ 参加人数 
⑧ ご参加される方の所属・ご氏名 

 

＜記入例 1＞ 参加時間帯が 1 つの場合 
① 大阪会場 
② 午前・午後のどちらでもかまわない 
③ ○○株式会社 環境部 
④ 山田 太郎 
⑤ yamadataro@*****.co.jp 
⑥ 000-000-0000 
⑦ ２名 
⑧ ○○株式会社 環境部 山田太郎 

○○株式会社 環境部 山本次郎 

ご参加される方が未定の場合は 
「○○株式会社 環境部 1 名」 
などとご記入ください 

mailto:hiari@jesc.or.jp


 

 

 
 
 
＜記入例 2＞ 参加時間帯や会場が複数の場合⇒お手数をおかけしますが、分けてご記入ください。 

 
① 大阪会場 
② 午前 
③ ○○株式会社 環境部 
④ 山田 太郎 
⑤ yamadataro@*****.co.jp 
⑥ 000-000-0000 
⑦ １名 
⑧ ○○株式会社 環境部 山田太郎 
 
① 東京会場 
② 午前・午後のどちらでもかまわない 
③ ○○株式会社 環境部 
④ 山田 太郎 
⑤ yamadataro@*****.co.jp 
⑥ 000-000-0000 

 ２名 
⑧ ○○株式会社 環境部 山本太郎 
  ○○株式会社 環境部 山田花子 
 

事務局：一般財団法人日本環境衛生センター 主担当：皆川恵子（みながわ けいこ） 

お問合先 メール：hiari@jesc.or.jp 電話：044-288-4878   

 

 

※申し込みにおける注意事項 

 ①所属機関ごとに参加希望人数をとりまとめて申し込みをお願いします。 

 ②申し込み状況によっては人数調整をお願いする場合や、定員を超過した場合は参加をお断りさせて

いただく可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 

 ③「午前・午後いずれでも可」とされた方には、後ほど事務局より午前・午後のいずれの部にご参加

をお願いするかをお知らせいたします。なお、午後の部は遠方の方を優先させていただきます。 

 ④お申し込み後、3 営業日以内に確認通知をお送りします。万が一、確認通知をお受け取りになられ

なかった場合、お手数ですが事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。 

⑤事務局から会場案内およびご参加いただく時間帯のご連絡は開催3日前までを目処にメールにてお

送りいたします。お申込みいただいた方で事務局から会場案内の連絡をお受け取りになっていない

方がいらっしゃる場合は、お手数とは存じますが事務局までお問合せください。 

 

以上 
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