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「簡易的環境アセスメント」の制度化について
準対象事業における簡易的環境アセスメント手続の導入（平成 28 年 9 月 1 日施行）

近年メガソーラー事業のため県内各地の森林等
において大規模な開発計画が進められていること
を踏まえ、従来の「三重県環境影響評価条例（以
下「条例」という。）」に基づく環境影響評価手続
の規模要件未満の造成事業についても一定の環境
配慮がなされるように、一部の「対象事業」の規
模要件の 1 ／ 2 以上の規模の事業を「準対象事業」
とし、文献調査などの簡易な調査方法による環境
影響評価（簡易的環境アセスメント）手続を導入
しました。（三重県ホームページ「準対象事業に
おける簡易的環境アセスメント手続の導入」より）

この手続の導入に伴い、事業者には、準対象事
業による環境への影響（大気環境、水環境、動植
物、景観等）の調査、予測・評価の実施や、これ
に基づく「簡易評価書」の作成、縦覧・説明会開
催、環境への負荷低減措置を記載した「措置報告
書」の作成等が義務付けられることとなります。
当事業団では、環境アセスメント業務に関する
長年にわたる幅広い知見と経験を有しています。
今回の条例改正も含めて、環境アセスメント業務
についてのご相談などございましたら、お気軽に
お問い合わせください。

調査部 環境調査課 フリーアクセス

fax 059-245-7519

お問い合せ先

0120-0592-02 tel 059-245-7509

土壌に係る一部「基準値」の改正について
①土壌環境基準項目：「クロロエチレン」及び
「1,4－ジオキサン」の追加
土壌の汚染に係る環境基準項目に、
「クロロエチレ
ン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）
」及び
「1，4－ジオキサン」が追加されました。
（平成 28 年
3 月29日告示。平成 29 年 4 月1日施行）
項

目

名

クロロエチレン
（別名 : 塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）

1,4－ジオキサン

②土壌汚染対策法の特定有害物質：
「クロロエチレン」の追加
土壌汚染対策法の特定有害物質に、
「クロロエチ
レン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）
」が
追加されました。
（平成 28 年 3 月 29 日告示。平成
29 年 4 月1日施行）
項 目 名

環境上の条件
（環境基準）
0.002mg/L 以下
0.05mg/L 以下

基準名称
地下水基準

クロロエチレン 土壌溶出量基準
土壌第二
溶出量基準

基

準

0.002mg/L 以下
0.02mg/L 以下

当事業団は、土壌汚染対策法に定める指定調査機関です。
土壌分析についてのご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合せ先

調査部

第一分析課

フリーアクセス 0120-0592-02

tel 059-245-7508

値

0.002mg/L 以下

fax 059-245-7516
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生物多様性保全に向けた活動のご案内！
当事業団では、
「三重の豊かな自然を後世に伝える」をコンセプトとした生物多様性保全の啓発
活動を行っており、この活動の一環として、動植物同定会及び標本作りの実習を行います。身近な
自然を知り、楽しみながら、お子様の自然・環境への関心を高めていただく機会にもなりますので、
親子でお気軽にご参加ください。皆様にお越しいただけることを心よりお待ち申し上げております。

「ぼくら生き物調査隊 採って、調べて、形にしよう」
開催日及び開催場所
平成28年８月６日（土）
MAPみえこどもの城（松阪市立野町）
対 象：小学生以上（小学３年生未満の人は保護者と一緒に参加し
てください。
）
講 師：県内の昆虫、貝類、植物などに詳しい専門家
内 容：参加者が採集した昆虫や植物などをお持ちいただき、種名
調べ、標本作製をしていただきます。講師陣が懇切丁寧に
サポートしますので、初心者にもできる内容です。
お問い合せ先

調査部

環境調査課

フリーアクセス 0120-0592-02

tel 059-245-7509

fax 059-245-7519

地球温暖化対策のための国民運動
COOL CHOICE（賢い選択）への賛同について
環境省では、パリ協定で合意した「2030年ま
でに温室効果ガス26％削減」を達成するため、
「クールチョイス（賢い選択）
」をスローガンに地
球温暖化対策のための国民運動を盛り上げるよ
う、賛同者を募っています。
「COOL CHOICE」とは、従来の省エネ運動が
ガマンを強いるイメージがあったことから、
（暑
さ・寒さ等）無理にガマンをするのではなく、あ
らゆる賢い選択を行って出来る範囲で省エネ等に
努め、結果として温室効果ガスの削減を行ってい
こうというものです。
COOL CHOICEホームページ上に賛同フォーム
が開設されていますので、是非皆さまのご賛同・ご
登録をお願いします。
ご賛同いただける方は、
「COOL CHOICEをどこ
でお知りになりましたか？」欄で、
「その他」に
チェックを入れ、三重県地球温暖化防止活動推進
センターとご記入いただきますようお願いします。
COOL CHOICEホームページ
http://funtoshare.env.go.jp/coolchoice/join.html

お問い合せ先

三重県地球温暖化防止活動推進センター
tel 059-245-7517 fax 059-245-7518
HP http://www.mec.or.jp/ondan/
mail mccca@mec.or.jp

平成 28 年７月 1 日発行

みえか

第 40 号

セ ミ ナ ー 情 報
ISO9001／ISO14001

～2015年版解説セミナー～

2015年9月に改正されたJIS Q 9001：2015またはJIS Q 14001：2015規格についてJIS規格書をテキスト
に用いて解説する、事務局様向けのセミナーです。
JIS Q 9001：2015
【開催日時】
■平成28年９月８日(木) ９：30 ～ 12：30
■平成28年12月８日(木) ９：30 ～ 12：30
【開催場所】 当事業団会議室
【参加費】 9,800円/人（消費税別：JIS規格書付）

JIS Q 14001：2015
【開催日時及び場所】
■平成28年９月８日(木) 13：30 ～ 16：30
■平成28年12月８日(木) 13：30 ～ 16：30
【開催場所】 当事業団会議室
【参加費】 9,800円/人（消費税別：JIS規格書付）

環境法令解説セミナー
環境マネジメントシステムで求められてい
る環境関連法規制の概要及び法規制の最新
情報について学んでいただきます。

【開催日時及び場所】
■平成28年９月26日(月) 10：00 ～ 17：00
■平成28年10月25日(火) 10：00 ～ 17：00
【参加費】 12,000円/人（消費税別）

当事業団会議室
当事業団会議室

ISO14001（2015）内部監査員養成セミナー
組織からの環境負荷の低減などにつなが
る環境マネジメントシステムについて、その
システムの基となる規格の解説や監査の手
法などについて学んでいただきます。

≪内部監査員養成セミナー２日間≫
【開催日時及び場所】
■ 平成28年８月４日(木)、５日(金) ９：00 ～ 17：00 当事業団会議室
■ 平成28年11月17日(木)、18日(金) ９：00 ～ 17：00 当事業団会議室
■ 平成29年２月16日(木)、17日(金) ９：00 ～ 17：00 当事業団会議室
【参加費】 40,000円/人（消費税別：JIS規格書付）

ISO9001（2015）内部監査員養成セミナー
組織の品質管理強化などにつながる品質マ
ネジメントシステムについて、そのシステム
の基となる規格の解説や監査の手法などにつ
いて学んでいただきます。

≪内部監査員養成セミナー２日間≫
【開催日時及び場所】
■ 平成28年10月20日(木)、21日(金) ９：00 ～ 17：00 当事業団会議室
■ 平成29年１月26日(木)、27日(金) ９：00 ～ 17：00 当事業団会議室
【参加費】 40,000円/人（消費税別：JIS規格書付）

労働安全衛生マネジメントシステム内部監査員養成セミナー
組織にとって重要な「労働安全衛生」につ
いて、そのシステムの基となる規格の解説や
監査の手法などについて学んでいただきま
す。

≪内部監査員養成セミナー１日間≫
【開催日時及び場所】
■平成28年７月29日(金) ８：50 ～ 17：30
【参加費】 18,000円/人（消費税別）

当事業団会議室

品質管理セミナー（国の助成金対象）
製造業の現場で実践に活かせる講座をご提供させていただきます。新人の方から監督者の立場の方まで幅広く
ご参加いただけるよう、分かりやすいテキスト、資料を用いて、実績と経験豊富な講師陣がそれぞれの講座を担当
いたします。
（標準化研究学会共催）
【開催日時及び場所】
≪労働安全管理：リスクアセスメント≫
≪不 良 低 減≫
≪原 価 低 減≫
≪日 常 管 理≫
≪食品安全管理≫
【各講座参加費】15,000円/人（消費税別）
お問い合せ先

■平成28年８月３日(水)
■平成28年８月30日(火)
■平成28年10月４日(火)
■平成28年10月19日(水)
■平成28年11月９日(水)

10：00 ～ 17：00
10：00 ～ 17：00
10：00 ～ 17：00
10：00 ～ 17：00
10：00 ～ 17：00

国際規格審査登録センター（ISC）研修・BCP チーム
tel 059-245-7514

fax 059-245-7524 ホームページ

http://www.mec.or.jp/isc/

当事業団会議室
当事業団会議室
当事業団会議室
当事業団会議室
当事業団会議室
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あ

（巻十四の三五〇一）

は

引かばぬるぬる 吾を言な絶え

やまだ

「安波の山の山田に生えているたわみづら

た

が、
ぬるぬるして離れないように、
あなたも、

私との仲を絶やさないようにして下さい

みぞ

ね。
」とかなり積極的な恋の歌です。

ヒルムシロは池や溝、水田などに繁殖す

か すい

る多年草で、大きな群落を作ることがあり

みっしゅう

ます。夏から秋にかけて、ツクシのような

黄色の細かい花を密集した花穂を伸ばして

きます。茎には多少粘液があってぬるぬる

しています。水田に侵入するとどんどんふ

ゆ

えて農家の人を困らせます。

昔は若葉や若芽を湯がいて食用にしてい

ました。また、解毒作用があるため民間薬

として使用されていました。万葉集には一

首だけ詠まれています。

葛山博次 著

「万葉集の植物」より

ヒルムシロ

第 40 号

大規模災害に備えて！
新小山最終処分場では、毎年２回、地元住民
の方々並びに公設消防隊等と連携した防災訓練
を実施しています。
今回は平成28年２月18日（木）に実施した公
設消防隊及び地元消防団と連携した総合防災訓
練の実施状況について紹介します。
今回の訓練は、大規模地震を想定し、緊急地
震速報の吹鳴から始まり、被害状況の把握、
119番通報、初期消火、負傷者の救出救護、薬

被害状況報告

品の流出防止等の災害応急対策訓練に「災害対
応マニュアル」
・
「消防計画」に定められた任務
分担の遂行状況の検証、公設消防隊への情報提
供等を加えた総合防災訓練とし、災害時の組織
体制の強化並びに職員個々の災害対応能力の向
上を図ることを目的として実施いたしました。
また、大雨等による土砂災害に対応するため、
南消防署職員の指導により土嚢作り、土嚢積み
の水防研修も併せて実施いたしました。

放水訓練
お問い合せ先

廃棄物管理部

負傷者搬送

救出救護活動

管理課

tel 059-328-2727

河芸社屋
〒510-0304 三重県津市河芸町上野 3258 番地
tel 059-245-7505（代表） fax 059-245-7515
フリーアクセス 0120-0592-03
オークワ
オークワ
ホームページ http://www.mec.or.jp

小山事務所
〒512-1102 四日市市小山町字西北野 3234-1
管理課 tel 059-328-2567 fax 059-328-2967
施設課 tel 059-328-2727 fax 059-328-8652

水防研修
fax 059-328-8652

新小山最終処分場（埋立処分事業）
〒512-1102 四日市市小山町字西北野 3234-1
tel 059-328-2727 fax 059-328-8652

小山リサイクルセンター（破砕処理）
〒512-1102 四日市市小山町字大犬谷 3258
tel 059-328-2567 fax 059-328-2967

事業団へのご意見・ご希望または「みえか」のご感想を
お寄せ下さい。e-mail : mec@mec.or.jp

