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TOPICS

「みえ環境フェア 2017」を開催しました！
三重県地球温暖化防止活動推進センターで

は、「COOL CHOICE（＝賢 い 選 択）」を テ ー
マに、平成 29 年 12 月 10 日（日）に「メッセ
ウイング・みえ」において、
「みえ環境フェア
2017」
を開催しました。当日は天候にも恵まれ、
5,000 人の方にご来場をいただきました。
ステージでは、三重交通株式会社 雲井敬
代表取締役社長と朴恵淑三重県地球温暖化防
止活動推進センター長による「乗り物から始
めるエコライフ」をテーマにした環境トーク

会場風景

が行われ、その他に「三重県地球温暖化防止
啓発ポスターコンクール」の表彰、「もったい
ない省エネライフクイズ」が行われました。

展示場では、企業、環境団体、学校、行政
機関等 76 団体の参加により、最新のエコカー・
移動式水素ステーションや風力発電システム
模型の展示、住宅メーカー等の温暖化防止に
向けた取り組みの紹介、木の実や間伐材等の
自然素材やリサイクル素材を使った工作等が
行われました。
また、食品ロス削減の取り組みの一環とし
て、規格外品等の廉価販売を行う「もったい
ない市」も開催されました。
家庭の省エネフェアでは、LED 等の省エネ
「環境トーク」

お問い合せ先

家電をお値打ちに販売いたしました。

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

ホームページ

http://www.mec.or.jp/ondan/
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地域住民との合同防災訓練を実施しました！
廃棄物管理部では、11月12日（日）に小山町公会所において
小山町自主防災組織との協働による防災訓練を実施しました。
訓練は、緊急地震速報の発報を合図に開始され、
「緊急地震速
報運用基準」に基づく、まず自分の身を守る行動をとった後、屋
外への避難、訓練本部長への避難状況報告、そして緊急避難所
である小山町公会所への二次避難を行った後、小山町の住民の
方々と共に、
初期消火訓練、
煙体験訓練、
応急救護訓練、
放水訓練、
地震体験、防災DVDの視聴、最後に小山町婦人部による炊き出

放水訓練

しの試食を行って、総勢125名による訓練を終了しました。
本訓練は、防災意識の向上、防災の基礎知識及び技術の習
得に加え、地域住民とのふれあいによる信頼関係のより一層
の強化を図ることを目的に実施いたしました。

煙体験訓練
地震体験訓練
お問い合せ先

廃棄物管理部

炊き出し訓練（小山町婦人部）

管理課

tel 059-328-2567

fax 059-328-2967

大気汚染防止法等の一部改正に伴う水銀大気排出規制について
水銀に関する水俣条約の発効に伴い、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」等の水銀大気排出規
制に関する法令が平成30年4月1日より施行されます。主な改正内容は以下の通りです。
①水銀排出施設として、石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラー、非鉄金属（銅、鉛、亜鉛及び工業鉄）
製造施設、廃棄物焼却設備等が対象となります。
②水銀排出者は水銀排出施設を設置しようとするとき、また変更しようとするとき、都道府県知事、大
気汚染防止法政令市長への届出が必要です。（既存施設についても法施行から30日以内に届出が必要
となります）
③水銀排出施設ごとに排出基準が設けられ、排出量ごとに定められた頻度で排出ガス中の全水銀を測定
する必要があります。
測定方法：環境省告示第94号
測定頻度：排出ガス量が4万N㎥/時以上の施設：4 ヶ月に1回以上
排出ガス量が4万N㎥/時以上の施設：6 ヶ月に1回以上

等

測定に関するご依頼・ご相談について、下記連絡先まで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

tel 059-245-7508

fax 059-245-7516
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セミナ ー 情 報
★ISO14001（2015）内部監査員養成セミナー

組織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】
開催場所：当事業団会議室
■平成30年２月15日 (木)，16日 (金) 9:00～17:00
■平成30年９月13日 (木)，14日 (金) 9:00～17:00
■平成30年６月14日 (木)，15日 (金) 9:00～17:00
■平成30年11月15日 (木)，16日 (金) 9:00～17:00
■平成30年８月２日 (木)，３日 (金) 9:00～17:00
■平成31年２月21日 (木)，22日 (金) 9:00～17:00
【参加費】40,000円／１人（JIS規格書付・昼食含む、消費税別）

★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】
開催場所：当事業団会議室
■平成30年５月24日 (木)，25日 (金) 9:00～17:00
■平成30年10月18日 (木)，19日 (金) 9:00～17:00
■平成30年７月19日 (木)，20日 (金) 9:00～17:00
■平成31年１月24日 (木)，25日 (金) 9:00～17:00
【参加費】40,000円／１人（JIS規格書付・昼食含む、消費税別）

★ISO14001/9001内部監査員2015年版対応 スキルアップセミナー

ISO14001/9001が 改 正 さ れ、2015年 版 と
して発行されました。内部監査員として活躍さ
れている方に、2015年版へのアップデートを
していただくためのセミナーです。

★ISO規格入門セミナー

ISO初心者の方向けのセミナーです。これから
ISO9001及び14001を勉強したいと考えられてい
る方のファーストステップとしてご活用下さい。

【開催日時】
開催場所：当事業団会議室
■平成30年３月13日 (火) 9:00～17:00（EMS）
■平成30年５月18日 (金) 9:00～17:00（EMS）
■平成30年５月23日 (水) 9:00～17:00（QMS）
【参加費】15,000円/１人（JIS規格書付・昼食含む、消費税別）
【開催日時】
開催場所：当事業団会議室
■平成30年５月11日 (金) 13:30～16:30
■平成30年６月29日 (金) 13:30～16:30
【参加費】2,000円/１人（消費税別）

★品質管理セミナー(QC検定3級対応)

品質管理検定（QC検定）受験を目指す方 または、QC検定3級レベルの品質管理の基礎知識を習得し、
実務に役立てたい方のためのセミナーです。
【開催日時】
開催場所：当事業団会議室
《実践編》■平成30年１月19日 (金) 9:30～17:00
《手法編》■平成30年２月８日 (木) 9:30～17:00
《QC七つ道具・新QC七つ道具編》■平成30年3月9日 (金) 9:30～17:00
【各講座参加費】15,000円／１人（テキスト代・昼食含む、消費税別） 3日間通して受講の場合40,000円/１人
※上記の他、農業生産分野（GAP)、食品事業分野（JFS）に関するセミナーも随時開催していく予定です。
また、企業様に合せた出張セミナーも承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合せ先

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

fax 059-245-7524 ホームページ

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

国際規格審査登録センターの新規業務のお知らせ
国際規格審査登録センターでは、新規業務といたしまして、2017 年 4 月から日本初の農業生産工程管理規
格である、JGAP のシステム構築支援業務を新たに開始いたしました。また、今後におきましては、食品事業
分野における日本初の食品安全管理規格である、JFS-A/B（食品安全マネジメントシステム）規格の監査業務
を開始する予定であり、現在申請書提出等の準備を進めています。
お問い合せ先

国際規格審査登録センター（ISC）事業推進課

tel 059-245-7514

fax 059-245-7524
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万葉人の
愛した草木

いらか

こいわすれぐさ

その四十四

お

お

わがやどは 甍しだ草 生ひたれど

かきのもとひとまろ かしゅう

恋忘草 見るにいまだ生ひず

柿本人麿歌集 （巻十一の二四七五）

「わたしの家の屋根にはしだくさ（ノキシノ

こいわすれぐさ

ブ）はいくらでも生えるのに、恋の苦しさを忘

れさせてくれるという恋忘草はいくら見ても

せ

まだ生えていない。
」私は押さえても押さえ切

れない恋に悩んでいるという切つない思いが歌

われています。

ノキシノブは常緑のシダ植物で、古木の樹

皮や岩、崖、家の屋根などに着生しています。

せいちょうそ

ノキシノブの葉は下垂してくると雨水にと

うわむき

けた生長素プリンのためにますます長くなる

ところ

といわれています。事実、
上向の葉は短いです。

また、光を求めて明るい、温度の高い処へ移

動するといわれています。
このような性質を

光寄生とよんでいます。カヤラン、フウランな

ども同様の習性がみら

れます。

葛山博次 著

「万葉集の植物」より

しだくさ
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環境調査のご案内
シミュレーション予測図

当事業団では、環境影響評価など環境

遮音壁

音源(80dB)

音源(70dB)

に関するコンサルティングを行っており
ます。
また、環境影響の予測に関して、騒音
等のシミュレーション業務も行ってお

40
dB

45
dB

り、その成果は、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律に基づく生活環境影響調査

65
dB

や、騒音に関する届出等に利用すること

60
dB

55
dB

50
dB

ができます。
その他にも、大気質・水質・騒音・振
動や土壌汚染（指定調査機関

指定番号：

2003-4-1054）
、動植物といった各種調
査を行っています。詳しくは、下記連絡
先までお問い合わせください。

お問い合せ先

調査部

環境調査課

フリーアクセス 0120-0592-02

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

tel 059-245-7509

fax 059-245-7519

廃棄物処理センター（廃棄物管理部）
新小山最終処分場
〒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

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

