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◆担当者からひとこと◆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  

平成 29 年の幕が開きました。新しい年の始まりはピーンと張り詰めた冷たい空気がいつになく新鮮で、 

なにか素晴らしいことが起こりそうな期待感でいっぱいになります。みなさんも新しい気持ちでお正月を 

迎えられたことかと思います。本年もどうぞよろしくお願いします。 

◆今号の目次◆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  

≪新着ニュース≫  

1. 『2 月 14 日（火）第 5 回産業廃棄物管理責任者講習会（建設系）が継続学習制度（CPDS）に認定され 

 ました』 

2. 『産業廃棄物関連情報メールマガジン バックナンバーの掲載について』 

≪お知らせ≫  

3. 『東京都環境公社からのお知らせ（再掲）』 

4. 『東京都からのお知らせ（産業廃棄物関連）』 

5. 『環境省からのお知らせ（産業廃棄物関連）』 

 

◆本文◆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  

≪新着ニュース≫ 

──▲──────────────────────────────────────── 

1. 『2 月 14 日（火）第 5 回産業廃棄物管理責任者講習会（建設系）が継続学習制度（CPDS）に認定され 

ました』 

──▲────────────────────────────────────────  

平成 28 年度産業廃棄物管理責任者講習会（建設系）が一般社団法人全国土木施工管理技士連合会 

の継続学習制度（CPDS）に認定されました。2 月 14 日（火）開催の平成 28 年度第 5 回産業廃棄物管理 

責任者講習会（建設系）は参加者募集中です。継続学習制度（CPDS）をご利用されている方は、ぜひお 

申込みください。 

http://www.tokyokankyo.jp/activity/publicity/lecture/h28kanri-jukou/ 

 

──▲──────────────────────────────────────── 

2. 『産業廃棄物関連情報メールマガジン バックナンバーの掲載について』 

──▲────────────────────────────────────────  

産業廃棄物関連情報メールマガジンについて、これまで配信したメールマガジンのバックナンバーをホ 

ームページに掲載しました。メールマガジンは、過去の配信記事をご覧になることができますので、どう 

ぞご活用ください。 

http://www.tokyokankyo.jp/activity/publicity/sanpai-merumaga/sanpai-merumaga-backnumber/ 

 

http://www.tokyokankyo.jp/activity/publicity/lecture/h28kanri-jukou/
http://www.tokyokankyo.jp/activity/publicity/sanpai-merumaga/sanpai-merumaga-backnumber/


≪お知らせ≫ 

──▲─────────────────────────────────────── 

3. 『東京都環境公社からのお知らせ（再掲）』  

──▲─────────────────────────────────────── 

1.「1 月 27 日（金） 第 7 回産業廃棄物処理業者向け講習会（中級編） 参加者募集中！」 

廃棄物処理法のポイントや、委託契約・マニフェストについて体系的に学べる講習会を開催していま 

す。ぜひこの機会に奮ってご参加ください！（先着 100 名残席わずか） 

http://www.tokyokankyo.jp/activity/publicity/shori-lecture/h28syori-syokyu/ 

 

2. 「2 月 14 日（火）第 5 回産業廃棄物管理責任者講習会（建設系） 参加者募集中！（CPDS 認定）」  

産業廃棄物の法体系や産業廃棄物管理責任者の実務、業種により注意すべきことが学べる講習会を 

開催しています。産業廃棄物管理責任者及び実務に従事する方は、ぜひご参加ください。 

http://www.tokyokankyo.jp/activity/publicity/lecture/h28kanri-jukou/ 

 

3. 「新江東清掃工場・埋立処分場の見学会を実施しています！」  

「日本一と言われる新江東清掃工場」と「東京港内の最後の埋立処分場」を無料で見学できるバスツア 

ーを実施しています(参加対象者は 16 歳以上の方)。 

http://www.tokyokankyo.jp/kengaku/seisou.html 

★お申込みはお電話のみの受付となります。【次回は 1 月 25 日（水）開催！】 

TEL 03-3570-2230（受付時間 平日 8：30～17：00） 

 

4. 「スーパーエコタウン見学会を実施しています！」 

優良な産業廃棄物処理事業者による先進的なリサイクル技術を一堂に集めた「スーパーエコタウン」の 

無料見学会を実施中！(参加対象者は 16 歳以上)  

http://www.tokyokankyo.jp/kengaku/ecotown.html 

★お申込みはお電話のみの受付となります。【次回は 2 月 9 日（木）開催！】 

TEL 03-3570-2230（受付時間 平日 8：30～17：00） 

 

──▲─────────────────────────────────────── 

4. 『東京都からのお知らせ（産業廃棄物関連）』 

──▲───────────────────────────────────────  

1.「建設リサイクル法に関する一斉パトロールを実施」 

東京都では区市と共に、建築物解体現場等における建設副産物のリサイクル等を適正に進めるために 

都内全域で一斉パトロールを行っています。今回のパトロールでは、石綿含有建材（スレート板等の成 

形板等を含む）の分別状況等についても重点的に確認しました。 

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/12/15/19.html 

 

2.「産業廃棄物処理業者に対する行政処分について」 

東京都は、平成 28 年 12 月 8 日及び同年 12 月 15 日付けで産業廃棄物処理業者 4 者に対して、廃棄 

物処理法に基づき、許可取り消しの行政処分を行ないましたのでお知らせします。 
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＜平成 28 年 12 月 8 日付＞ 

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/12/08/08.html 

＜平成 28 年 12 月 15 日付＞ 

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/12/15/08.html 

 

3.「本年 2 月賞味期限の都の防災備蓄食品を配布」 

東京都では、本来食べられるのに捨てられてしまう『食品ロス』の削減に取り組んでいます。この度、防 

災備蓄の重要性を認識していただくとともに、食べ物の大切さを意識するきっかけとしていただくため、 

本年 2 月末賞味期限の都の防災備蓄食品（クラッカー約 10 万食）を以下のように配布します。 

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/01/05/02.html 

【防災備蓄食品配布インターネット受付フォーム】お問い合わせフォーム 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/form/bichiku.php 

 

4.「都民ファーストでつくる『新しい東京』～2020 年に向けた実行プラン～」の策定について」 

この度、「都民ファースト」の視点に立ち、「セーフシティ」「ダイバーシティ」「スマートシティ」の「3 つのシ 

ティ」を実現し、「新しい東京」をつくるため、平成 29 年度から平成 32 年度までの 4 か年を計画期間とす 

る「都民ファーストでつくる『新しい東京』～2020 年に向けた実行プラン～」を策定しましたので、お知らせ 

いたします。 

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/12/22/26.html 

 

5.「『ビジネスチャンス・ナビ 2020』 東京 2020 組織委員会の入札手続きにおける活用が決定！」 

この度、受発注取引のマッチング（商談）を支援するサイト「ビジネスチャンス・ナビ 2020」が、公益財団法 

人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（以下、「組織委員会」という。）の入札手続にお 

いて活用されることになりました。平成 29 年 4 月以降（予定）組織委員会の入札手続は、原則としてナビ 

2020 を活用し、案件公表から落札者の決定まで一貫して実施していくこととなります。 

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/12/13/02.html 

 

──▲─────────────────────────---------────────── 

5. 『環境省からのお知らせ（産業廃棄物関連）』 

──▲───────────────────────────────────────  

1.「平成 29 年度環境省の予算について」 

http://www.env.go.jp/guide/budget/ 

 

2.「平成 29 年度経済産業省の予算について」 

http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2017/index.html 

 

3.「産業廃棄物の不法投棄等の状況（平成 27 年度）について」 

環境省では、毎年度、全国の都道府県及び政令市の協力を得て、産業廃棄物の不法投棄及び不適正 

処理事案について、産業廃棄物の不法投棄等対策に係る政策形成のための基礎資料とすること等を目 

的として、新たに判明した不法投棄等事案の状況、及び年度末時点の不法投棄等事案の残量等を調査 
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し、公表しています。  

http://www.env.go.jp/press/103219.html 

 

4.「産業廃棄物の排出及び処理状況等（平成 26 年度実績）について」 

環境省では、平成 26 年度における全国の産業廃棄物の排出及び処理状況等について調査し、その結 

果を取りまとめましたので公表します。 

http://www.env.go.jp/press/103381.html 

 

5.「廃棄物処理制度専門委員会報告書（案）」に対する意見募集（パブリックコメント）について」 

環境省では、「廃棄物処理制度専門委員会報告書（案）」について広く国民の皆様から御意見を募集す 

るため、平成 28 年 12 月 20 日（火）から平成 29 年１月 19 日（木）までの間、御意見の募集（パブリックコ 

メント）を行います。 

http://www.env.go.jp/press/103385.html 

 

6.「公開シンポジウム「我が国が誇る循環産業の海外展開プラットフォーム」開催について」 

環境省では、我が国の循環産業関係者が一堂に会し、海外展開状況について幅広く情報共有し、更な 

る循環産業の海外展開を促進することを目的に、平成 29 年 2 月 6 日（月）に公開のシンポジウムを開催 

しますので、お知らせいたします。 

http://www.env.go.jp/press/103396.html 

 

7.「環境省主催フォーラム/ワークショップ 循環型地域社会の発展に向けて～排出事業者と処理業者が 

地域のために今何ができるのか？～」 

環境省では産業廃棄物の更なる３Ｒや地域での社会貢献活動の展開など、排出事業者と産廃処理業 

者との連携・協働の可能性について意見交換を行うために、フォーラム/ワークショップを開催します。 

http://www.env.go.jp/press/103384.html 

 

 

最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。 

 

◆本メールマガジンに関する問い合わせ先◆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

  公益財団法人東京都環境公社 環境事業部環境事業課 

  E-mail：sanpaik@tokyokankyo.jp 

  HP：   http://www.tokyokankyo.jp/ 

◆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
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