みえか

第 42 号

2017

MIE PREFECTURE ENVIRONMENTAL CONSERVATION AGENCY

第42号
平成 29 年１月

発行：一般財団法人 三重県環境保全事業団

フクジュソウ

サンシュユ

マンリョウ

TOPICS

アセビ

「平成 28 年度製品含有化学物質管理セミナー」
開催のご案内

製品含有化学物質の規制が、欧州、米国、アジア諸国など世界各地域で導入・強化されてきている
中で、自社製品の国際展開に関心が高い企業の皆様を対象として、昨年度に引き続き、次のとおり「製
品含有化学物質管理セミナー」を開催させていただきます。
関係者の皆様には是非ともご参加をいただきますよう、ご案内申し上げます。
◆◆

セミナーの内容 ◆◆

製品含有化学物質管理 ガイドラインに基づく管理のポイント
環境化学研究所
取締役

新井

恒隆 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団

古川

浩司

マネジメントシステム規格でのリスク及び機会の取組について
一般財団法人 三重県環境保全事業団 河野

昭宏

製品の品質管理分析の解説と実例

平成 29 年 1 月 20 日（金） 13：00 ～ 16：20（受付 12：00 ～ 13：00）
場 所 くわなメディアライヴ１階 桑名市中央町三丁目 79 番地
参加費 無料

日

お問い合せ先

時

調査部

第一分析課

担当：鈴木、阿部、坂倉

フリーアクセス 0120-0592-02 tel 059-245-7508 fax 059-245-7516
当事業団 HP にてプログラムと申込用紙をダウンロード及びオンライン申し込みもできます。
URL: http://www.mec.or.jp/k_bunseki/
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「みえ環境フェア2016」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 28 年 12 月 11 日（日）に「メッセウイング・
みえ」において、「みえ環境フェア 2016」を開
催しました。当日は天候にも恵まれ多数の方にご
来場をいただきました。
ステージでは、「環境トーク」として浅田剛夫
井村屋グループ㈱代表取締役会長と朴恵淑三重県
地球温暖化防止活動推進センター長との対談が行
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、「もったいない名人家
族クイズ」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、シミュレーターを利用したエコドライブ
体験等が行われました。
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。

環境トーク
全体写真（上から）

会場風景

工
お問い合せ先

作

移動式水素ステーション

もったいない名人家族クイズ

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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平成28年度自然環境保全技術セミナー
「生物多様性から考える外来生物問題」を開催しました！
近年、もともとその地域にいなかった外来生物
が、在来の生態系や生物多様性に悪影響を及ぼす
ような事例が起きており、こうしたことに対する
法整備の状況、防除の事例などを知っていただく
ことを目的として、昨年度に引き続き、外来生物
問題をテーマとした「自然環境保全技術セミナー」
を 11 月 11 日に三重県松阪庁舎にて開催（三重県
農林水産部みどり共生推進課との共催）しました。
今年度は、講師として環境省中部地方環境事務
所野生生物課の高木丈子様、飛騨市環境水道部環
境課の古田善尚様、三重県農林水産部みどり共生

お問い合せ先

調査部

環境調査課

推進課の辻公彦様の３名の方をお招きし、生物多様
性に関しての国・地方自治体の取り組みなどについ
てのご講演をいただきました。当日は県や市町の職
員など計 56 名の参加があり、質疑応答では活発な
議論が交わされました。
当事業団では今後もこうしたセミナーを継続し、外
来生物問題の現状や課題、対策について様々な事例
を紹介していきたいと考えています。

フリーアクセス 0120-0592-02

tel 059-245-7509

fax 059-245-7519

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、防災意識の向上、防災の基礎知識及び技術の習得、地
域住民との信頼関係の強化を図ることを目的として、11 月 13 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。

消火器による
実消火訓練

避難状況報告

消火器取扱い訓練

応急救護訓練
（心肺蘇生）
お問い合せ先

廃棄物管理部

施設課

tel 059-328-2727

訓練は、緊急地震速報の発報を合図に開始され、ま
ず自分の身を守る行動をとった後、屋外への避難、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、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、防災 DVD
の視聴、炊き出し訓練を行いました。
fax 059-328-8652
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その四十一

こけ む

万葉人の
愛した草木

わぎ も こ

あべたちばな

もの

（巻十一の二七五〇）

吾妹子に 逢はなく久し うまし物

阿倍橘の 蘿生すまでに

こ

「あの娘にずいぶん長い間、逢っていない。
あのうまい阿倍橘の木がいつの間にかコケ
が生えるまでになった。
」と、木にたとえて
寄せた恋歌です。
あべたちばなには古来から諸説があり、
その一つにアベタチバナという植物名であ
るとするもの、あべとたちばなを切り離し
て大和の国の阿倍に産するタチバナだとす
るもの、駿河の安部地方のタチバナの意味
だとするもの。また「和名抄」や「本草和名」
に橙、和名阿部多知波奈とあることからダ
イダイとするもの、
「本草網目啓蒙」の香橙
からクネンボであるともいわれています。
それぞれの地方によってこれにあてる種
は異なっているようです。

葛山博次 著

「万葉集の植物」より

あべたちばな

セミナー 情報
◆環境マネジメントシステム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。
【全て2015年版での開催です】

《内部監査員養成セミナー2日間》
日

時：平成29年２月16日(木)・17日(金) 9:00～17:00

日

時：平成29年３月９日(木)・10日(金) 9:30～17:30

場

所：当事業団会議室

場

所：ウインクあいち（愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38）

参加費：40,000円/人（消費税別：JIS規格書付）

参加費：40,000円/人（消費税別：JIS規格書付）

◆品質マネジメントシステム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。
【2015年版での開催です】

《内部監査員養成セミナー2日間》
日

時：平成29年１月26日(木)・27日(金) 9:00～17:00

場

所：当事業団会議室

参加費：40,000円/人（消費税別：JIS規格書付）

◆内部監査員スキルアップセミナー（岐阜県高山市開催）
ISO9001及び14001が2015年9月に改正され、JIS規格が11月に発行されました。内部監査員として活躍されている方を対象に、2015
年版の規格を理解していただきます。

《内部品質監査員（ISO9001）スキルアップセミナー１日間》 《内部環境監査員（ISO14001）スキルアップセミナー１日間》
日

時：平成29年２月６日(月)

場

所：JA岐阜厚生連 久美愛厚生病院
（岐阜県高山市中切町１－１）

9:30～17:30

参加費：15,000円/人（消費税別：JIS規格書付）
お問い合せ先

日

時：平成29年２月７日(火)

場

所：JA岐阜厚生連 久美愛厚生病院
（岐阜県高山市中切町１－１）

参加費：15,000円/人（消費税別：JIS規格書付）

国際規格審査登録センター（ISC）研修・BCP チーム

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
オークワ
オークワ
フリーアクセス 0120-0592-03
ホームページ http://www.mec.or.jp

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

9:30～17:30

tel 059-245-7514 fax 059-245-7524
ホームページ http://www.mec.or.jp/isc/

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

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

