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２０１３（平成２５）年度

板橋環境管理研究会 事業計画
板橋環境管理研究会の２０１３（平成２５）年度の事業計画をお知らせいたします。
１．情報提供事業
（１）「環境管理ニュース」の提供
回数：毎月１日発行（３４３号～３５４号）
発行部数：Ａ４判４～６ページ、各１８０部
内容：環境マネジメント関連情報、法律・条例の制定・
改定情報、最新の環境情報
（２）「環境管理」の編集・提供
回数：年１回 １０月１日（第２２号、通巻６８号）
発行部数：Ａ４判６０ページ、４５０部
内容：最近の環境の状況、法律・条例等の動向、技術資料、案内・連絡
編集委員会：第２２号 ９月上旬予定
（３）「温室効果ガス排出削減のための制度の情報提供」
板橋産業連合会加盟事業者への温室効果ガス排出削減のための制度の情報提供
２．板橋環境管理研究会研修会
（１）研修会
回数：年３回
①第１回研修会：６月１８日（火） １４：００～１５：４５
②第２回研修会：９月頃
③第３回研修会：１２月頃
（２）見学研修会
回数：年１回
時期：２０１４年２月頃予定
３．環境マネジメントシステム・板橋エコアクション構築・維持支援（区主催事業への協力）
（１）「環境マネジメント構築支援マニュアル」の刊行
２０１４年３月発行予定
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（２）環境マネジメントセミナー
工場・事業場の環境マネジメントシステム維持のための規格及び環境影響評価の解説や演習を
行います。
（参加費徴収 ※研究会会員は無償）
環境マネジメントセミナー（基礎コース）
日時：８月予定（時間：未定）
会場：板橋産連会館、定員３０名
（３）騒音・振動測定講習会
会場：板橋区立グリーンホール、定員２０名
日時：１０月２日（水） １３：００～１８：００
内容：工場・事業場の環境マネジメントシステム構築・維持のため、自社の騒音・振動を測定する
ため講習会を開催します。講習修了者には、修了証、機器貸し出しカードを発行し、検定・
検査済みの騒音計、振動計、記録計を貸し出します。

板橋環境管理研究会

第１回研修会の開催

板橋区と板橋環境管理研究会では、毎年３回、テーマを定めて、区内の事業者を対象に研修会
を行っています。２０１３年度の第１回研修会は、公害防止管理者の心得と公害紛争の解決方法を
テーマとした講演と、温室効果ガス排出量削減への取り組みと区の支援策などをご紹介する研修会
を開催します。
１．日時：６月１８日（火） １４時～１５時４５分
２．会場：板橋産連会館３階会議室 （所在地：東京都板橋区仲宿５４－１０）
３．対象：区内の工場・事業所の公害防止管理者など
４．内容：
（１）公害防止管理者の心得と公害紛争の解決方法
公害防止管理者として、どのような知識や心構えが必要なのか。公害に対する近隣との紛争の
事例を交えて、解決方法や紛争にならないようにするための対策などを紹介します。
「講師：板橋区 資源環境部 環境課職員」
（２）温室効果ガス排出量削減への取り組みと区の支援策
３月に策定した板橋区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を活用して、温室効果ガス排
出量削減への取り組みの概要をご紹介します。また、区の新エネルギー及び省エネルギー機器
導入助成制度など区の支援策もご紹介します。
「説明：板橋区 資源環境部 環境戦略担当課職員」
５．定員：５０人（申込順）
６．費用：無料
７．申込・問合せ：板橋環境管理研究会 猪飼
電話：3962-0131 FAX：3962-0133 E-mail：mail@itabashisanren.org
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公害防止管理者講習会のお知らせ
工場からの公害を未然に防止し、事業活動に伴う環境への負荷を適切に管理・減尐させるため
には、公害防止管理者の役割はとても大切です。環境確保条例では特に公害発生の可能性の高
い工場において公害防止管理者を選任し、工場に常駐させるように定められています。
公害防止管理者の役割は、①工場における条例の規定を遵守するよう助言し、作業方法、施設の
維持等の技術的事項について、公害を発生させないように監督を行うこと。②行政及び地域住民の
窓口としての役割を果たすこと。とされています。
東京都は２０１３年度の「公害防止管理者講習」を下記のとおり実施することになりました。
１．講習内容と日程（予定）
一種講習（３日間）
講

習 科 目

第1回

第2回

東京都の環境の現況と対策

一
般
科
目

専
門
科
目

環境保全に関する法令の概要
「環境確保条例」等の解説
企業における環境管理のあり方及
び公害防止管理者の職務
大気汚染対策

７月２３日（火）

水質汚濁対策

７月２５日（木）

～

有害化学物質対策
騒音振動対策

豊
島 ８月２０日（火） 東
京
区
都
立
南
～
勤
部
労
労
福 ８月２２日（木） 政
祉
会
会
館
館

修了テスト(三肢択一）

二種講習（２日間）
講

習 科 目

第1回

第2回

東京都の環境の現況と対策

一
般
科
目

専
門
科
目

環境保全に関する法令の概要
「環境確保条例」等の解説
企業における環境管理のあり方及
び公害防止管理者の職務
大気汚染対策

７月１７日（水）

水質汚濁対策

７月１８日（木）

～

有害化学物質対策

７月２９日（月） テ
東
ィ
京
ア
～
自
ラ
治
こ
会 ７月３０日（火） う
館
と
う

騒音振動対策
修了テスト(正誤式）

受講手数料は一種：８，２００円、二種：５，７００円です。
２．申込・受付（予定）
期間：６月１８日（火）～２０日（木）
場所：東京都庁第二本庁舎１階臨時窓口（南）
※詳しくは、東京都環境局ホームページをご覧ください。
※「案内・申込書」は環境課公害指導係(区役所６階３番窓口)で配布しています。また、東京都環
境局ホームページから印刷できます。
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平成２５年度 ホタル特別公開
「ホタルの夕べ」と題しまして、板橋区ホタル生態環境館（旧ホタル飼育施設）で育ったホタル（ゲ
ンジボタルとヘイケボタル）を特別公開します。ホタルの光は、私たちに癒しや安らぎを与えてくれる
光と言われています。ホタルの神秘的な輝きを是非ご覧ください。
また、入場招待券とホタル絵はがきのセット販売も行います。
A：夜間特別公開
【ゲンジボタル】発光間隔が長い、大きめのホタルです。
とき：６月１４日（金）～６月１６日（日） １９時３０分～２１時３０分
【ヘイケボタル】発光間隔が短い、小さめのホタルです。
とき：７月１３日（土）～７月１５日（祝） １９時３０分～２１時３０分
※１８時３０分から現地で、当日の入場整理券を配布します。
多くの方が公平にご鑑賞いただけるよう、入場整理券は列に並んでい
る本人分１枚のみの配布とさせていただきます。（先着２，０００名）
ところ：板橋区ホタル生態環境館（板橋区高島平４－２１－１）
〈都営三田線新高島平駅下車徒歩７分〉
＜障がいがある方・６５歳以上の方への公開＞
とき：６月２９日（土）１９時３０分～２１時
申込：６月２１日（金）（必着）まで
往復はがき・ＦＡＸ・Ｅメールで①６月２９日公開申込②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話
番号⑥付き添われる方の氏名⑦車いすの有無⑧自動車での来場を希望する方は車種（往復
はがきの場合は返信用にも住所・氏名）を明記のうえ、環境課管理係まで。
Ｂ：ホタル出張特別公開
とき：８月１日（木）１３時～１６時
ところ：エコポリスセンター地下１階
※子ども向けコーナーなど関連イベントも行います。
Ｃ：ホタル講演会「ホタルの光のふしぎ」
今年のホタルの生育状況・育つ環境、ホタルの光のふしぎなどについてお話しします。お話の後
には今年羽化したホタルを見ていただきます。
とき：６月８日（土）１８時３０分～
ところ：板橋区ホタル生態環境館
対象：高校生以上の方（中学生以下は保護者同伴）
定員：５０人（区内在住の方を優先し抽選）
申込：６月３日（月）（必着）まで
往復はがき・ＦＡＸ・Ｅメールで①ホタル講演会申込②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話
番号（往復はがきの場合は返信用にも住所・氏名）を明記のうえ、環境課管理係まで。
A～Ｃ いずれも
見学費用：無料
※駐車場はありません。車でのご来場はご遠慮ください。
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（６月２９日（土）の駐車券をお持ちの方を除く）
Ｄ：絵はがきと入場招待券のセット販売
１セット（ホタル絵はがき２枚と入場招待券２枚）を２００円で販売します。
※入場日時指定。（変更不可）
販売場所・販売日時
○ホタル生態環境館
６月４日（火）～７月１４日（日）（月曜日を除く）
○環境課（区役所６階③窓口）
６月３日（月）～７月１２日（金）（土曜日、日曜日を除く１０時～１６時）
問合せ：環境課 管理係
〒173-8501 板橋区板橋 2-66-1
電話：3579-2591 FAX：3579-2589 E-mail：s-kankan@city.itabashi.tokyo.jp

Ｃ．Ｗ．ニコル講演会
猛暑や豪雨などの異常気象が増え、地球温暖化などの環境問題が深刻になっています。環境保
護に長年取り組み、自ら森を再生させてきたＣ．Ｗ．ニコル氏を講師にお招きし、自然の素晴らしさ、
環境保全の大切さについてお話しいただきます。
１．日時：６月２９日（土）
開場 １３：３０
開演 １４：００ （９０分講演）
２．会場：板橋区文化会館 小ホール（大山東町５１－１）
３．対象：区内在住・在勤・在学の方
４．内容：講演「心に木を植える」（講師：Ｃ．Ｗ．ニコル）
５．費用：無料 （全席指定）
６．定員：３００名
７．申込：６月１４日（金）（必着）まで
往復はがきで①Ｃ．Ｗ．ニコル講演会②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話番号⑥区内在
勤・在学の場合は勤務先（所在地）・学校名⑦返信用はがきにも住所・氏名を明記のうえ、公益
社団法人 板橋法人会（〒173-0013 氷川町３９－２）まで。
８．問合せ：環境戦略担当課 環境都市推進担当係 電話：3579-2622
講師プロフィール

Ｃ．Ｗ．ニコル氏

英国ウェールズ生まれ。
１９６２年に空手の修行のため初来日。
１９８０年、長野県に居を定め、執筆活動を続けるとともに、１９８６年より、
森の再生活動を実践するため、荒れ果てた里山を購入。その里山を『アファン
の森』と名付け再生活動を始める。
２００２年、アファンの森での活動や調査等をより公益的な活動として全国展
開するために、「財団法人Ｃ．Ｗ.ニコル・アファンの森財団法人」を設立し、
理事長となる。

（主催：板橋区資源環境部/公益社団法人 板橋法人会）
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『夏のエコライフフェア』 を開催します
区では、さまざまな機会を通じて地球温暖化防止の取り組みを分かりやすく区民に啓発し、実践
して頂くために、毎年、区内各所において、区民団体と協働による環境イベントを行っています。
今年も温暖化防止のための「９つのアクション」の取り組み等を啓発しながら、今のライフスタイル
を見直し、地球に優しい生活を始めるきっかけとなるよう、エコライフフェアを開催します。
◆日
時：７月５日（金）、６日（土）１０時～１６時
◆開催場所：グリーンホール（１F・２F）
◆主な内容 ※一部、変更の可能性があります
１）展示コーナー、省エネ・節電コーナー
企業・団体・行政による温暖化対策、省エネ・節電機器の展示紹介。
【出展企業】
エコ窓普及促進会、協和コーポレーション、マップ、（社）ソーラーシステム振興協会、
東京ガス(株)北部支店、ロッグロッグ、東京都下水道局西部第二下水道事務所 ほか
２）緑のカーテンの恵みで作るお料理コーナー
ゴーヤーなど緑のカーテンの恵みを使った料理をミニ講座でご紹介します。試食タイム
もあります。（５日午前のみ）
３）産直野菜販売コーナー
板橋の採れたて野菜の販売コーナーです。
４）講座・講演会（事前申込制）
①野菜ソムリエが伝授！「プランターでの野菜作りの基本講座」（５日午後）
②JAXA（宇宙航空研究開発機構）元職員による環境講演会（５日夕方）
※申込方法は６月１５日の広報いたばしに掲載します。詳細は下記の連絡先へお問い合
わせください。
上記のほか、子ども向けのワークショップや工作コーナー、七夕飾りコーナー、環境クイズラリー
などもあります。ぜひご来場ください。
温暖化防止のために実践！９つのアクション！
1．冷暖房時の設定温度に注意しよう（夏は 28℃、冬は 20℃を目安に！）
2．テレビやパソコンは省エネモードに設定し、見ないときには電源を切ろう
3. 照明はこまめに消し、買い替え時には省エネランプを選ぼう
4. 冷蔵庫の温度設定は「強」から「中」にしよう
5. 調理の火力をこまめに調節し、落とし蓋をするなどの工夫をしよう
6. 使う目的にあわせて給湯の温度を調節、お風呂は間をあけずに入浴しよう
7．水道やシャワーは出しっぱなしにしないでこまめに止めよう
8. 外出や買い物には、いつもエコバックを持ち歩こう
9. 遠出はできるだけ公共交通、近くは歩くか自転車を使おう

＜問合せ＞
環境戦略担当課 環境協働推進担当係
電話：5970-5656 FAX： 5970-3426 E-mail：s-kkyodo@city.itabashi.tokyo.jp

