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今号のトピックス
１ 騒音・振動測定講習会
２ 板橋環境管理研究会 第２回研修会の
開催
３ 緑のカーテンコンテスト募集
４ エコポリス板橋環境活動大賞
５ 秋の板橋クリーン作戦

騒音・振動測定講習会
板橋区と板橋環境管理研究会では、騒音・振動の測定に関する講習会を下記のとおり実施いたします。
この講習会は、工場・事業所が環境マネジメントシステムの構築・維持に必要な騒音・振動の測定技術
の習得を中心に行い、講習を修了すると、検定・検査済みの騒音計、振動計、記録計の貸出しを受けるこ
とができます。受講修了者には、修了証及び測定機器の貸出カードを交付いたします。
※板橋環境管理研究会の会員企業の方は、板橋環境管理研究会から受講料の全額補助が受けられます。

記
１. 期日
平成３０年１２月４日（火）１３時～１８時
(開催日は昨年より２か月遅くなっております。ご注意ください。)
２. 共催団体 板橋環境管理研究会
３. 会場
板橋区役所９階大会議室（Ａ・Ｂ） 板橋区板橋２－６６－１（案内図参照）
4. 受講資格 板橋区内の工場・事業所の公害防止、環境マネジメント
システム構築・維持の業務に携わっている方
５．受講料
１，０００円（テキスト代、消耗品代）
６．定員
２０名（申込者多数の場合は、抽選）
７．講習内容（予定）
時 間
演 題
内 容
・騒音・振動とは
・騒音規制法概要
１３：１０～１４：０５
騒音・振動の基礎知識と法令
・振動規制法概要
・東京都環境確保条例概要
・騒音・振動測定の規定
１４：１０～１５：５０
騒音計・振動計の使い方
・騒音計・振動計の使い方
・騒音・振動測定実習
１６：０５～１７：３０
騒音計・振動計の操作実習
・データの解析方法
・データの解析実習
・質疑応答
１７：３０～１８：００
質疑応答他
・修了証交付
８．申込方法 申込書にご記入のうえ、次項宛先に申込書を持参、郵送若しくはご送信ください。
９．申込期間 平成３０年１０月２４日（水）～ １１月９日（金）（消印有効）
⒑ 問合せ先 環境政策課生活環境保全係
担当：中島 ℡３５７９-２５９４
板橋区役所案内図 所在地：板橋区板橋２－６６－１（会場は板橋区役所９階です。
）
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騒音・振動測定器の貸出しについて
(参考) 板橋区では、騒音計、振動計、記録計の貸出しを行っています。

貸出し対象機器
騒音計(普及型) SDT-8852・NA-24・NL-22
騒音計(検定済品)NL-42 (リオン)
振動計(検定済品)VM-53 (リオン)
記録計(検査合格品)LR-07 (リオン)

貸出しを受けられる方
板橋区内に住所又は事業所がある方
板橋区内に住所又は事業所がある方で、
ISO の認証取得及び維持のため、適切な技
術者※の管理のもとに使用する方

※ 適切な技術者とは、次のような方等です。
① 騒音・振動の公害防止管理者、環境計量士（騒音・振動関係）
② 板橋区の「騒音・振動測定講習会」を修了した方
③
詳しくは、資源環境部環境政策課生活環境保全係 電話３５７９－２５９４まで
切り取り線
騒音・振動測定講習会申込書
工場・事業所名
住

所

ふ り が な
氏
名
役職・業務内容
以下について、必要がございましたら、印をつけてください
備考

□車いすスペース

□拡大文字版テキスト（希望フォントサイズ「

□その他（
介助者

連

□同行する （

」）
）

人）

□同行しない

TEL

（

）

－

FAX

（

）

－

絡 先

【宛先】
（直接持参）
：資源環境部環境政策課生活環境保全係 区役所北館７階１２番窓口 担当 中島
（郵送）
：〒１７３－８５０１ 板橋区板橋２－６６－１
資源環境部環境政策課生活環境保全係 担当中島
(FAX 送信）
：３５７９-２５８９
（メール送信）
：s-kogai＠city.itabashi.tokyo.jp
※ 個人情報については、本事業以外の目的には使用いたしません。
※ 状況により、ご希望いただいたご要望に対応できない場合がございます。その場合は、
あらかじめご連絡をさせていただきますので、ご了承ください。
※ 工場・事業所名および氏名は修了証などに掲載しますので、正確にご記入ください。
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板橋環境管理研究会 第２回研修会の開催
≪ 化学物質管理の現状とこれから ≫
板橋区と板橋環境管理研究会では、テーマを定めて事業者を対象とした研修会を行っています。
第２回研修会では「化学物質管理の現状とこれから」をテーマとした研修会を開催します。ぜひ情報
収集にお役立てください。
１．日 時 ： １０月１２日（金）１４：００～１６：１５
２．会 場 ： 板橋産連会館 ３階会議室 （所在地：板橋区仲宿５４－１０）
３．内 容 ： 化学物質管理の規制の現状と今後の動向、RoHS 指令・
REACH 規制等の現状・動向について
４．講 師 ： 一般社団法人産業環境管理協会 技術顧問 佐竹 一基 氏
５．定 員 ： ４５人（申込順）
６．費 用 ： 無料
７．申込・問合せ：参加申込欄に必要事項をご記入のうえ、ＥメールまたはＦＡＸにて
お申し込みください。

（板橋環境管理研究会の会員の方）
板橋環境管理研究会 渡邉
電話：３９６２-０１３１ ＦＡＸ：３９６２-０１３３ Ｅメール：mail@itabashisanren.org
（会員以外の方）
板橋区 資源環境部 環境政策課 環境政策推進係（区役所７階⑫窓口）
電話：３５７９-２５９１ ＦＡＸ：３５７９-２５８９ Ｅメール：s-kankan@city.itabashi.tokyo.jp

参加申込欄
会 社 名

氏
TEL

連 絡 先
メールアドレス(またはＦＡＸ)

名
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緑のカーテンコンテスト募集
緑のカーテンとは、ゴーヤーや朝顔などのつる性植物をネットに絡ませて、カーテンを作ることで
す。見た目にも涼やかですが、太陽の光を遮ることで、室内の気温を下げる効果があり、エアコンの
使用を抑制する、身近な地球温暖化対策のひとつです。
今年も、緑のカーテンを育てている方を対象に、育成の成功例や工夫例などを共有することを目
的として、緑のカーテンコンテストを行います。
コンテストでは、立派に育てられたかどうかだけでなく、創意・工夫した点を考慮します。失敗した
経験は次回取り組むための貴重な経験となりますので、上手に育てられなかった場合でも、ぜひご
応募ください。また、育成経験が 1 年目の方を対象とした賞もございます。
◆部門
「個人部門」・・・個人で「緑のカーテン」の育成に取り組んだ場合
「団体部門」・・・事務所、グループなど団体で「緑のカーテン」の育成に取り組んだ場合
「公共施設部門」・・・区内公共施設で緑のカーテンの育成に取り組んだ施設
◆賞品
「個人部門」…グランプリ 1 名 （図書カード 5,000 円）、 部門賞 3 名 （図書カード 3,000 円）
「団体部門」…グランプリ 1 団体（図書カード 5,000 円）、 部門賞 2 団体 （図書カード 3,000 円）
「公共施設部門」…部門賞 2 施設（図書カード 3,000 円）
部門を問わず育成新人賞 2 件 （図書カード 3,000 円）
◆提出書類
応募用紙と写真３枚（緑のカーテンの全体が写っている写真を１枚含む）
提出された作品は、取り組み普及を目的として外部に向けて使用することがあります。
また、提出された作品はお返しいたしません。
※応募用紙はエコポリスセンターで配布しています。また、エコポリスセンターホームページ（http：
//www.itbs-ecopo.jp）からもダウンロードできます。郵送を希望する方は電話でご請求ください。
◆提出期限
平成３０年１０月６日（土）まで。
◆表 彰
後日、表彰式を行い、賞品を贈呈いたします。
◆提出・問合せ 板橋区立エコポリスセンター 〒１７４-００６３ 板橋区前野町４－６－１
電話：５９７０-５００１ Ｅメール：info@itbs-ecopo.jp
昨年度受賞作品

個人部門：末永智子

団体部門：凸版印刷(株）板橋工場
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エコポリス板橋環境活動大賞
板橋区は平成２３年度より「エコポリス板橋環境活動大賞」（板橋エコアクションアワード、IEAA）を
創設しました。この賞は、区内を活動の場として環境への取り組みを行っている個人・団体・学校・企
業・事業者など、あらゆる方々を対象としています。
１．募集部門
（１）地域環境・エコライフスタイル部門
公園や道路の清掃、草花や樹木の手入れなど地域の環境美化に貢献する活動
身近な工夫で可能な省エネルギー活動など、環境への配慮を促すライフスタイルの提案・普及
をする活動
（２）産業環境アクション部門
環境マネジメント活動、ゼロエミッション建築物の設計・施工など、環境に配慮した事業活動、独
自の目線・手法によって環境へ貢献する活動
（３）環境教育部門
環境への関心、興味を深めるため啓発や配慮を促す教育及び学習を行った活動
２．表彰内容
最優秀賞
優秀賞
奨励賞

各優秀賞のうち特に優れたもの (表彰状、トロフィー及び副賞)
各部門で１点 (表彰状、トロフィー及び副賞)
各部門で１～３点程度 (表彰状及び副賞)

３．募集期間・応募方法
８月１０日(金)～１０月９日(火)
※自薦・他薦を問わず広く募集します。
応募用紙は板橋区役所北館７階資源循環推進課にて配布します。また、区ホームページ上に
も同様のデータを掲載します。
その他ご不明な点等ございましたら、下記までご連絡ください。
板橋区役所 資源循環推進課 資源循環協働係
【住所】〒１７３-８５０１
板橋区板橋２－６６－１
【電話】３５７９-２２５８ 【FAX】３５７９-２２４９
【E メール】 s-recycle@city.itabashi.tokyo.jp
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秋の板橋クリーン作戦
私たちのまち板橋を、ごみのないきれいなまちにしていくために、本年度も、「秋の板橋クリーン作
戦」を実施します。
期間中の都合のよい日に各々でまちをきれいにするこの清掃活動に、あなたも参加してみません
か。
１．実施期間
１１月１日(木)～１１月３０日(金)
作戦期間中の都合のよい日に実施していただきます。
２．参加対象
個人、団体、町会・自治会、商店街、事業所、老人クラブ、学校、スポーツ少年団、学生ボランティ
ア、官公庁等・・・どなたでも気軽に参加できます！
３．実施内容
道路、歩道の清掃等「秋の板橋クリーン作戦」の趣旨に沿った美化活動をしてください。
作戦中はくれぐれも事故のないよう、安全の確保をお願いします。
(※ なお、公園は委託等により清掃されているので、清掃場所の対象外とします。)
４．申込方法・期限
実行計画書の必要事項を記入し、板橋区役所資源循環推進課、または最寄りの地域センターに
提出してください。
(※ 詳しくは【申込方法について】参照) ※ 申込期限は９月２８日(金)です！
５．お問合せ
ご不明な点等ございましたら、下記までご連絡ください。
「エコポリス板橋環境行動会議」事務局
板橋区役所 資源循環推進課 資源循環協働係
【住所】〒１７３-８５０１
板橋区板橋２－６６－１
【電話】（３５７９）２２５８
【FAX】（３５７９）２２４９
【E メール】s-recycle@city.itabashi.tokyo.jp
【申込方法について】
・資源循環推進課へ直接申し込む場合は、持参・郵送・ＦＡＸ・E メールのいずれでも構いま
せん。
・地域センターで申し込む場合は、窓口へ直接お持ちください。内容に関するお問合せは、
資源循環推進課までお願いします。

