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平成２８年度事業報告書 

 

平成２８年度においては、平成２８年度事業計画に基づき内外の情勢に対応すべく各事

業を実施し、以下に述べるとおり概ね当初の計画どおりの成果を上げることができた。 

 

第一 環境経営情報普及事業 

 

１．公害防止研修・環境教育等事業 

 

（１）公害防止管理者等国家試験受験支援 

① 公害防止管理者等国家試験受験講習会 

公害防止管理者等国家試験前の受験対策講習会として、平成２８年５月～平成２８年９

月に公害防止管理者等国家試験受験講習会（３日間集中コース、休日４日間コース、徹底

攻略コース、科目別コース、平日夜間コース（水質・科目別））を全国１０都市（札幌、

仙台、東京、静岡、名古屋、大阪、岡山、広島、高松、福岡）で計３２回開催し、受講者

は１,７０４名であった。 

また、３日間コースをコアとして、公害防止管理者試験の学習に必要な化学・物理・数

学等の基礎知識を学習するための基礎講座（有料）をその前日に、国家試験の本番と同じ

環境を再現して模試及び正答解説を行うプレ演習を３日間コースの翌日に組み込み、東京、

名古屋、大阪で実施した。平日夜間コースは試験的に実施したが、利用者が少ないため、

２９年度は廃止する。 

受講者の便宜を図るため、すべての講習において、副教材、説明資料等を提供した。 

 

② 公害防止管理者通信教育 

平成２８年度は「大気管理コース」２４０名、「水質管理コース」３８５名、「科目別

コース（全１０科目）」２７９名、延べ９０４名が受講した。 

 

③ 土壌汚染調査技術管理者試験対応セミナー 

平成２２年４月「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」の施行に伴い、指定調査機関

に土壌汚染調査技術管理者の設置が義務付けられ、同年国家試験対応セミナーを開講し継

続開催している。平成２８年度の土壌汚染調査技術管理者試験対応セミナーは１回（東

京）開催し、受講者数４６名であった。平成２２年度第１回セミナーからの累計受講者数

８０５名となった。 
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（２）公害防止管理者等のリフレッシュ研修等 

経済産業省・環境省ガイドライン「公害防止に関する環境管理の在り方」（２００７年

度版）に準拠し、公害防止管理者や工場の環境管理実務担当者向けの「公害防止管理者等

リフレッシュ研修会（再教育）」を平成２０年度より開催してきている。 

平成２８年度は、「公害防止管理者等リフレッシュ研修会」を全国１０都市で１０回開

催し、受講者は５９９名であった。 

また、廃棄物を排出する企業の廃棄物管理を支援する「環境担当者向け廃棄物研修コー

ス」を全国８都市で１３回開催（ベーシック編：３都市５回、実務者編８都市８回）し、

受講者は５３９名であった。 

受講者の合計は１,１３８名で、平成２０年度から９年間の累計受講者数は、延べ１０，

９７１名となった。 

 

（３）環境管理支援 

平成２８年度も中小企業を対象としたＩＳＯ１４００１（ＥＭＳ）の運用管理の支援・

指導、企業のＥＭＳ内部監査員養成や環境教育などの研修会開催、工場サイトの環境診断

調査、遵法診断調査などの支援活動を継続・実施した。 

 

（４）企画セミナー 

 一般社団法人日本化学工業協会との連携のもと、講義とグループ討議を内容とした事故

防止セミナーを開催した（東京１１月：１６名、大阪１２月１５名、２日間コース各１

回）。１日講義タイプの事故防止セミナーを東京で３回（基礎編６月２３名、応用編①７

月２５名、応用編②８月２１名）、同じく労災防止セミナーを東京で１回（２月３０名）

実施した。 

 

（５）環境サイトアセッサー評価登録 

平成２８年度の環境サイトアセッサー技能認定講習の受講者は３１名で、累計受講者数

は９７７名となった。資格評価登録については、新規登録者１４名（累計登録申請者数４

９１名）、登録更新者は３４名であった。 

その他、土壌汚染に関する最近の動向について、「第１２回土壌汚染に関する講演会」

を開催し、参加者は４８名であった。また、土壌・地下水汚染に係る法令、調査、対策等

のポイントを１日で学べる基礎セミナーを２回開催し、受講者は１３２名であった。さら

に資格登録者へのサービスの一環として関連情報提供を定期（毎月）継続実施した。 
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２．出版事業 

 

（１）公害防止管理者及びそれを目指す人を対象とした図書を改訂し、頒布した。 

「新・公害防止の技術と法規２０１７」 

大気編、水質編、騒音・振動編、ダイオキシン類編 

 

（２）公害防止管理者等国家試験問題５年間分（今般より問題収録年数を拡大）の解説書

を発行し、頒布した。 

「公害防止管理者等国家試験問題‐正解とヒント｣シリーズ 

（平成２４年度～平成２８年度） 

大気・特定／一般粉じん関係、水質関係・主任管理者、騒音・振動関係、ダイオキシン

類関係 

 

３．エネルギー・環境マネジャー評価登録事業 

 

平成２２年６月１８日に閣議決定された国家プロジェクト「実践キャリア・アップ戦

略」に基づき、平成２４年度より、エネルギー・環境マネジャー（旧「カーボンマネジャ

ー」平成２７年４月改名）キャリア段位制度を実施している。 

実践キャリア・アップ戦略は、新たな成長分野における人材育成と当該分野への労働移

動を促すことを目的とし、キャリア段位制度で職業能力・生涯キャリアについて「わかる

(知識)」と「できる(実践的スキル)」の両面を評価しレベルを認定する。対象は以下Ａ～

Ｆの６項目に係る能力・生涯キャリアで、平成２８年度における認定者数は２４８名で、

平成２４年度からの累計認定者数は６３４名となった。 

 

（新たな対象領域／以下Ａ～Ｆの事項に係る生涯キャリアを評価） 

Ａ．地球温暖化問題の現状と対策等に係る事項 

Ｂ．大気、水、土壌環境等の保全に係る事項 

Ｃ．生物多様性の保全と自然共生社会の実現への取り組みに係る事項 

Ｄ．循環型社会の形成に係る事項 

Ｅ．化学物質の環境リスク評価・管理に係る事項 

Ｆ．国際協力、各種施策への取り組みに係る事項 
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また、以下の外部関連組織団体と連携し推進している。 

 

（教育７機関) 

日本大学生物資源科学部生物環境工学学科、富山大学理学部生物圏環境科学科、山梨

大学工学部土木環境工学科、福井工業大学環境情報学部環境･食品科学科、実践女子大

学生活科学部現代生活学科、名城大学理工学部環境創造学科、大阪産業大学人間環境

学部生活環境学科及びデザイン工学部環境理工学科 

 

（民間資格管掌組織１３団体) 

東京商工会議所検定センター、公益社団法人日本建築積算協会、ＮＰＯ法人日本住宅

性能検査協会、３Ｒ･低炭素社会検定実行委員会、一般社団法人カーボンマネジメント

アカデミー、一般社団法人日本有機資源協会、一般社団法人コンピュータ教育振興会、

一般社団法人全国森林レクリエーション協会、一般社団法人環境プランニング学会、

一般社団法人土壌環境センター、一般財団法人省エネルギーセンター、一般財団法人

自然環境研究センター、認定ＮＰＯ法人自然環境復元協会 

 

第二 化学物質管理情報普及事業・アーティクルマネジメント推進事業 

 

１． 化学物質管理普及事業 

 

（１）化学物質管理情報事業 

 化学物質規制に関する情報を先取りし、産業界において適切に運用されるよう以下のよ

うな普及啓発活動を行うとともに、情報発信や交流の場を提供する等、企業への支援機関

としての役割を果たすべく活動した。 

 

・化学物質の規制や管理に関する自主的なセミナー業務の拡充・ブロック化を図るという

目標については、これを達成できなかった。しかしながら、平成２９年度以降にブロッ

ク化できるような検討を行い実施予定である。各種セミナーは合計５３回実施し、受講

人数は延べ７４６人であった。参加人数は、新たな施策を実施しない限りほぼ上限に近

いと判断された。 

 

・講師派遣やコンサルティングの開拓のため、化学物質に関する展示会において宣伝・営

業活動を行った。講師派遣は延べ２１件、コンサルティングも延べ２１件であった。コ

ンサルティングは、法対応に係る相談などの単発的なものだけでなく体制構築や管理物
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質の選定なども増えてきており、化学物質管理に対して総合的な支援を行うべく情報発

信する必要がある。 

 

・平成２７年度より開始した包括的な年間情報提供サービス「ＣＡＴＣＨＥＲ」は、２箇

月に一度の法規制やテーマを決めたシリーズものの情報発信を実行した。しかしながら、

登録社は増加しなかった。新たなやり方が必要であると結論付けられた。 

 

・経済産業省より「平成２８年度化学物質安全対策（ＧＨＳに関する基盤調査）」を受託

し実施した。 

 ① ＳＤＳ検討委員会及びＧＨＳ分類検討委員会を開催するとともに、国連ＧＨＳ文書

改訂第６版（改訂第７版の一部を含む）とＪＩＳ Ｚ ７２５２：２０１４及びＪＩＳ 

Ｚ ７２５３：２０１２との差異等に関する調査を実施し、ＪＩＳ改正原案第１次素

案を作成した。また、分類ガイダンス類、「ＧＨＳ混合物分類判定システム」分類方

法に関する補足事項について改訂箇所の抽出を行った。 

 ② ＧＨＳに対応した化管法に基づくＳＤＳ作成のための講習会開催を東京、大阪、名

古屋で合計５回実施した。 

 

（２）国際化学物質管理支援事業 

近年の事業者ニーズは、ビジネスの一層のグローバル化とともに、化学品法令の各国規

制の高まりを受け、欧州、中国、韓国のほか、東南アジア、米国等、多様な手続き支援に

関する要請が増大していることに鑑み、２つの支援事業（①登録等代行事業、②実務者養

成事業）を展開するとともに、今後の事業を推進するため、③その他の事業を実施した。 

 

① 登録等代行事業 

平成２８年度は、ＲＥＡＣＨ登録支援業務について、年間１００トン未満の段階的導入

物質（既存物質）の遅延予備登録のほか、平成３０年６月までの登録が必要な年間１００

トン未満の第３次本登録物質等について、ＥＵ域内の「唯一の代理人」との連携により着

実な登録に向けた準備を行いつつ、可能な限り前倒しの登録を実施した。また、登録済み

の物質については、輸入量等の更新及び拡張安全データシートの作成・更新等の支援を実

施するとともに、必要に応じた登録文書の更新等を行った。また、欧州バイオサイド規則

については、活性物質の承認、バイオサイド製品の認可等への対応について、引き続き、

支援業務を展開した。 

また、平成２２年１２月より適用されたＣＬＰ規則（化学品の分類・表示・包装に関す

る規則）に基づく分類結果について、その届出を実施した。 

中国化学物質管理法令支援業務については、中国内の「代理人」との連携を強化しつつ、
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新化学物質環境管理弁法に基づく登記・申告を実施した。さらに、平成２３年１２月からの改正危

険化学品安全管理条例の施行に伴い、ＧＨＳ方式に準じた安全性データシートとラベルの提供が義

務化されたことを受け、「危険化学品安全管理条例」及び国家標準に基づくＧＨＳ対応の安

全性データシート及びラベル作成のほか、危険化学品鑑別や法令に基づく２４時間対応サービ

スについて支援を行った。 

韓国化学物質管理対応支援業務については、化学物質の登録及び評価に関する法律（化評法）に

おける登録を推進するため、協議体への参加等の支援を行った。 

台湾化学物質管理対応支援業務については、既存化学物質登録について支援を行った。 

また、インドネシア、シンガポール、フィリピン、マレーシア等の東南アジア各国の化学物質管

理法令に係る調査を実施した。 

 

② 実務者養成事業 

実務者養成については、セミナー、相談会、講演等以下の事業を行った。 

・日中韓化学品法規サミット－東京分科会「中国化学品監督管理の現状」を平成２８年１

１月に実施。延べ４８名（４０社）の参加。 

・中国上海にて、杭州瑞旭産品技術有限公司（中国）及び韓国化学融合試験研究院（韓国）ととも

に、「３国間の協力を深め、各国規制や執行に関する最新情報を共有し、アジア太平洋地域にお

ける化学工業の安全性と持続的な発展を促進すること」を目的として、「２０１６年中韓日化学

品法規サミット」を平成２８年１０月に実施。中韓日欧米各国より、延べ２００名程度の参

加。 

 

・欧州化学品セミナー「ＲＥＡＣＨ規則への対応とその最新動向」を平成２８年１２月に

実施。延べ６０名（５０社）の参加。 

 

・講師派遣：欧州ＲＥＡＣＨ、中国化学物質管理規制、中国化学物質管理規制等に関わる

講師派遣（４件）を実施。 

 

・協会内での個別相談会を随時企画し、延べ３０社の化学物質管理関係者からの相談に答

えた。 

 

③ その他の事業 

産業界のニーズに鑑み、化学物質規制の世界的動向を探るため、欧州諸国や米国等国々の化

学物質管理規制等の動向について調査した。 
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（３）ＪＡＭＰ情報提供事業 

平成２８年度上期は、サプライチェーンを構成する企業間の製品含有化学物質情報の伝達円滑化

に向け ① 情報基盤（ＪＡＭＰ-ＧＰ）の利用拡大及び情報流通の活性化に取り組み、同時に ②

「中小企業向け情報流通基盤の枠組み整備事業」を推進して公益性を持つ社会インフラとしての充

実を図った。但し、下期からはＪＡＭＰが進めている新スキーム（ｃｈｅｍＳＨＥＲＰＡ）への

移行に同期して ③ 現行の情報基盤は年度末での運用停止を決めソフトランディングに向け対応を

図った。 

 

平成２８年度の事業成果 

① ＪＡＭＰ-ＧＰの利用拡大及び情報流通の活性化事業 

 ＧＰの年度末停止の影響もあり会員数は減少したが、川中大手の汎用部品メーカを中心に登録

情報の定期更新とＪＡＭＰ-ＧＰを通じた更新情報の自動配信利用が定着して登録シートがＵＰし

た。 

・ＩＴ利用会員 ： ２２５社（前年比 －１５社） 

・製品ＩＤ数  ： １２８,７３７件（前年比  ８％増） 

・登録シート数 ： ６１６,１３６件（前年比 ３４％増） 

 

② 中小企業向け情報流通基盤の枠組み整備事業 

サプライチェーン情報伝達のネックとなっている中小企業の情報伝達を促進し企業間情報伝達

の円滑化を目的にＳＭＥ（中小企業）に対しＪＡＭＰ情報基盤の利用を無料開放する施策（ＳＭ

Ｅ無償利用サービス）を昨年度に引き続き第２期（平成２６年度から２年間の計画）として実施

した。 

 

③ ＧＰ運用停止に伴うソフトランディング対応 

 ＪＡＭＰが現行スキームから新スキームへの移行を決め、次年度以降は新スキームへ

の移行が本格化することが予想される中、構築以来８年間サービス提供してきた現行Ｊ

ＡＭＰ‐ＧＰは本年度末運用停止を決めた。それに伴い９月以降は既存のＧＰ利用会員

に対しＧＰ停止による影響を最小化すべくソフトランディング対応を実施した。また、

ＪＡＭＰ情報基盤委員会と協働で新スキーム対応した新基盤構築(システム移行) の企画

書を作成し構築＆利用ニーズの調査を実施（２月）した。結果として新基盤の構築は将

来計画として利用ニーズが高まるまで当面の具体化を見送りとした。 
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２．アーティクルマネジメント推進事業 

 

アーティクル（部品や成形品等の別称）が含有する化学物質等の情報を適切に管理し、

サプライチェーンの中で円滑に開示・伝達するための具体的な仕組みを作り普及させるこ

とを目的に設立したアーティクルマネジメント推進協議会（ＪＡＭＰ）を下記基本活動方

針に従い内部特別会計組織として運営した。 

平成２８年度は、次の活動基本方針に則り活動し、下記の成果を上げた。 

 

平成２８年度活動基本方針 

（１）ｃｈｅｍＳＨＥＲＰＡを的確に運用し、普及を図る 

（２）ＪＡＭＰの従来スキームの必要最小限の維持・更新を行う 

 

平成２８年度事業成果 

① 経済産業省の委託事業「製品含有化学物質の情報伝達スキームに関する普及・広報

等事業」を事務局として実施するとともに、ＪＡＭＰ委員会委員によりステアリン

グ・コミッティ並びに必要なワーキンググループを構築、運用し、ｃｈｅｍＳＨＥ

ＲＰＡの運営、企画並びにツール等の維持、更新、国内外での普及活動等を行った。 

 

② 製品含有化学物質管理の標準化を推進する活動として、ＪＩＳ Ｚ ７２０１（製品

含有化学物質管理 原則と指針)の改訂委員会に参加し、協力した。また同ＪＩＳに

準拠した製品含有化学物質管理ガイドラインの普及、実践のため毎年開催している

シンポジウムを開催した。 

 

③ 製品含有化学物質管理の普及のため、継続して基礎講座（１３回開催）の運営管理

を実施した。また、認定講座委託事業者による実務者講座（国内１５回）開催を支

援し、中国でも認定講座委託事業者による導入講座をＪＥＴＲＯの後援を得て各地

で開催した（２８回）。 

 

④ アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）が開催する化学対話（平成２８年８月ペルー、

平成２９年２月ベトナム）に出席し、ｃｈｅｍＳＨＥＲＰＡについて説明し、環太

平洋諸国の理解を深めた。 

 

⑤ ＪＡＭＰ管理対象物質リストの改訂・維持・販売業務並びにＪＡＭＰデータ入力支

援ツールの改訂・維持を引き続き実施した。 
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第三 ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ） 

・エコデザイン事業・地域支援事業 

 

１．ＬＣＡ事業 

 

（１）ＬＣＡ開発普及事業 

国内でのＬＣＡ事業として、民間企業・団体から外部コンサル事業１６件を、また、環

境省、経済産業省、及び川崎市等の政府・自治体等の事業５件（一部再委託等）を受注、

実施した。ＬＣＡ計算ソフトのＭｉＬＣＡは新規・更新併せて約１４０ライセンスを販売

した。 

海外においては、受託事業を通じて、欧州委員会の環境フットプリント試行事業におけ

るパイロット技術事務局メンバーとしての参画、国連環境計画（ＵＮＥＰ）を中心とする

ＬＣＡデータベース間の国際的な相互運用の実現を目指したネットワークづくりへの参画

などを行い、これらの事業で得られた情報を集約し、国内の産業界等に向け発信した。 

 

（２）ＬＣＡデータ管理・フォーラムの運営事業 

ＬＣＡデータベースを公開し、ＬＣＡの普及・関連情報の発信等を実施するＬＣＡ日本

フォーラムの運営を継続して受託した。フォーラム表彰では１０組織・個人を表彰した。

また、研究会については、昨年度に引き続き「容器包装の環境効率」、「組織のＬＣＡ」

が開催されたほか、新たに「ＬＩＭＥ３」が開催された。情報発信としてのセミナーを４

回主催し、延べ３５０名程度の参加を得るなど盛況であった。 

 

２．エコデザイン事業 

 

 「ＪＥＭＡＩ環境ラベルプログラム」（エコリーフ／カーボンフットプリント（ＣＦ

Ｐ）コミュニケーションプログラム）は、平成２５年度に策定した中期行動計画に従い、

関連のＩＳＯ規格への意見提出、アジアや米国のプログラムホルダー等との積極的な協力

体制作り、海外向けＷｅｂサイトの整備によるＪＥＭＡＩプログラムの情報発信力強化、

ＣＦＰの認知度向上を目指した割引キャンペーン、オンライン活動、展示会出展及び大学

などとの連携によるプロモーションの展開に力を入れた。エコリーフとＣＦＰの、統合プ

ログラムへの移行については、アドバイザリーボードのご意見等を踏まえつつ具体的な実

施計画を策定した。また、２０２０年東京五輪・パラリンピックの調達制度や海外の環境

情報開示制度に柔軟に対応できるように国内外の関連組織との連携強化や情報収集を強化

した。これらの活動とグリーン調達スキームにおける活用等の外部要因により、エコリー

フは中期行動計画発表時のラベル登録数の目標を超えた。 
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３．地域支援事業 

 

平成２８年度においては、地球環境に配慮した「豊かな地域社会と経済循環」の実現を

テーマに、地域プロジェクトの創出支援、実態把握支援、ビジョン／事業計画策定支援、

施策パッケージの提案支援、環境影響／経済効果等検証評価支援事業を展開した。 

 具体的には、以下のような事業を実施した。 

 

① 環境省 エネルギー対策特別会計補助事業検証・評価委託業務 

（再生可能エネルギー等導入推進基金事業） 

平成２６年度及び平成２７年度にエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制対策のために環

境省が実施した再生可能エネルギー等導入推進基金事業（北海道・関東・中部ブロック）

及び再生可能エネルギー等導入推進基金事業（近畿・中国・四国・九州ブロック）を対象

に、「実施後の二酸化炭素削減効果等の検証・評価」を行い、十分な効果が得られていな

い補助事業に対して「適切な改善措置等の明確化」を行った。さらに、補助事業の波及効

果の検討等を行い、今後より効果的な補助事業を実施するための支援制度の検討に必要な

情報等を収集するとともに、環境と地域経済の関係を地域にわかりやすく発信し、主体的

な取組を促した。 

 

② 北海道津別町 地方創生加速化交付金委託業務 

（地域資源活用型エネルギー供給推進事業） 

津別町モデル地域創生プラン（平成２７年度策定）を踏まえた、町内地域の木質バイオ

マス等を活用したエネルギー需給の把握、最適な熱供給システムの構築に向けて、エネル

ギーマネジメントの在り方を調査研究し、町内地域資源の調整・管理・供給機能等を有す

る「津別町再生可能エネルギーマネジメントセンター（仮称）」の設立研究会の設置・運

営支援を実施。「津別町エネルギーマネジメントマスタープラン」を策定した。 

 

③ 経済産業省関東経済産業局 地域中核企業創出・支援事業 

（広域関東圏・環境エコシステムネットワーク形成支援事業） 

事業実施機関に設置するプロジェクトマネージャーを中心に、広域関東圏（関東経済産

業局管内１都１０県）を中心に、地方自治体・産業支援機関等との連携による環境産業を

支援するネットワーク「環境エコシステムネットワーク」を形成し、地域中核企業候補を

発掘した。また、広域連携による環境ビジネスマッチング、分野別研究会、海外展開支援

等の事業を実施し、地域中核企業候補の販路開拓等を支援し、地域中核企業の創出を行っ

た。 
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④ 環境省 セルロースナノファイバー性能評価モデル事業委託業務 

（自動車分野におけるＣＮＦ軽量部品の導入実証及び性能評価・検証） 

将来的な地球温暖化対策につながり、エネルギー起源ＣＯ2削減が期待できる自動車軽量

化に重点を置き、別途環境省が実施する「平成２８年度セルロースナノファイバー性能評

価事業委託業務（社会実装に向けたＣＮＦ軽量材料の開発及び評価・検証）」よりＣＮＦ

軽量材料の提供を受け、ＣＮＦ軽量部品としての強度、信頼性、コスト等の評価を実施し

た。また、将来ニーズを加味したＣＮＦ自動車の車両構想を明確にし、ＣＮＦ活用製品の

性能評価や活用時のＣＯ2削減効果を評価・検証した。 

 

⑤ エコプロ展事業 

平成２８年１２月８日（木）から１２月１０日（土）にかけて第１８回目となる「エコプロ２０

１６～環境とエネルギーの未来展」を日本経済新聞社との共催で東京ビッグサイトにおいて開催し

た。 

エコプロ２０１６には、７０５社・団体の出展と１６７０９３人の来場があった。 

当協会は展示会の主催者業務に加えて、ビジネスを目的とする展示ゾーン「エコ＆エネルギービ

ジネスＥＸＰＯ」内に設置した企画展示「ビジネスマッチングスクエア」の運営を行った。「ビジ

ネスマッチングスクエア」では、ビジネスワークショップやオープンイノベーションセミナー、特

別講演等の計１２のプログラムを開催、また、全国からビジネスマッチングの専門家を招へいして

実施した事業相談やビジネスパートナー紹介等のサポートメニューを提供し、参加出展者の情報発

信を支援した。 

 

第四 環境技術調査研究等事業 

 

1. 環境技術調査研究事業 

 

標準化事業として、経済産業省（規格協会からの再委託）より委託を受け、大気質及び

水質中の汚染物質測定法の国際標準規格（ＩＳ）及び日本工業標準規格（ＪＩＳ）の開発、

及び環境マネジメント関連の国際標準規格の開発支援を行った。また、ＶＯＣ自主的取組

支援ボードの運営、ＭＥＴＩ‐ＬＩＳ（経済産業省‐低煙源工場拡散モデル）の啓発普及

活動を実施した。各事業の成果は以下である。 

 

（１）標準化事業 

① 大気測定国際標準化等調査 

ＩＳＯ／ＴＣ１４６（大気質）／ＳＣ１（固定発生源）において日本が国際幹事となり

印刷／塗装等より排出する揮発性有機化合物の成分別分析法や燃焼管理に必要なＣＯ／Ｃ
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Ｏ2／Ｏ2 の測定法についてＩＳ化を推進した。また、水俣条約で排出抑制が必要な排ガス

中の水銀について、全水銀の測定法の規格を開発し、ＩＳＯへ新規提案し、可決された。 

ＪＩＳや日本の環境計測技術に影響があると思われる規格開発について調査し、関連規格

に情報を提供するとともに、日本の意見を積極的にＩＳＯに反映させた。また、ＴＣ１４

６国内審議団体として日本工業標準調査会に代わり、５年毎の見直しや新規規格への投票

や回答などの運営管理を行った。 

 

② 水質測定国際標準化等調査 

ＩＳＯ／ＴＣ１４７（水質）において水中のアルキル水銀化合物の測定法の規格を開発

し、ＩＳＯへ新規提案し、可決された。また、イムノフローセンサを用いたダイオキシン

類の検出法の規格化のための基礎的試験を実施し、規格化のための調査を行った。ＪＩＳ

や日本の環境計測技術に影響があると思われる規格開発について調査し、関連規格に情報

を提供するとともに、日本の意見を積極的にＩＳＯに反映させた。また、ＴＣ１４７国内

審議団体として日本工業標準調査会に代わり、ＩＳＯ・ＪＩＳ規格の５年毎の見直しや新

規規格への投票や回答などの運営管理を行った。 

 

③ 温室効果ガスマネジメント等に関する国際標準開発 

環境経営関連の国際標準化対応事業として、ＩＳＯ／ＴＣ２０７／第３分科会（ＳＣ

３）、第４分科会（ＳＣ４）、第５分科会（ＳＣ５）及び第７分科会（ＳＣ７）における

環境ラベル、環境パフォーマンス評価、環境技術実証（ＥＴＶ）、ＬＣＡ、ウォーターフ

ットプリント、温室効果ガス（ＧＨＧ）マネジメント等の国際標準化活動に対し、国内の

意見を取りまとめ、規格修正／新規作成に反映させた。日本提案として気候変動適応計画

及び中小企業へのＭＦＣＡ（マテリアルフローコスト会計）の導入指針に関する２件の規

格を開発し、新規提案した。 

また、ＴＣ２０７国内審議団体として日本工業標準調査会に代わり、ＩＳＯ・ＪＩＳ規

格の５年毎の見直しや新規規格への投票や回答などの運営管理を行った。 

 

④ 新技術導入のための工場排水試験法に関するＪＩＳ開発 

 水質汚濁防止法や環境基準等に引用されているＪＩＳ Ｋ ０１０２を、近年の新しい計

測技術及び環境への低負荷技術の導入、環境行政ニーズへの対応の観点より継続的に見直

しを行っている。昨年は、環境指標の測定項目である、各種イオンの前処理を小型化する

ための検証試験を実施し、規格化を検討した。また、アルキル水銀の測定法のＩＳ化と並

行して、同方法のＪＩＳ化を検討した。 
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⑤ 製品含有化学物質管理に関するＪＩＳ開発 

 ＪＩＳ Ｚ ７０２１:２０１１（製品含有化学物質管理-原則及び指針）について、利用

者の利便性向上のため、近年のサプライチェーンにおける製品含有化学物質の管理状況を

調査し、管理項目の見直し及びＩＳＯ１４００１及びＩＳＯ９００１改正版への整合化の

改正を行った。 

 

（２）気候変動適応に関する調査・研究 

ＩＳＯ／ＴＣ２０７において、気候変動の適応に関する規格策定が開始されている。Ｉ

ＳＯ規格開発への貢献や規格発行後の日本での活用・展開の在り方を研究する「気候変動

適応研究会」を公益財団法人日本適合性認定協会と共同で運営した。日本の気候変動適応

への対応・評価に関する現状を調査し、ＩＳＯで開発を進めている気候変動適応計画の規

格に日本の意見を反映させた。 

 

（３）ＶＯＣ自主的取組支援ボード 

ＶＯＣ排出抑制のための自主的取組を支援するため、毎年、産業団体に属していない、

個別企業からの排出量を取りまとめ、経済産業省に報告をしている。昨年は、平成２７年

度分として、２３社より１２９９トンの排出量の届け出を受け、経済産業省に報告した。 

 

（４）ＭＥＴＩ‐ＬＩＳ啓発普及活動 

企業や自治体におけるＭＥＴＩ‐ＬＩＳ（低煙源工場拡散モデル）を用いた、有害大気

汚染物の自主管理を推進するため、ＭＥＴＩ‐ＬＩＳの利用に関する問い合わせの対応等

を継続的に行っている。 

 

（５）公害防止管理者制度に係る請負調査 

 環境省請負事業「公害防止制度の更なる充実に向けた検討に係る資料整理業務」を実施

し、従来行われてきた組織整備法の疑義解釈資料の再検討を行い、これと立入検査マニュ

アル等を含む組織整備法の手引き素案を取りまとめ、地方自治体に配布した。 

 環境省請負事業「公害防止体制の充実に向けた検討業務」を実施し、都道府県対象の施

行状況調査（アンケート）を実施し、地方自治体の実態を踏まえて前節資料整理業務にお

ける手引きの骨子案を作成した。 
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２．国際交流活動事業 

 

環境省のコベネフット型環境対策等の国際展開事業において、ベトナムの政府機関及び

企業を対象に大気環境保全支援を実施した。その他、国内にて、途上国の人材育成のため

の研修を実施した。詳細は以下である。 

 

（１）コベネフット型環境対策等の国際展開に係るベトナムとの二国間協力事業 

ベトナムの天然資源環境省環境総局汚染管理局をカウンターパートとして、人材育成、

技術、法制度をパッケージとして支援することで、大気汚染物質と温暖化ガス（二酸化炭

素）を同時に削減（コベネフット）することを目的とした事業を実施した。ベトナム北部

の石炭火力発電所において、発電効率の向上及び環境装置の維持管理の指導を行った。ま

た、環境人材育成のための基本テキストの作成、インベントリー登録制度の通達策定のた

めの技術指導を行った。また、ベトナム政府職員を日本に招へいし、日本の大気保全制度

を学ぶための研修を実施した。 

 

（２）来日研修事業 

 アジア地域におけるコベネフィット型環境汚染対策推進事業に係るインドネシアとの二国間協

力事業における、来日研修を、株式会社日水コンより受託され、インドネシア政府関係者

を対象とした水産加工排水処理に関するコベネフット型アプローチに資する日本国内の排

水処理や法律について学ぶ研修を実施した。 

 

（３）ＯＰＣＷ（化学兵器禁止機関）の産業研修事業 

 ＪＩＣＥ（一般財団法人日本国際協力センター）から委託され、途上国政府職員に化学プラント

における現場運営、労働環境等の研修を行う。本年度はフィリピン及びインドネシアより各１名の

研修性を受け入れ、三井化学株式会社、旭化成株式会社で保安体制や事故の被害拡大防止のための

研修を実施した。 

 

第五 広報事業 

 

（１）機関誌「環境管理」の発行 

機関誌「環境管理」を毎月１回、約３,０００部／回発行し、情報サービス及び環境管

理の啓発普及に努めた。このうち、特集号のテーマは次のとおりである。 

 

平成２８年 ４月 日本の適応計画／平成２８年度環境政策 

平成２８年 ５月 企業が取り組む水資源のマネジメント 
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平成２８年０６月 洋上風力発電の可能性と今後の課題 

平成２８年０７月 土壌地下水の現状と土対法改正に向けての論点 

平成２８年０８月 廃棄物リスクと企業のコンプライアンス 

平成２８年 ９月 「世界標準時計」となった水月湖の年縞と気候変動 

／日本の適応計画と各自治体の適応策への取り組み 

平成２８年１０月 公害防止管理者を目指す人へ／水処理技術・最新情報 

平成２８年１１月 現場で見つけた環境技術 

平成２８年１２月 資源循環技術の未来２０１６ 

平成２９年０１月 グループ環境経営２０１７ 

平成２９年０２月 エコプロ２０１６～ 環境とエネルギーの未来展報告 

平成２９年０３月 東日本大震災 被災地を歩く／現場からみた「豊洲問題」 

 

（２）関西地区における会員等への情報提供 

近畿経済産業局の協力のもと、関西地区において、業種・業態を越えた情報交換、情報

共有を目的とした「関西環境管理懇話会」を主催するとともに、事業活動に大きな影響を

与えている環境規制（化学品規制等）をテーマとしたワーキンググループと併せて５回開

催し、延べ約８１名が参加し、参加者、業態とも増加傾向にある。 

 

（３）当協会会員向け広報サービスの提供 

当協会会員に向け、協会ホームページ「Ｊｅｍａｉ Ｃｌｕｂ」を通じ、会員限定で環

境技術・人材育成事業に関する国内の法改正動向や技術的情報を提供した。 

 

第六 公害防止管理者等国家試験の実施 

 

１．平成２８年度公害防止管理者等国家試験の実施 

 

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく「指定試験機関」として、

経済産業省及び環境省の共管の下に、平成２８年度公害防止管理者等国家試験を実施した。 

 

（１）試験地 

札幌市、仙台市、東京都、愛知県、大阪府、広島市、高松市、福岡市及び那覇市 

 

（２）試験日及び試験区分 

平成２８年１０月２日（日）大気関係（第１種～第４種）、特定粉じん関係、一般粉じ

ん関係、水質関係（第１種～第４種）、騒音･振動関係、ダイオキシン類関係、公害防止
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主任管理者 

 

（３）合格者発表 

合格者発表は平成２８年１２月１５日付け官報公示により行うとともに、当協会ホーム

ページに掲載した。 

 

（４）受験申込者数、受験者数、区分合格者数及び区分合格率 

 

２．合格証書の交付及び再交付事務の実施 

 

平成１７年３月の「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則」の改

正に基づき、平成１８年４月から国家試験合格証書の発行事務及び再交付事務を当協会で

実施している。 

平成２８年度における再交付事務処理件数は９９件であった。 

 

第七 公害防止管理者等資格認定講習の実施 

 

公害防止管理者等資格認定講習の登録機関として、平成２８年度公害防止管理者等資格

認定講習を、全国１０都市において３２回の講習を実施し、次のとおり講習修了者１,８

３６名に対し修了証書を交付した。 

                   修了者数   修了証書交付日 

平成２８年１２月～平成２９年１月実施分 ７１４ 平成２９年２月１７日 

平成２９年２月～平成２９年３月実施分 １,１２２ 平成２９年４月１０日 

試験区分 
申込者数 

(人) 

受験者数 

(人) 

合格者数 

(人) 

合格率 

（％） 

大気関係第１種 ６,３０５ ５,６２８ １,３９２ ２４.７ 

大気関係第２種 ２５３ ２２７ ４４ １９.４ 

大気関係第３種 １,１４１ ９９６ １８０ １８.１ 

大気関係第４種 １,５３５ １,３４４ ２７０ ２０.１ 

水質関係第１種 ９,８０２ ８,５４２ ２,５６５ ３０.０ 

水質関係第２種 １,５６７ １,３９１ ２３１ １６.６ 

水質関係第３種 ８３３ ７５２ ２０９ ２７.８ 

水質関係第４種 ３,１９６ ２,７７６ ５６８ ２０.５ 

騒音・振動関係 １,７８０ １,４９５ ４４０ ２９.４ 

特定粉じん関係 ３０９ ２７０ ８４ ３１.１ 

一般粉じん関係 ３６６ ３２２ ５８ １８.０ 

ダイオキシン類関係 ９７３ ８４６ ３０７ ３６.３ 

公害防止主任管理者 １１８ １０１ ３４ ３３.７ 

合計 ２８,１７８ ２４,６９０ ６,３８２ ２５.８ 
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講習区分別の実施場所及び修了者数は次のとおりである。 

 

第八 環境マネジメントシステム審査員の評価登録事業 

 

１．環境マネジメントシステム審査員評価登録 

 

環境マネジメントシステム審査員評価登録センター（ＣＥＡＲ）では、公益財団法人日

本適合性認定協会の認定基準ＪＡＢ ＰＮ２００に基づき、「要員認証を実施する機関の

認定の基準」であるＩＳＯ１７０２４（ＪＩＳ Ｑ １７０２４）に適合した環境マネジメ

ントシステム審査員の登録業務を実施している。 

平成２８年度は、ＩＳＯ１４００１-２０１５（ＪＩＳ Ｑ １４００１-２０１５）版が

発行されたことに伴い、環境審査員の２０１５版への移行登録が必要であるが、前年度よ

り受付を開始した移行申請の評価・登録を継続実施した。平成２９年１２月１５日までを

移行期限としているため、平成２９年度も継続中である。 

 

（１）筆記試験 

ＣＥＡＲ筆記試験の受験者は平成２９年３月３１日までに、３８２名（前年度：３２７

名）であった。 

 

（２）申請・評価 

新規申請者は２１５名（前年:１８４名）であった。平成２９年２月１５日現在、ＣＥ

ＡＲ登録審査員数は、主任審査員：１,１４０名、審査員：３８６名、審査員補：３,４５

４名で合計４,９８０名である。 

講習実施区分 実施場所 修了者数 

大気関係第１種 東京、大阪 ９ 

大気関係第２種 仙台、三条、東京×２、名古屋、大阪、広島、高松、福岡 ８５ 

大気関係第３種 三条、東京×２、名古屋、大阪、福岡、浦添 ３１８ 

大気関係第４種 仙台、三条、東京×２、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、浦添 ２３０ 

水質関係第１種 三条、名古屋 ７ 

水質関係第２種 仙台、三条、東京×３、名古屋、大阪、広島、高松、福岡 ５１１ 

水質関係第３種 札幌、東京、名古屋、福岡 ３０ 

水質関係第４種 札幌、仙台、三条、東京×３、名古屋、大阪、広島、高松、福岡 １７７ 

騒音・振動関係 三条、東京×２、名古屋、大阪、広島 ３４７ 

特定粉じん関係 三条、東京 ２ 

一般粉じん関係 仙台、三条、東京、名古屋、福岡、浦添 ８９ 

ダイオキシン類関係 大阪 ３１ 

合計  １，８３６ 
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２．環境マネジメントシステム審査員研修コース承認登録 

 

平成２８年度は、４月に１機関（ＬＭＪ）返上により、ＣＥＡＲ承認研修コース実施機

関は４機関で、研修コース内容の内訳は、フォーマルコース４機関、資格拡大コース２機

関、リフレッシュコース３機関となった。また、３月に日本能率協会の承認返上を受理し

ており、平成２９年度のＣＥＡＲ承認研修コース実施機関は３機関となった。 

 

３．登録審査員力量向上支援活動 

 

（１）広報誌「ＣＥＡＲ」の発行と配付 

広報誌「ＣＥＡＲ」は平成２８年６月から３箇月ごとに計画どおり第６１～６４号を発

行し、登録者と関係機関へ発送した。第６１号～第６４号（平成２８年６月～平成２９年

３月）で「ＩＳＯ１４００１：２０１５年版に基づく審査のポイント」の記事を連載とし

て掲載し、従来どおり、環境法の改正状況も連載で掲載した。 

また、特集記事として「ＣＯＰ２１合意後の日本のエネルギー政策」、「パリ協定後の

環境規格 気候操作の時代に」、「電力の低炭素化をどう図るか‐自主的枠組みへの期待

と課題‐」を掲載し、審査員登録者の継続的な能力開発への情報提供を行った。 

    

（２）講演会の開催 

講演会を平成２８年１０月５日東京、１０月１８日大阪で開催し、昨年度に引き続きＪ

ＲＣＡ（マネジメントシステム審査員評価登録センター）と協賛で実施した。講演は、

「ＩＳＯ１４００１：２０１５に基づく審査のポイント‐審査の現場で感じたこと‐｣

（ＡＵＤＩＸ Ｒｅｇｉｓｔｒａｒｓ株式会社・代表取締役社長 齋藤喜孝氏）、「ＣＥ

ＡＲからのお知らせ」の２つを行った。今年度は約１,０００名ほどの参加であった（前

年度とほぼ同数）。また、欠席者にも内容を伝えるため、従来どおり広報誌「ＣＥＡＲ」

６３号に講演録を掲載配付し、ＩＳＯ１４００１：２０１５（ＪＩＳ Ｑ １４００１-２

０１５）版の改訂内容の周知を図った。 

 

（３）環境教材の提供 

ＣＥＡＲホームページの審査員専用コーナーにて、旧来Ｅラーニングで提供していたコ

ースのうち「監査の原則・手順・技法」、「環境関連法規制」、「ＩＳＯ１４０００ファ

ミリー規格の最新知識」をＰＤＦにして平成２５年５月から掲載を始め、継続的な情報提

供を行っている。そのうち、「監査の原則・手順・技法」、「環境関連法規制」を平成２

８年５月に平成２７年度改訂内容を反映したコンテンツに改版した。 
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第九 資源・リサイクル促進事業 

 

持続可能な循環型社会の構築に向けて、資源の有効利用、環境負荷の低減の観点から廃

棄物（副産物、使用済み製品）の発生抑制、原材料・部品・製品としての有効利用を促進

するために次に掲げる事業を行った。 

 

１．資源循環技術・システム表彰 

 

 廃棄物（副産物、使用済み製品）の発生抑制、使用済み物品の再使用、再生資源の有効

利用に寄与し高度な技術又は先進的なシステムの特徴を有する優れた事業や取り組みの奨

励・普及を図り、循環ビジネスを振興することを目的としてそれらを広く公募・発掘し、

表彰した。 

なお、平成２５年度に新設したレアメタルリサイクル賞については特に案件発掘に尽力

し、リサイクルによるレアメタルの確保の取り組みを顕彰するとともに、その更なる取り

組みとその技術・システムの普及を促進している。 

また、本年度はコラボレーション賞を新設し、関係者の連携による使用済み物品や有用

物の効率的な回収・再生、部品・原材料の利用拡大の取り組みを顕彰した。 

本年度は１４件の応募があり、外部有識者で構成する審査委員会での厳正な審査の結果、

合計１３件１９社が受賞した。 

○ 経済産業大臣賞 １件３社 

・ケミカルリサイクルによるＰＥＴボトルの循環利用 

味の素ゼネラルフーヅ株式会社、東洋製罐株式会社、ペットリファインテクノロジー株式会社 

○ 経済産業省産業技術環境局長賞 １件１社 

・電装品のリユース化 

日立オートモティブシステムズ株式会社 

○ 一般社団法人産業環境管理協会会長賞 ４件４社 

○ 一般社団法人産業環境管理協会会長賞及びコラボレーション賞 １件２社 

○ 奨励賞 ２件２社 

○ 奨励賞及びコラボレーション賞 １件２社 

○ レアメタルリサイクル賞 ３件５社 

表彰式は、平成２８年１０月１４日（金）に機械振興会館ホール（東京都港区）で開催

した。 

また、表彰式後開催の３Ｒ先進事例発表会において、受賞者から受賞内容をご紹介いた

だいた。 

注）３Ｒ：リデュース・リユース・リサイクル 



- 20 - 

 

２．リサイクル技術開発本多賞 

 

 本賞は、長年廃棄物のリサイクルの分野に携わってこられた故本多淳裕先生（元大阪市

立大学工学部教授）のご提案・ご厚志により、平成８年に創設された。 

 毎年、３Ｒに関する技術の研究・開発に従事し、優れた報文発表を行った国内の大学、

高専、公的研究機関、民間企業の研究者・技術者（個人又はグループ）を広く公募し、表

彰している。 

２１回目となる本年度は、研究報文６件の応募があり、有識者で構成する審査委員会に

よる厳正な審査を経て、受賞１件が選定された。 

表彰式は、平成２８年１０月１４日（金）に機械振興会館ホール（東京都港区）にて資

源循環技術・システム表彰と合同で開催した。 

また、表彰式後開催の３Ｒ先進事例発表会において、受賞者から受賞内容をご紹介いた

だいた。 

受賞者と報文名は、次のとおりである。 

＜起泡クロマト研究グループ＞ 

鹿児島大学理工学域工学系   二井  晋（グループ代表） 

名古屋市工業研究所      木下 武彦 

名古屋工業大学        北川 慎也 

大阪大学大学院基礎工学研究科 岡野 泰則 

報文名「Selective recovery of gallium with continuous counter-current foam 

separation and its application to leaching solution of zinc refinery residues

（連続向流泡沫分離法によるガリウムの選択回収及び亜鉛精錬残渣への適用）」 

 

３．３Ｒ先進事例発表会の開催 

 

「資源循環技術・システム表彰」表彰式及び「リサイクル技術開発本多賞」表彰式に引

き続き１８２名の参加者を得て開催した。 

本発表会においては、経済産業省から基調講演「資源循環政策に関する今後の展望」、

本年度の資源循環技術・システム表彰及びリサイクル技術開発本多賞の受賞者から受賞内

容をご紹介いただいた。 

 また、受賞者と発表会参加者が直接意見交換できる「交流コーナー」を設置し、受賞内

容の普及・啓発、ビジネス展開を支援した。 
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４．環境学習支援事業 

 

 循環型社会形成の重要な担い手である小学生、中学生、高校生、地域市民を対象とした

環境学習に対する支援の一環として、３Ｒ学習教材（容器包装リサイクル）の貸出を２８

件行うとともに、小学校高学年向け３Ｒ学習教材副読本「３Ｒスリーアール」４,２９０

冊、リーフレット「３Ｒって何だろう？」小学生向け７,０７５冊、教師用解説書３５１

冊を学校等の要請に応じて配付した。 

また、小学生向け環境リサイクル学習ホームページに「ドイツ ハノーファー市の３

Ｒ」や子供達からの質問の多い事柄に関する補足説明を追加した。さらに、教科書の平成

２７年度改訂に対応する記述を追加するなど内容の充実を図った。中学生・市民向け環境

リサイクル学習ホームページは、中学校・高等学校の授業の中で活用できる内容への改訂

の検討を行った。さらに、小・中学生からの様々な質問に回答して環境学習の支援を行い、

３Ｒに関する関心の向上に努めた。 

なお、上記教材のより一層の活用を図るため、４教科の小学校教育研究会全国大会の紀

要に当ホームページ、教材の利用の呼びかけ広告を掲載するとともに、公的機関主催の環

境展示会に出展し、３Ｒ学習教材を紹介した。 

 また、全国の区市町村に教材利用の呼びかけのご案内を送付し、普及・利用促進に努め

た。 

以上の実施にあたっては、環境教育関係者で構成の委員会を設置し、内容を検討した。 

 

５．３Ｒ動向把握 

 

（１）リサイクルデータブックの作成等 

持続可能な循環型経済社会の実現の基礎となる先進事例、統計、法制度、施策等の情報

を収集してリサイクルデータブック２０１６を編集・制作し、地方自治体、業界団体等関

係機関に配付した。なお、昨年度に引き続き、欧州のリサイクル、資源効率に関する取り

組みの進捗状況を調査し、統計データを掲載した。 

また、旧財団法人クリーン・ジャパン・センターが作成した報告書等約１,０００冊

（ＰＤＦ）を、継続的にホームページで一般公開している。 

 

（２）循環経済の実現に向けた検討会 

ＲＥ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ：資源効率）とＣＥ（Ｃｉｒｃｕｌａｒ 

Ｅｃｏｎｏｍｙ：循環経済）に係る国際情勢の変化に適切に対応しつつ、国内資源循環の

高度化・効率化を推進するために平成２７年度末に立ち上げた標記検討会を、本年度はＧ

７伊勢志摩サミット開催前後に集中的に２回開催。我が国としての資源循環ビジョンの必
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要性やその在り方、動静脈間・産官間の連携促進の場たるプラットフォームの必要性・機

能等について意見交換を行った。 

 

６．レアメタルリサイクル促進事業 

 

 政府のレアメタル確保戦略政策（平成２１年策定）の四本柱の一つに、リサイクルによ

るレアメタルの国内循環が位置付けられている。 

近い将来これらレアメタルを含有する使用済製品の排出増加が見込まれ、また、リサイ

クルが経済的に成り立つ状況を実現することが重要な５鉱種（ネオジム、ジスプロシウム、

タンタル、コバルト、タングステン）の国内循環を促進するために、次の取り組みを行っ

た。 

 

（１）レアメタルリサイクルの先進事業発掘 

ＮＥＤＯやＪＯＧＭＥＣ等の助成先、各企業・研究機関の技術報告書、メディア情報等

を調査・抽出し、対象事業・研究担当者との面談を実施。先進的な取り組みと判断したも

のについては、当センターが運営するレアメタルリサイクルホームページへの掲載や「資

源循環技術・システム表彰」への応募を働きかけた。 

 

（２）消費者、事業者等への情報提供 

レアメタルリサイクルホームページ等を通じて、電子機器や自動車、超硬工具等の高性

能化に大きく貢献するリサイクル優先５鉱種（ネオジム、ジスプロシウム、コバルト、タ

ンタル、タングステン）を対象としたリサイクルの先進事業や実施企業の紹介を継続して

いる。 

 

（３）レアメタルリサイクル事例調査 

レアメタルリサイクルホームページに次の２件の情報を新たに掲載した※。 

・使用済産業用モーターからの高性能レアアース磁石リサイクル技術開発（株式会社東

芝） 

・炭素熱還元法による磁石工程内スラッジからの希土類リサイクルプロセス（日立金属

株式会社、日本重化学工業株式会社）） 

※「リサイクル先進事業」総掲載件数は２４件（自動車関連８件、家電関連６件、パソ

コン関連４件、超硬工具関連２件、その他４件） 
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７．ホームページ事業 

 

 上記１．から６．までの内容を広く公開することを目的としてコンテンツの改訂や新規

情報の掲載等、ホームページの運営を行った。 

 

８．リデュース・リユース・リサイクル推進協議会事務局運営 

 

当協会は、リデュース・リユース・リサイクル推進協議会から事務の委託を受け、事務

局の役割を果たした。 

 

（１）リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰 

 リデュース・リユース・リサイクル推進協議会は、３Ｒの推進に率先して取り組み、継

続的な活動を通じて顕著な実績を挙げた個人・グループ、学校及び事業所等を対象として、

財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省の後

援を得て「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」を行っている。 

本年度は、平成２８年１０月２５日（火）にＫＫＲホテル東京（東京都千代田区）にお

いて表彰式を開催し、合計７０件を表彰した。 

○ 内閣総理大臣賞 １件 

「リユース・リサイクル技術の開発と実践による回収ＯＡ機器の徹底活用」 

株式会社リコー リコー環境事業開発センター 

○ 財務大臣賞   １件 

○ 文部科学大臣賞 ２件 

○ 農林水産大臣賞 １件 

○ 経済産業大臣賞 １件 

○ 国土交通大臣賞 ７件 

○ 環境大臣賞   １件 

○ リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞 ５６件 

 

（２）リデュース・リユース・リサイクル推進協議会活動強化 

活動強化のために、以下の事業を行った。 

・企画運営委員会の定期的開催（５回） 

・行政と会員及び会員間の情報交換の場である３Ｒ連絡会の定期的開催（２回） 

・会員団体等との共同情報発信 

・３Ｒ活動推進フォーラムとの共催セミナー「循環・３Ｒリレーセミナー ～循環型社

会の現状と課題の解決に向けて～」開催（１回） 
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・３Ｒ推進全国大会（１０月）への出展 

・過去の大臣賞受賞者のその後の活動の調査 

・３Ｒ推進ポスターの募集、制作、配付 

・優れた３Ｒ活動発表会の開催（１回） 

 

（３）３Ｒキャンペーンマークの普及・利用促進 

３Ｒ実践活動や啓発活動等において、３Ｒキャンペーンマークが利用されるように様々

な形で広報するとともに、その管理を行っている。 

さらに本年度は、全国の区市町村に「３Ｒキャンペーンマーク 使用の手引き」（冊

子）を送付して、３Ｒキャンペーンマークの認知度の向上と普及・利用促進に努めた。 

 

第十 産業と環境の会事業 

 

１． 研究会・委員会事業 

 

環境政策研究会、環境問題検討会、環境委員会及び環境懇談会を開催し、土壌及び廃棄

物関連法の改正や地球温暖化対策に関連するテーマを中心に、産業界の関心の高い分野・

テーマを取り上げた。それぞれの開催状況は下記のとおりである。 

（１）環境政策研究会 

中央官庁の局長、審議官を講師として招聘し、下記のテーマで４回開催した。 

� パリ協定を受けた我が国の地球温暖化対策と 

社会構造を導くイノベーションの創出に向けて（平成２８年６月） 

� ＣＯＰ２２への日本政府の対応方針及び地球温暖化対策の主要論点 

（平成２８年１０月） 

� 地球温暖化対策の現状と課題について（平成２８年１１月） 

� パリ協定発効と今後の地球温暖化対策（平成２９年２月） 

 

（２）環境問題検討会 

中央官庁の各施策の責任者等を講師として招聘し、下記のとおり６回開催した。 

� 省エネルギー政策の動向（平成２８年４月） 

� 平成２８年版・白書を読む会（平成２８年６月） 

� 水循環施策を巡る動向（平成２８年７月） 

� 土壌汚染対策法見直しの検討状況について（平成２８年１０月） 

� 廃棄物処理法・バーゼル法の見直しについて（平成２９年１月） 
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� 米国トランプ政権のエネルギー・環境政策（平成２９年２月） 

※国際環境経済研究所との共催 

 

（３）環境委員会 

大気環境保全対策委員会、水質・土壌環境保全対策委員会、廃棄物・リサイクル対策委

員会、地球環境保全対策委員会、生物多様性保全対策委員会の５つの委員会を設置し、そ

れぞれの委員会を以下のとおり開催した。 

① 大気環境保全対策委員会 

� 水・土壌・大気等の環境行政の動向について（平成２８年５月）※ 

� 水・大気環境行政の課題（平成２８年１１月）※ 

� 環境化学行政 今後の展望（平成２８年１２月） 

� 平成２９年度に向けた大気環境行政の動向（平成２９年３月） 

 

② 水質・土壌環境保全対策委員会 

� 水・土壌・大気等の環境行政の動向について（平成２８年５月）※ 

� 水・大気環境行政の課題（平成２８年１１月）※ 

� 今後の土壌汚染対策の在り方について（平成２９年３月） 

※大気環境保全対策委員会、水質・土壌環境保全対策委員会の合同開催 

 

③ 地球環境保全対策委員会 

� 地球温暖化の国内対策の検討状況（平成２８年７月） 

� 長期低炭素ビジョンの検討について（平成２８年１０月） 

� ＣＯＰ２２の結果について（平成２８年１２月） 

 

④ 廃棄物・リサイクル対策委員会 

� リサイクル政策に関する動向と今後の方向性について（平成２８年５月） 

� 廃棄物・リサイクル行政の課題（平成２８年１０月） 

� 産業廃棄物行政の動向（平成２９年３月） 

 

⑤ 生物多様性保全対策委員会 

� 生物多様性の主流化の促進（平成２８年７月） 

� 新たな社会価値を創出（ＣＳＶ）するＣＳＲとは：  

包括的アプローチとしての自然資本（平成２８年１０月） 

� 生物多様性条約ＣＯＰ１３の成果と今後に向けて（平成２９年２月） 
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（４）環境懇談会等 

大気・水質・土壌、地球温暖化、廃棄物・リサイクルをテーマに計３回開催した。 

 

（５）運営会議及び企画協議会 

運営会議（平成２８年６月）及び企画協議会（平成２８年５月、平成２９年３月）を開

催した。 

 

２．調査・研究事業 

 

従来取り組んできたテーマ・分野（大気、水質、土壌等）を中心に、調査研究事業のた

めの知見集積を行った。 

 

３．普及啓発事業 

 

（１）情報リスト 

行政情報等を情報リストとして２１回、計３,３９３件の提供を行った。 

 

（２）シンポジウム等 

シンポジウムを下記のとおり開催した（開催日順）。 

① 産業の水資源・水環境対策に関するシンポジウム 

（平成２８年度河川基金助成事業） 

 〔大阪〕 

  開催日  平成２８年１１月２５日（会場：阪急ターミナルスクエア・１７） 

  招聘者  西村 文武 京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻准教授 

       大貫 良子 富士フイルム株式会社 

ＣＳＲ推進部環境・品質マネジメント部 

野木  晃 大阪府都市整備部河川室河川環境課課長補佐 

渡邊 康正 環境省水・大気環境局水環境課長 
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 〔東京〕 

  開催日  平成２８年１２月９日（会場：東京ビッグサイト） 

  招聘者  平沢  泉 早稲田大学理工学術院応用化学専攻教授 

       大貫 良子 富士フイルム株式会社 

ＣＳＲ推進部環境・品質マネジメント部 

水上 典男 横浜市環境創造局環境保全部水・大気土壌環境課長 

早水 輝好 環境省大臣官房審議官 

 

② フロン類等の温室効果ガス対策の動向に関するシンポジウム 

（平成２８年度公益信託地球環境保全フロン対策基金助成事業） 

   開催日  平成２８年１２月２１日（会場：東京国際フォーラム） 

 招聘者  中根 英昭 高知工科大学環境理工学群教授 

宗  龍哉 ユニー株式会社 

業務サポート本部総務部シニアチーフマネジャー 

広島  聖 宇部興産株式会社環境安全部環境安全グループリーダー 

馬場 康弘 環境省地球環境局フロン対策室長 

 

③ 気候変動による森林及び水等への影響と適応に関するシンポジウム 

（平成２８年度緑と水の森林ファンド助成事業） 

   開催日  平成２９年２月８日（会場：東京国際フォーラム） 

 招聘者  花崎 直太 国立研究開発法人国立環境研究所地球環境研究センター 

気候変動リスク評価研究室主任研究員 

陸      斉 長野県環境保全研究所自然環境部長 

森下  哲 環境省大臣官房審議官 
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第十一 一般事項 

 

１．環境管理関係企画行事に対する後援、協賛等の実施 

 

国、地方公共団体、公益法人、新聞社等が主催する産業環境管理関係の各種行事につい

て、後援又は協賛等を行った。 

 

２．産業環境管理に関する発明、考案、貢献等に対する表彰 

 

平成２８年１０月３１日、平成２７年度の当協会機関誌「環境管理」に発表された論文のうち、

下記３編を優秀論文に選び副賞を添えて表彰した。 

 

① 平成２７年６月号 フロン法改正の意義と課題 

西薗大実（群馬大学教授） 

② 平成２７年８月号 秦野名水を守る‐地下水保全施策について 

谷 芳生（秦野市環境産業部環境保全課 課長代理） 

③ 平成２７年９月号 廃棄物とその再生利用をめぐる法的問題と裁判例 

長井 圓（中央大学大学院法務研究科教授） 

 

３．協会事務局の組織及び人員 

 

平成２８年度末における協会事務局の組織は別表のとおりであり、年度末常勤役職員数

は１０３名（内役員２名）で、本部８９名、支部１４名である。 

 

４．各種常置委員会等の運営 

 

機関誌編集委員会  ６回 

 

第十二 総会及び理事会 

 

１．総会 

 

（１）平成２８年度定時総会 

平成２８年６月２１日、エッサム神田ホールにおいて４２４名（委任状提出者を含む）

が出席して開催され、以下の各議案について審議の結果、全議案が原案どおり承認、可決
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された。 

第１号議案 平成２７年度収支決算について 

第２号議案 特定資産取り崩しについて 

第３号議案 理事及び監事の選任について 

報告事項  平成２７年度事業報告書、平成２８年度事業計画書、 

平成２８年度収支予算書及び公益目的支出計画実施報告書 

 

２．理事会 

 

（１）第１２９回理事会 

平成２８年５月２６日、エッサム神田ホールにおいて理事１８名のうち１３名が出席して

開催され、以下の各議案について審議の結果、全議案が原案どおり承認、可決された。 

第１号議案 平成２７年度事業報告（案） 

第２号議案 平成２７年度収支決算（案） 

第３号議案 公益目的支出計画実施報告（案） 

第４号議案 理事及び監事の選任（案） 

第５号議案 定時総会の日時及び場所並びに目的である事項（案） 

 

（２）第１３０回理事会 

平成２８年１０月１３日、エッサム神田ホールにおいて理事１８名のうち１２名が出席し

て開催され、以下の各議案について審議の結果、全議案が原案どおり承認、可決された。 

第１号議案 一般社団法人産業環境管理協会組織規程の一部改正について 

報告事項  平成２８年度収支予算実行見込、平成２８年度資金実行見込及びセルロース

ナノファイバーの社会実装に向けた環境省の取組 

 

（３）第１３１回理事会 

平成２９年３月２２日、エッサム神田ホールにおいて理事１８名のうち１１名が出席して

開催され、以下の各議案について審議の結果、全議案が原案どおり承認、可決された。 

第１号議案 平成２９年度事業計画（案） 

第２号議案 平成２９年度収支予算（案） 

第３号議案 特定資産の取崩しについて 

第４号議案 一般社団法人産業環境管理協会顧問・参与の推薦について 

第５号議案 一般社団法人産業環境管理協会常勤役員候補推薦委員会委員の選任について 

第６号議案 一般社団法人産業環境管理協会組織規程の一部改正について 
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第十三 登記事項 

 

１．理事変更登記 

 

平成２８年度定時総会において選任された３理事、１監事の登記を完了した。 

 

第十四 会員等の異動 

 

平成２９年３月３１日現在の会員の状況は、下表のとおりである。 

 

第十五 平成２８年度事業報告 附属明細書 

 

 平成２８年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」

第３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在し

ないので、作成しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 本年度期首現在数 入会 退会 現在数 

本部 ２４７ １１ １１ ２４７ 

北海道支部 ２１ ０ １ ２０ 

東北支部 ２７ ０ １ ２６ 

中部支部 ７７ ０ ４ ７３ 

関西支部 ８４ ４ ４ ８４ 

中国支部 ７７ ０ ２ ７５ 

四国支部 ６４ ０ ３ ６１ 

九州支部 ４３ ０ ３ ４０ 

計 ６４０ １５ ２９ ６２６ 
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別表 

 

 組織表 

 

① 本部組織表 

 

役員 部門／センター 室 分掌事務 

 

会長 

 

専務理事 

 

執行理事 

 

理事 

 

監事 

  コンプライアンス室 ・法令、内部規定等の遵守のための日常的

管理・改善に関すること。 

・外国為替及び外国貿易法等非住居者向け

技術等の提供に関すること。 

・各事業における業務規定等の評価及び改

善の勧告に関すること。 

・業務監査及びその結果に基づく勧告に関

すること。 

・コンプライアンスに関する教育及び研修

に関すること。 

総
務
部
門 

 総務室 ・協会業務の総合調整に関すること。 

・事業計画及び事業報告の作成に関するこ

と。 

・総会及び理事会の庶務に関すること。 

・諸規定の整備に関すること。 

・人事、給与及び福利厚生に関すること。 

・職員の服務及び研修に関すること。 

・会員管理に関すること。 

・政府等に対する建議又は答申に関するこ

と。 

・環境管理に係る発明、考案及び貢献等に

対する表彰等に関すること。 

・環境管理に係る各種相談に関すること。 

・委託調査事業等の予算及び契約事務の監

理に関すること。 
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総

務

部

門 

 経理室 
・経理に関する基本方針及び計画の立案に

関すること。 

・収支予算書及び資金計画の作成に関する

こと。 

・収支決算報告書等の作成に関すること。 

・資金の管理及び運用に関すること。 

・会費、補助金、委託費等受入れに関する

こと。 

・借入金に関すること。 

・受託及び委託に係る契約の審査に関する

こと。 

・金銭、手形及び有価証券の出納及び保管

に関すること。 

 企画・広報室 
・協会業務の企画に関すること。 

・協会業務の広報に関すること。 

・機関誌「環境管理」の発行に関するこ

と。 

・機関誌編集委員会に関すること。 

環

境

管

理

部

門 

人材育成・出版センター 

・公害防止管理に関する教育事業・通信教

育事業等の実施に関すること。 

・公害防止管理者等のリフレッシュ教育事

業等の実施に関すること。 

・環境経営、環境管理の推進に必要な人材

のスキルアップ事業の実施に関するこ

と。 

・環境マネジメントシステムの構築支援事

業及びその他環境に係るコンサルティン

グ、調査・教育・研修事業、受託事業の

実施に関すること。 

・環境に係る各種書籍及び教科書の出版に

関すること。 

・電子媒体等による情報提供サービス、環

境に係る各種ソフトウェアの頒布、顧客

管理及び広報に関すること。 
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環

境

管

理

部

門 

国際協力・技術センター ・大気、水質、土壌及び産業廃棄物等に係

る環境保全の技術的な調査、研究及び指

導に関すること。 

・環境管理に必要な制度、技術及び手法等

に係る専門家派遣及び海外研修生受入事

業等並びに海外技術移転プロジェクト等

の実施に関すること。 

・環境管理技術及び製品の環境調和に係る

標準規格についての調査 

・研究並びに国際標準対応国内委員会の運

営及び事務局業務に関すること。 

エネルギー・環境マネジャー登録室 
・省エネ・温室効果ガス削減等に係る人材

の育成、評価・認定、登録管理に関する

こと。 

化

学

物

質

総

合

管

理

部

門 

国際化学物質管理

支援センター 

化学物質管理情報室 
・サプライチェーンを通じた化学物質及び

製品含有化学物質に係る管理手法、制度

的枠組み等の調査、研究及び開発に関す

ること。 

・製品含有化学物質の情報管理に係る情報

の収集、提供の実施に関すること。 

法令対応支援室 ・化学物質管理法令に係る登録・届出等の

支援に関すること。 

・化学物質管理法令に係る代理人の選任及

び管理・監督に関すること。 

・化学物質管理法令に係る人材の教育・育

成及びコンサルティング等に関するこ

と。 

・化学物質管理法令に係る運用等の調査、

研究及び開発に関すること。 

ＪＡＭＰ情報セン

ター 

ＪＡＭＰ情報業務室 
・製品含有化学物質等に関する情報伝達の

ためのＩＴ基盤の整備・運用、ＩＴ技術

等に関する調査、研究及び開発、情報の

収集、提供、啓発及び普及の各活動に関

すること。 
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製
品
環
境
部
門 

ＬＣＡ事業推進セ

ンター 

ＬＣＡ事業室 ・ ＬＣＡ手法の研修事業及び導入支援

（コンサルティング）事業の実施に関す

ること。 

・ＬＣＡ計算ソフトの開発及び頒布に関す

ること。 

・ＬＣＡデータベース管理運営及びＬＣＡ

に関するフォーラムの運営に関するこ

と。 

・環境適合設計（ＤｆＥ）に係る調査及び

研究に関すること。 

・環境配慮設計に係る手法、データ及び制

度についての情報の収集・発信並びに海

外関係機関との交流、協働等に関するこ

と。 

エコデザイン事業室 
・製品の定量的環境情報開示事業（エコリ

ーフ、カーボンフットプリント等）の運

用に関すること。 

・製品に係る温室効果ガス排出量又は投入

資源の低減化事業の実施に関すること。 

試
験
部
門 

公害防止管理者試

験センター 

試験室 ・試験センターの基本的事項に係る企画、

立案等に関すること。 

・試験実施の総括に関すること。 

・試験の啓発、普及及び広報に関するこ

と。 

・経済産業大臣及び環境大臣からの委託又

は指定による公害防止管理者等資格認定

講習の企画並びに実施に関すること。 

・公害防止管理者等の能力向上に係る情報

提供等の活動の企画立案に関すること。 

環境マネジメントシス

テム審査員評価登録セ

ンター 

評価登録室 ・審査員の評価、登録の管理。 

・審査員の力量評価に係る試験問題の立案

作成。 

・審査員の力量向上に係る調査研究及び啓

発普及。 

・評価登録内外関係機関と連携。 

研修コース登録室 ・審査員の訓練に係る研修コースの承認、

登録の管理。 

・研修機関との連携。 
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 資源・リサイクル促進

センター 

 ・廃棄物の発生抑制及び資源としての有効利用に

係る技術・システムの調査、奨励及び普及に関

すること。 

・廃棄物の発生抑制及び資源としての有効利用に

係る状況の把握及びその情報提供に関するこ

と。 

・廃棄物の発生抑制及び資源としての有効利用に 

係る啓発及び学習支援に関すること。 

産業と環境の会センタ

ー 

 ・研究会・委員会等事業に関すること。 

・会員に提供する情報サービス事業に関するこ

と。 

・調査・研究及び普及啓発事業に関すること。 

アーティクルマネジメ

ント推進協議会 

業務推進室 ・サプライチェーンを通じた製品含有化学物質等

の管理及び情報開示・伝達に関すること。 

・会員組織及び各委員会の運営及び管理に関する

こと。 

・アーティクルマネジメントに係る情報の収集・

提供、調査・研究、啓発及び普及その他の各活

動に関すること。 

プロジェクトチーム 

企画委員会事務局、ＩＴ・広報推進チーム、環境サイトアセッサー評価登録室チーム、地域支援ユニット調査

研究チーム、地域支援ユニット検証評価チーム、ＣＮＦ（セルロースナノファイバー）プロジェクト推進ユニ

ットプロジェクトマネジメントチーム、ＣＮＦ（セルロースナノファイバー）プロジェクト推進ユニットＣＯ

２評価チーム 

 

② 支部及び試験部門分室組織表 

 

 

支部名（分室名） 役職名 分掌事務 

北海道 

東北 

関東 

中部 

関西 

中国 

四国 

九州 

支部長 
事務局長 

（分室長） 

支部業務全般 

（試験実施事務） 


