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【開催案｜大ｌ】 令和ｉ；年度 ＰＣＢ廃棄物の適：ｉＥな処ｌｌ促進に関する説ｌｌ会

（圭催： 環境省／経済産業省）

◇ ◇

□を■８ 都市 １０ １場、令和ｉ１年 １１　ＪＥ１　１　日～令和 ２年 Ｉ　Ｊ１　２４　日

□ＩキＩ ；２，み：ち法や詳細等は、こ ちら ｈｔｔ　ｓ：　 ｗｗｗ． ｏｍｃ． ｃｏ．・　／　ｃｂ２０１９　ｉｎｄｅｘ． ｈｔｍｌ

□開催案｜大｜チラシは、 こち らｈｈｔｔｐ ：／／ｗｗｗ．ｏｌｃ．ｃｏ． ｊｐ／ｐｃｂ２０１９／ｐｄｆ／ｐｃｂ２０１９．ｐｄｆ

－◇一一◇－◇－ｌ－◇－◇－Ｅ－◇－◇－「１－◇－◇－７１－◇－◇－へＸ－◇－◇－　 －◇－

古い工場やビル゛ をお持ち の皆様へ！

ＰＣＢ使ｌｉｌ製 呂・ ＰＣＢ廃棄物の確認・ 処分方法、ご存じ ですか７

・・加５２年 （１ ９７７年）３　ＪＥＩよ りな前に建てられた工場やビル

ー◇－－◇－◇－　－◇－◇一一◇－◇－　－◇－◇－Ｉ　－◇－◇一一◇－◇一己－◇－

・古い変Ｅ器やコ ンデンサー、 安定器等の電気機器に は、 ＰＣＢが含まれて いる ｉｌ能性があ ります！

・ＰＣＢ を含む機器・ 廃棄物の処分には期間がａ定されて おり 、このＭ分期回をａぎると 罰則 を受 け、

処分でき なく なる おそれがあり ます。

・ＰＣＢ 廃棄物の適：ｉＥ な処ミ促進に向けた、 ■の施策の最新動 『ａ』についてご説１！ｌｌし ます。

・処分にお悩みの方のために｛回Ｓｌｊ相談会も実施しますので、 ぜひお越 しく ださ い。

□ｌｌ□講演 ｜メ；ｌ容□ ｊ□……………………………… ……

・ＰＣＢ 廃棄物の処ミ 『ＰＣＢ 特ＺＩ』 措置法） について　：環境省 廃棄物規制課

・ＰＣＢ 含有電気工作物（電気事業法） について　　：経済産業省 電力安を課　 。か な　 ・・回ｌｉｌはほく

・安定器の適ｉＥ処ｌｌについて　 ：む益財団法人産業廃棄物処３１事業振興財回

・高濃度 ＰＣＢ廃棄物のＭＩＩ手続きについて　 ：ｑ＝１ 間貯蔵一 環境安を事業株ｉｔ会社（ＪＥＳＣＯ）

高｀ 一広　 。゛岡会場に おいては高濃度ＰＣＢ　　 の変Ｅ器 ・コ ンデンサーに関する講演はいた しません （Ｍ９期間終了のため）

□　 □日 時・ 場所□

□・□定

一期間： 令和 ｊｉｓ年 １１　ＪＥ１１ 日～令和 ２年 ＩＪＥ１　２４　日

・開催地 ：札幌、 ｆｌｌｊ 台、 ４５ 古ａ、・ 松、 広島、福岡、 ・阪、東京（・国 ８都市１０会場）

一時間： １３　：　３０～　 約４ 時間程度　 （受付開始　１３　：　００）

・各会場 ５０～２００　４１１　 （会場ご とに異な り、

□ＦＩ！Ｉ□参加費□　□

・無料

満員 にな り次第、 締め切ら せて いた だき ます）

□・口説明会串し込みａび会場についてのお問い合わせ□　□……………………

令和え年度ＰＣＢ 廃棄物の適ｉＥな処ミ促進に関する説ｌ！ｌｌ会 ａ営事務局

ｆ１ ６０－０００４東京都新宿ｇ回き４－３４－１　 新宿御苑前アネッ クスビル ８階
株ｉｔ会社オーエムシー担当： 五十嵐、 秋ぽ１
ＴＥＬ　：　０３－５３６２－０１　１　３　 ＦＡＸ　：　０３－５３６２－０１　２３　Ｅ－ｍａ　ｉ　ｌ　：　 ｃｂｈａｉｋｉ２０１鳴ｏｍｃ．　 ｃｏ／

受やｔ時間： １０　：　００ ～１ ７　：　００　（土 日祝 日を除く）
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さ加工ＳやビＪい１をお持ちのｉ恆様へ！
ＩＥ Ｉ昭和５２年｛１ ９７７年｝３月より以前に建て６れた工場やビル

ＰＣＢ使■製品・ ＰＣＢ廃棄物の確認・処分方法、ご存じですか７

ｉ！Ｅｉい変ＥＥＳやコンデンサー、安定Ｓ等のｌｌ気機Ｓには、ＰＣＢが

含まれている可能性があ０ます！

ＰＣＢｔ含む機器・廃棄物の処分には期間が設定されて・おり、この処

分期間を過ぎると罰則を受け、処分できなくなるおそれがあ０ます。

ＰＣＢ廃棄物の適にＥな処Ｅ１１１１促進に向けた、 ＥＥＩの施策の最新動向に

ついてご説明します。

処分にお悩みの方のために個別相談会も実施しますので、ぜひ

お越しください。

講
演
内
容

｀・ ‘ン 環ｊＳ省

『

経済産業省

参加 費無料

（事前予約制）

Ｚ＝・
－

０

１１ １１１

１１ １１１

・Ｅ Ｈ・ コン デン サー ・安定Ｓ など

ＰＣＢ廃棄物の処理（ＰＣＢ特別措置法）について環ＩＳ Ｓ・自大ｌｌＳ

ＰＣＢ含有Ｓ気工作物（ｌｌ気事業法） について　 ｍｍ力９：ＩＳ高ね・ａａ・・岡会ｉｌはｌく。
四

安定器の適ｉＥ処理について 公益財回法人

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理手続きについて　　 中回ｅ・・環境９き事・４朱ま会社（ＪＥｓｃｏ）

ＰＣＢ

廃棄物の
適正な

処理を！

○

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期間

・ｔｌＷＩＰＣＢＩＳＳの処分Ｓ回は

令和９年３１Ｅ１ ３１ 日まで

豐ｆＦ囑・コンデンサー匸　　　　　、
一一　 －‥‥－一一－一一一－－‥－－－－－－－－－

ｊ；ｌｓｓ麟）事ｉｌエリア≒ノべ
・－ ．． －． ．． ．．．－ ａａ回

令和 ４年 ３月 ３１ 日まで

安定屬Ｒび汚染物等嶺２

令和５年
３月 ３１ 日まで

安定器及び汚染物等※２

北九州・大阪・豊日ヨ
業エリア

令和３年　　／
３月 ３１ 日まで

ぐ・Ｉ”
．メ

テ変ＥＥ器コンデンサー
北九州ｓｓエリア

平成３０年３ｊＥ１３１日まで
（ｌ！分期間終了）

１

開催地

変ａＥ器・コンデンサー

東京●Ｓエリア
＝＝Ｊ　　　－

令萄４年 ３月３１日まで

＼変Ｅ器・コンデンサー
・■事業エリア

令和４年 ３９３１ 日まで

変Ｅ器・ コンデンサー

令和 ３年 ３ｓ ３１ 日まで

・２ 小！ｌｓｌ気機ｓの一部を除く。

ｊＥ催： 環境省／経済産業省

実施 ：運営事務局 （４朱ｉｔ会社オーエムシー）

説明会会場

都市名　　　 開催日

メこｌｉ①令和ラｉ年１１ １Ｅ１１日

東京①令和ｉｉ年１１ ｊｌｌ８日

会場名

ＡＰ大阪梅ＥＢ東 日本！ＩＥ命ビル
（５ＦＢ十Ｃルーム）

アッ トピジネスセンター

東京駅八重洲通り （５０１ 号室）

札幌　令和ｉｉ年１ １９１５日　彗黯瑟

仙台　令和ｉｉ年１ １ｊｌｌ２２日　 ＳＩＥぷＳａｌｌ；ｌｉｌ；ンホ‾ル宮城

＝ｇさｓ　ｔｉｏｉｉ年１１ ｊｌ２９日　 ？；乙１；；ｇ二ｊａｉ３ＡＢＣ）

高松　令和ｉｉ年１ ２ｊＥ！１６日　 Ｓ１１？４Ｊ；ｇ‾ピル

広ａ 令和ｉｉ年１ ２ｊ！１ １３日ＳＩＳｌｉ／夕－

福岡　令和元年１２９２０日　１４ｊ；こに２；ごＥ５１１！Ｓ裴ｊレ
大・②令和２年１ タ！１１ ７日　ｇ７１１？１１１きｊ？？ｓ；生命ピル

東京②令和２年ｌ ｊｉｌ２４日　ぷｌｌｉ；ぶ５；ぷａｌｇ；ｊｌｉ９・）

ｍｌａびｑヨ ｉａ，みはＨＰをごｌください。【ｌｉＳＳ

ｈｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｏｍｃ．ｃｏ．ｊ ｐ／ｐｃｂ２０１ ９／ｉｎｄｅｘ， ｈｔｍｌ

全・８ヵ所で計１


