
 

 
PCB 廃棄物の早期処理に係る広報について 

－処理の期限まで最短で残り 500 日－ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
１． 具体的な取り組み 

 

（１） ポリ塩化ビフェニル（PCB）早期処理情報サイトの開設 

 明日 11月 16日（水）に環境省のホームページ内に、「ポリ塩化ビフェニル（PCB）早

期処理情報サイト」を開設いたします。サイトのコンテンツについては、順次拡充をいた

します。 

 

平 成 2 8 年 1 1 月 1 5日 （ 火 ） 

環境省廃棄物・リサイクル対策部 

産業廃棄物課 

代表：0 3 - 3 5 8 1 - 3 3 5 1 

直通：0 3 - 5 5 0 1 - 3 1 5 6 

課長：中尾  豊（内線 6871） 

補佐：福井 和樹（内線 7871） 

担当：山根 悠也（内線 6927） 

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物（以下「高濃度 PCB 廃棄物」という）について、中間

貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「JESCO」という） の全国 5 カ所の処理施設ごとに計

画的処理完了期限が定められていることを踏まえ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処

理の推進に関する特別措置法（平成 13 年法律第 65 号。以下「PCB 特別措置法」という）

第 10 条において、保管事業者は高濃度 PCB 廃棄物の種類ごとおよび保管の場所の属する

区域ごとに政令で定める期間内に、高濃度 PCB 廃棄物を自ら処分し、または処分を他人に

委託することが義務付けられています。  

特に中国・四国・九州・沖縄各県（JESCO 北九州事業所の事業対象地域）に保管されて

いる変圧器、コンデンサーなどについては、平成 29 年度末までに JESCO に処分委託する

ことが義務付けられており、本年 11 月 16 日（水）で処分期間の末日まで 500 日を迎える

ところです。 

そこで、この機会を利用して、関係省庁及び都道府県市の SNS などの広報ツールを活用

し、高濃度 PCB廃棄物の一刻も早い処理の達成に向けた一斉広報を展開します。 

なお、11月 16日（水）以降も適宜情報発信を行う予定です。 

参考資料４－６ 



（２） PCB廃棄物の早期処理に向けたパンフレットの改訂 

 本年８月に改正法が施行された PCB特別措置法を踏まえて、従来のパンフレットを改訂

しました。 

 

（３） 関係省庁および都道府県市による PCB廃棄物の早期処理に係る一斉広報 

 以下の広報メディアなどを用いて、関係省庁および都道府県市による高濃度 PCB廃棄物

の早期処理に係る一斉広報を行います。特に、最も早く PCB特別措置法で定める処分期間

の末日を迎える JESCO北九州事業エリアの変圧器、コンデンサーなどについては、その末

日まで明日 11月 16日（水）で残すところ 500日となります。この機会を捉え、環境省、

経済産業省を中心とした関係省庁及び都道府県市の計 51団体（11月 15日 14：30時点）

による一斉広報を行います。 

 一斉広報を行う団体の詳細については、別表のとおりです。なお、これらの団体以外に

おいても連携した広報を引き続き行う予定です。 

 

 

２． 参考 

 

【資料】ポリ塩化ビフェニル（PCB）使用製品及び PCB廃棄物の期限内処理に向けて（パ

ンフレット） 

 

＜ポリ塩化ビフェニル（PCB）早期処理情報サイト（環境省ホームページ）＞   

http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb_soukishori/ 

※11月16日（水）に開設します。 

 

＜中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO）ホームページ＞ 

http://www.jesconet.co.jp/ 

 

＜（一社）日本電機工業会ホームページ＞  

http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/index.html 

 

＜（一社）日本照明工業会ホームページ＞  

http://jlma.or.jp/shisetsu_renew/anzen/anzen6-1.html 

http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb_soukishori/
http://www.jesconet.co.jp/
http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/index.html
http://jlma.or.jp/shisetsu_renew/anzen/anzen6-1.html


＜別表 広報メディア一覧＞ 

○府省庁等 

環境省 

環境省Ｔｗｉｔｔｅｒ 

環境省新着情報メールサービス 

近畿環境パートナーシップオフィス（きんき環境館）メールマガジン 

やんばる野生生物保護センター ウフギー自然館 HP 

経済産業省 

経産省 Twitter 

経産省新着情報メール配信サービス 

中部経済産業局公式Ｔｗｉｔｔｅｒ 

中部経済産業局メールマガジン 

中国経済産業局 Twitter 

中国経済産業局メールマガジン METI CHUGOKU TIMES 

中国経済産業局 環境・リサイクル通信 

「Facebook ページ」九州経済産業局 九経交流プラザ 

「Facebook グループ」九経（九州経済産業局）倶楽部 

九州経済産業局 Twitter 

首相官邸 首相官邸 LINE 

内閣官房 内閣官房 Twitter 

内閣府 
内閣府 Twitter 

内閣府 Facebook 

公正取引委員会 公正取引委員会 Twitter 

金融庁 金融庁 Twitter 

消費者庁 
消費者庁 Twitter 

消費者庁 Facebook 

復興庁 復興庁Ｔｗｉｔｔｅｒ 

総務省 総務省 Twitter 

法務省 法務省 Twitter 

財務省 財務省Ｔｗｉｔｔｅｒ 

文部科学省 文部科学省 Twitter 

厚生労働書 厚生労働省公式 Twitter 

農林水産省 農林水産省公式 Twitter 

国土交通省 国土交通省 Twitter 

 



○地方公共団体 

秋田県 秋田県公式Ｔｗｉｔｔｅｒ 

山形県 山形県 Twitter 

福島県 福島県公式 Twitter 

神奈川県 エコビーのかながわ環境通信 

岐阜県 岐阜県ホームページ（新着情報にも掲載） 

三重県 
三重の環境メールマガジン  

三重県廃棄物・リサイクル課ゼロ吉 Facebook アカウント 

京都府 京都府 Twitter 

奈良県 せんとくんのつぶやき 

和歌山県 和歌山県 twitter 

岡山県 
岡山県公聴広報課 Twitter 

岡山県循環型社会推進課 Facebook「ごみゼロ・プロジェクト」 

鳥取県 
エコトリピーTwitter（鳥取県公式アカウント） 

エコトリピーFacebook（鳥取県公式アカウント） 

香川県 
香川県 Twitter 

香川県メールマガジン「メルマガかがわ」 

福岡県 福岡県ホームページ 

佐賀県 佐賀県広報広聴課 Twitter 

熊本県 熊本県広報課公式 Twitter 

宮崎県 
宮崎県広報 Facebook ページ 

宮崎県広報 Twitter 

札幌市 札幌市広報部 twitter 

函館市 函館市広報広聴課 twitter 

秋田市 

秋田市公式 Twitter 

秋田市環境部 Twitter 

秋田市環境部 Facebook 

宇都宮市 
宇都宮市ホームページ 

宇都宮市 Twitter 

高崎市 高崎市産業廃棄物対策課ホームページ（ＰＣＢ廃棄物について） 

船橋市 船橋市公式ツイッター 

八王子市 はちおうじ環境だより 

横浜市 横浜市広報課（Twitter) 

岡崎市 
岡崎市広報 twitter 

岡崎市広報 Facebook 

堺市 堺市環境局「ムーやん」【公式】ツイッター 

奈良市 
奈良市役所 Twitter 

奈良市役所 FaceBook 

広島市 
広島市公式 Twitter 

広島市公式 Facebook 

福山市 福山市ホームページ 



福岡市 福岡市 Twitter 

下関市 しものせき環境メルマガ 

北九州市 ＰＣＢ処理に関する情報サイト（北九州市） 

久留米市 くるっぱ（公式） 

佐世保市 佐世保市公式 Twitter「ダストンくん（佐世保市環境部）」 

熊本市 熊本市公式 facebook 

 


