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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
置法の一部を改正する法律（平成28年法律第34号）が平成28年
5月2日に公布され、8月1日に施行された。環境省担当部局の編
集による本書は「PCB特措法」理解のための関係者必携の書。

2017年3月刊行

第Ⅰ部　逐条解説（全36条）
第Ⅱ部　Q&A（77項目）

第1章　特別措置法制定の背景と趣旨
第2章　法律の目的等
第3章　ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の定義
第4章　関係者の責務
第5章　国のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画、都道府県の
　　　  ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画
第6章　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等
第Ⅲ部　参考資料

法律、政令、省令、告示、関係通知、関係法令

編集：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課（予定）

A5判／約320頁　
定価4,968円（本体4,600円+税）

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

PCB特措法の理解を深め、
適切な処理を行うための一冊！

逐条解説・Q&A

改
訂

◆平成28年改正PCB特措法に対応
◆条文から制度を理解するための「逐条解説」
◆関係者が知りたい疑問点の解消、制度概要を知るための「Q&A」
◆関係法規等をまとめた「参考資料」

170208_4t_f727038_o.ai

2017.2

5478

環境関連法規全般を網羅した年度版法令集の最新版。平成29年版ではPCB特別措置法
の大幅改正、建築物省エネ法の規制措置の施行に向けた政省令改正のほか、地球温暖化
対策の推進に関する法律（国・地方公共団体が主体となった普及啓発の強化や、地方公共
団体実行計画の共同策定等）、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
（第一種特定化学物質の追加指定、輸入禁止製品の追加指定）、環境物品等の調達の推

進等に関する基本方針（46品目の判断の基準等の見直し）等、各種制度改正に対応した。

2017年2月刊行

環境六法 平成29年版

主要
目次

フロン排出抑制法の対象者である事業者や地方公共団体等の
業務用冷凍空調機器（第一種特定製品）の管理担当者に向け、
機器の使用時及び廃棄時に管理者が行うべき取り組みを、図
表を用いながら分かりやすく解説。関連法令を併せて収載。

5485

2017年3月刊行

予定予定

監修：経済産業省製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進
　　  室／環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室
A5判／約350頁　
定価3,024円（本体2,800円+税8％）

フロン排出抑制法

この一冊で
フロン排出抑制法がわかる！

よくわかる

解説編
第１章　総論
第２章　法律の対象
第３章　管理者が取り組むべき措置
第４章　その他関係事項

資料編
１　用語の定義
２　フロン排出抑制法Q&A集（平成28年7月20日第3版）
３　フロン排出抑制法に基づく義務等
４　フロン排出抑制法関係法令
５　改正モントリオール議定書の概要

図説

CD-ROM
付

A5判／2巻セット／3,644頁　定価7,776円（本体7,200円+税）

●鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な
指針（平二八環告一〇〇）
●特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物に関する環境大臣の確認の
要件（平二八環告三八）※
●排出ガス中の水銀測定法（平二八環告九四）※
●パリ協定（平二八条約一六）
●平成二十八年熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理
を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第
十二条の七の十六第一項に規定する環境省令で定める一般廃棄物
の特例に関する省令（平二八環令一八）
●ポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去する方
法として環境大臣が定める方法（平二八環告七三）
●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
法施行規則第三条及び第六条の規定に基づき環境大臣が定める
方法（平二八環告七四）
●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
法施行規則第四条第二項及び第七条第二項の規定に基づき環境
大臣が定める方法（平二八環告七五）

●公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第二項の規定に
基づく障害補償標準給付基礎月額（平二八環告三五）※（差替え）

●公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第二項の規定に
基づく遺族補償標準給付基礎月額（平二八環告三六）※（差替え）

●化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各
号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質
その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められな
いものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定す
る化学物質（平二八厚労・経産・環告一）※
●フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則
第一条第三項等に基づく環境大臣及び経済産業大臣が定める種
類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二
酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認
められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数
　（平二八経産環告二）※
●ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画（平二八環告七一）

※CD-ROMのみ収載

主な新規収載法令



★お客様の個人情報のお取り扱いについて　個人情報保護管理者　第一編集部長　Tel. 03-3834-5810
●弊社はお客様の個人情報を商品の発送・納品、代金の請求、入金の確認、返金、サービス実施、弊社の商品、サービス、催し物のご案内、これらの確認のための連絡に使用します。弊社は法令に基づく場合を除いて、お客様の個
人情報を当該本人の同意を得ず第三者に提供することはありません。弊社はお客様によりよいサービスの提供のため、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、適切な管理を実施させて業務の一部を外部に
委託します。お客様が弊社に個人情報を与えることは任意ですが、お客様が弊社に個人情報を与えない場合には、弊社からの返信やサービスの提供ができない場合がありますのであらかじめご了承下さい。お客様には、ご自身の個
人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、訂正、追加、削除の要求、利用又は提供の拒否をする権利があります。必要な場合には、下記の窓口までご連絡下さい。【個人情報問合わせ窓口】中央法規出版株式会社　渉外課長

方法業種区分売上日コード

9
支払期日売上Ｎｏ 請納 場所 用紙 売上 支払出版社使用欄

（記入不要）

170208_4t_f727038_u.ai

④727-038平成　　　年　　　月　　　日

振込（銀行、郵便局、コンビニ）

※請求書は、原則商品と同送いたします。公費…約1か月以内、私費…約2週間以内にお支払下さい。
※送料実費。 5,400円（税込）以上ご購入の場合、サービス。

代金引換
※一部、お取扱い
　できない地域が
　ございます。

見積書（　 通）・納品書（　 通）・請求書（　 通）

⇒ 
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ら
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⇒

お
支
払
い
方
法

お届け先
ご住所

お名前
（ご担当者）

必要書類

希望時間

希望曜日

お支払い

電話（必須）

F  A  X

〒
□ ご自宅　□ 勤務先（ご名称・部署名・ご担当者名をご記入ください）

□ 会員（番号　　　　　　　　　　）　　　□ 非会員 1　公費　　　　2　私費（個人購入）

※日程の指定はできません
※「振込」を選んだ場合、曜日・時間の指定はできません
※電話番号が無記入の場合、代金引換でのお届けはできません

□ 平日  　□ 土曜  　□ 日曜  　□ 指定無

代引送料  380円 ※5,400円（税込）以上ご購入の場合、サービス

部署名
ご自宅の方は
記入不要です

ご名称
ご自宅の方は
記入不要です

□ 9～12時　  □ 12～14時　□ 14～16時　
□ 16～18時　□ 18～20時　□ 19～21時　□ 指定無

書　名 価格（税込）コード 部数

会員特価 7,020 円（本体6,500円＋税8%）

定価 7,776 円（本体7,200円＋税8%） 部

部
5478 環境六法　平成29年版

部

部
5485 図説 よくわかる フロン排出抑制法

部

部̶ 改訂 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 逐条解説・Q&A

部

部
5486 生活排水処理改革

̶持続可能なインフラ整備のために

会員特価 2,754 円（本体2,550円＋税8%）

定価 3,024 円（本体2,800円＋税8%）

会員特価 4,482 円（本体4,150円＋税8%）

定価 4,968 円（本体4,600円＋税8%）

会員特価 1,458 円（本体1,350円＋税8%）

定価 1,620 円（本体1,500円＋税8%）

3月刊行
予定

3月刊行
予定

4月刊行
予定

※この申込書は書店では使用できません。複数の書名をお申し込みの場合、未刊の商品に関しては刊行後の納品になります。
※送料実費。税込み5,400円以上ご購入の場合はサービス。　お届けまでの日数は、1週間～10日程度かかります。

〒110-0016 東京都台東区台東3-29-1
Tel.03-3834-5814　Fax.03-3837-8034
http://www.chuohoki.co.jp/ https://www.chuohoki.co.jp/mailmagazine/

メールマガジン会員募集中
新刊等の情報をいち早くお届けします!
メルマガ登録（無料）はこちらから

http://www.chuohoki.jp/ebooks/main

webでの
お申込は

中央法規 オンラインショップ

e-books
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人口減少・財源不足・老朽化で危機的状況に陥っている下
水道。財政破綻を防ぎ、健全な水循環を維持するための、い
まここから始める「生活排水処理システム改革」を直言する！

5486生活排水処理改革
̶持続可能なインフラ整備のために

編集：『生活排水処理改革―持続可能なインフラ整備のために』
　　  をつくる会　
A5判／約200頁　
定価1,620円（本体1,500円+税8%）

下水道＆浄化槽問題解決の決定版！

2017年
4月刊行
予定

第１章　人口減少社会とインフラの持続可能性
第1節　納税者の減り続ける国・ニッポン
第2節　人口減少下のインフラ整備

第２章　生活排水処理インフラの現状と展望
第1節　「集合処理」と「個別処理」
第2節　整備状況
第3節　下水道事業の財政収支
第4節　不合理な選択，不都合な真実

第３章　浄化槽という選択肢
第1節　“つなぎ”的存在から，恒久的な汚水処理施設へ
第2節　浄化槽と下水道の差は何か
第3節　「浄化槽の劣る点」を検証する
第4節　近年の浄化槽の動向と展望

第４章　今，ここから始める課題解決
第1節　持続可能でリーズナブルなインフラへ
第2節　「垂れ流し根絶」のために

FAX.044-270-5566 TEL.044-288-2456
〒210-0828　川崎市川崎区四谷上町10-6　一般財団法人 日本環境衛生センター内
● URL　http://jaem.or.jp/　　● E-mail　gikankyo-info01@jaem.or.jp

FAX購入申込書 一般社団法人 廃棄物処理施設技術管理協会 宛
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