中間貯蔵･環境安全事業株式会社
Japan Environmental Storage & Safety Corporation
会社案内

トップメッセージ
当社は､国の監督の下、約 30 年間処分がなされず保管を余儀なくされていた
ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の処理を行うために平成 16 年に設立され、
これまで事業を推進してまいりました。
PCB 廃棄物処理の完遂に向けては、平成 26 年 6 月に国の基本計画が変更され、
当社も新しい処理体制の下で臨むこととなりました。今後も、安全で確実な処
理の確保を前提に、全国の高濃度 PCB 廃棄物の処理をできるだけ早期に終了で
きるよう、さらに努力してまいります。
また、平成 26 年 12 月に当社の根拠法が改正され、国が行う、福島県内で発
生した放射性物質に汚染された土壌等を安全に集中的に貯蔵・管理するための
中間貯蔵施設の整備と管理運営などの中間貯蔵に係る事業等について、国等の
委託を受けて行うことになりました。福島県における除染の推進、復旧・復興
の加速化に向けて、中間貯蔵事業に全力で取り組んでまいります。
当社は、国民の皆さまのご理解とご協力をいただき、安全・確実と情報公開
を基本として、PCB 廃棄物処理事業と中間貯蔵事業を遂行することにより、安
心して暮らせる環境の保全と創造に全力を尽くしてまいります。

代表取締役社長

PCB処理事業
国が定めた「PCB 廃棄物処理基本計画」に従い、安全確実な処理を行っています
「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」に基づき、国が定めた「ポリ塩化ビフェ
ニル廃棄物処理基本計画」に従い行われる事業です。良好な環境の保全を目的に、全国に５箇所ある PCB 処理事業
所において、安全で確実な処理と情報公開を重視して PCB の無害化処理に取り組んでいます。

■PCB 廃棄物
となったトランス

■作業工程の公開

■GPS による運行状況管理

■PCB 廃棄物となった安定器
北九州PCB処理事業

北海道PCB処理事業

北九州 北海道

東京PCB処理事業

■防護服着用による
処理作業

■北海道 PCB 処理事業所

大阪PCB処理事業

豊田PCB処理事業

■各事業所とトランス等の処理対象区域
※安定器等は、
処理対象区域を2つに分け
（赤線）、
北九州及び北海道事業において処理を実施しています。
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中間貯蔵事業
国等の委託を受けて、福島県において中間貯蔵事業を行っていきます
国、福島県、福島県内の市町村、その他環境省令で定める者の委託を受けて、福島県において中間貯蔵に係る事
業を行い、福島県の復興に尽力いたします。

国の責務

国は、
中間貯蔵施設を整備し、その安全を確保します。
国は、
中間貯蔵施設の周辺の地域の住民、
その他の関係者の理解と協力を得るために必要な措置を講じます。
国は、
中間貯蔵開始後 30 年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講じます。

国が行う中間貯蔵事業のイメージ
除染仮置場等

土壌貯蔵施設
分別を踏まえて、放射性セ
シウム濃度や、その他の特
性に応じて、土壌などを貯
蔵します。

搬 入
減容化（焼却）施設
福島県内で発生した
除去土壌等

受入・分別施設
受入施設

搬入される土壌や廃棄物の重量や放
射線量を測定し、分別を行います。
分別施設

草木などの可燃物を減容化
（焼 却）して、貯 蔵 物 の 容
量を減らします。

廃棄物貯蔵施設
放射性セシウム濃度が 10 万
Bq/kg を超える焼却灰など
の廃棄物を貯蔵します。

環境省パンフレット
「除染土壌などの中間貯蔵施設について」
より作成
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Japan Environmental Storage ＆ Safety Corporation（JESCO）

設

平成 16 年4 月 1 日

立

根 拠 法

中間貯蔵・環境安全事業株式会社法（平成 15年 5月 16 日法律第 44 号）

主務大臣

環境大臣

役員及び
従 業 員

384 名（役員９名、従業員 375 名）［平成28年 4月 1 日現在］

売 上 高

63,981 百万円（平成 26 年 4月 1 日〜平成 27年 3 月 31 日）

所在地
本社

〒105-0014 東京都港区芝 1-7-17 住友不動産芝ビル 3号館 4階

☎03-5765-1911
【

PCB処理事業所（全国 5事業所）
■北九州PCB処理事業所【平成 16 年 12 月】
〒808-0021 福岡県北九州市若松区響町 1-62-24

】は操業開始年月

☎093-752-1113

北九州PCB処理事業所（小倉オフィス（営業課））
〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野 3丁目 8番1号 AIMビル8階

☎093-522-8588

北九州PCB処理事業所（近畿・東海エリア分室（営業課））
〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天 1-2-30 オーク四番街プリオタワーオフィス 7階 702号

☎06-6575-5585

■豊田PCB 処理事業所【平成 17 年 9 月】
〒471-0853 愛知県豊田市細谷町 3-1-1 ☎0565-25-3110
■東京PCB 処理事業所【平成 17 年 11 月】
〒135-0064 東京都江東区青海三丁目地先（中央防波堤内側埋立地内） ☎03-3599-6023
東京PCB処理事業所（営業課）
〒105-0014 東京都港区芝 1-7-17 住友不動産芝ビル 3号館 3階

☎03-5765-1951

■大阪PCB 処理事業所【平成 18 年 10 月】
〒554-0041 大阪府大阪市此花区北港白津 2-4-13（西区画棟） ☎06-6468-0575
大阪PCB処理事業所（弁天事務所（営業課））
〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天 1-2-30 オーク四番街プリオタワーオフィス 7階 701号

☎06-6575-5575

■北海道PCB処理事業所【平成 20 年 5月】
〒050-0087 北海道室蘭市仲町 14 番地 7 ☎0143-22-3111
北海道PCB処理事業所（営業課）
〒105-0014 東京都港区芝 1-7-17 住友不動産芝ビル 3号館 3 階

☎03-5765-1197

中間貯蔵管理センター

【

■中間貯蔵管理センター【平成 26 年 12 月】
〒970-8026 福島県いわき市平字大町 7-1 平セントラルビル 4階

】は設置年月

☎0246-23-8900

中間貯蔵管理センター（福島事務所）
〒960-8041 福島県福島市大町 7-3 福島センタービル 5階

▶JESCOのホームページ

www.jesconet.co.jp/

▶ご意見・お問合せメールアドレス jesco＠jesconet.co.jp

☎03-5765-1909
（経営企画課広報室）

平成 28 年 4月

