
事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ６ 月 ４ 日 

各正会員事務局長 様 

                                      公益社団法人全国産業資源循環連合会 

                                   専務理事  森谷 賢 

書籍のご案内 

 

  当連合会の事業の運営につきましては、日頃から格別のご協力をいただき厚く御礼申

し上げます。 

さて、添付チラシの図書につきまして、出版元（株式会社ぎょうせい）との交渉によ

り、別紙申込書によりお申し込みいただいた場合には、割引価格等にてご購入いただけ

ることとなりましたのでご案内いたします。 

つきましては、貴協会におかれましてもご購入をご検討いただくとともに、本書を貴

協会会員の皆さまへご案内いただければ幸いです。 

なお、申し込み方法等は下記【出版元からのお知らせ】のとおりです。 

【出版元からのお知らせ】 

別紙申込書によるお申し込みに限り特別価格にてご提供いたします。ご購入を希望さ

れる場合は、別紙申込書にて公益社団法人全国産業資源循環連合会総務部宛てお申し込

みください。お支払いは、ご送本時に同封いたしますお振込み用紙（手数料無料）によ

りお願い申し上げます。 

なお、ご質問がございましたら、下記お問合せ先までご連絡いただきますようお願い

いたします。 

※今年度につきましても法令集を購入者された方に限り、関係者必携の通知（約 240

本）をＷＥＢにて無料公開いたしております。また、今年度より都道府県・市区町村

の廃棄物関連条例についても購入者限定で、ＷＥＢにて無料公開しております。 

※品切れとなる場合がございますので、お早目にお申し込みください。 

※申込期限につきましては、令和 3 年 7 月 30 日（金）必着とさせていただきます。 

 

●お申込先 

公益社団法人全国産業資源循環連合会 総務部 澤 

ＦＡＸ  （０３）３２２４－０８２０ 

ＴＥＬ （０３）３２２４－０８１１ 

●お問合せ先 

株式会社ぎょうせい 出版営業部 営業課 酒井 

ＴＥＬ （０３）６８９２－６５７１ 

メール   business@gyosei.co.jp 

 
現在、新型コロナウイルス対策のため、テレワークを実施しております。 
お手数ですが、お問い合わせについては上記メールアドレス宛にご連絡をお願い 
申し上げます。 



（送付先：全国産業資源循環連合会 総務部） 

ＦＡＸ購入申込書 
（ 「 ぎ ょ う せ い 」 書 籍 ） 

 

＊ （公社）全国産業資源循環連合会取扱い分 ＊ 
 

№ 書名 特別価格（税込） お申込部数 

１ 

三段対照 

廃棄物処理法法令集 2021版 
（株式会社ぎょうせい発行                   5181347 

５,０００円 
※送料込み 

 部 

100部以上をとりまとめていただいた場合、１部単価 4,400 円（税込）で販売いたします 

２ 

建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止

及び石綿飛散漏えい防止対策 

徹底マニュアル              5108723 

４,５００円 
※送料込み 

部 

３ 

地域を支える エッセンシャルワーク 
－保健所・病院・清掃・子育てなどの現場から－ 

5108692 

２,１００円 部 

本書籍のみ注文の場合は、別途送料 310円を承ります 

№１もしくは No.2と同時注文の場合は、送料サービスいたします 

 

下記書籍については、No.1～3 とは別発送・別請求になります。 

４ 

中小企業経営者のための 

ウィズコロナに勝ち残る!! 

税務＆補助金＆金融ガイド［令和３年版］ 
8172697   

10部～49部  1冊 300円 

50部～299部 1冊 250円 

300部以上   1冊 200円   
部 

10部以上からご注文いただけます。 

50部未満の場合は、別途送料 220円（10%税込）を承ります。 

（No.1～3 と同時注文の場合でも 50 部未満の場合は、送料を承ります。） 

【申込期限：令和 3 年 7 月 30 日（金）】 

上記のとおり申し込みます。 
お申込年月日   年    月    日 

会社名  ご担当者  

ご送本先  

電話番号  

ＦＡＸ 

番号 
 

 

ＦＡＸ.０３－３２２４－０８２０ 



法令・通知・条例WEBサービス付法令・通知・条例WEBサービス付法令・通知・条例WEBサービス付

◎令和3年4月1日までの最新改正を反映！
・「廃棄物処理法」だけでなく、「放射性物質汚染対処措置法」についても、法令・施行令・施行規則
の「三段対照表」で収録！

・「廃棄物処理法」三段対照表は、罰則や読替規定の注釈付きで、難解な廃棄物処理法の理解を助け
ます。
◎2021年版より購入者限定WEBサービスが充実！
・2020年版同様、業務の指針となる環境省等の「通知」約 240本がWEBで閲覧できます。

・自治体の「生活環境保護条例」「廃棄物対策条例」など、廃棄物関連の条例がWEBで閲覧可能にな
りました！

→本書と購入者限定WEBサービスを活用することで、法律・施行令・
施行規則・通知・条例を一体的にもれなく確認できます。

本書の特徴

NEW

なぜ、条例の確認が
必要なの？

なぜ、通知の確認が
必要なの？

なぜ、法律だけでなく、
施行令・施行規則の確認が

必要なの？

都道府県・市区町村の独自
規制として、「条例」が
定められています。

条例の独自規制を確認し
ておらず、知らずのうち
に条例違反を犯している
ケースも多数存在します。

法律・施行令・施行規則で
規定されていない情報を
国から「通知」として
発出しています。

「通知」は、業務を行う際の
判断基準の一つになるので

確認が必要です。

「廃棄物処理法」の規定を
「施行令・施行規則」で

補完しています。
廃棄物管理の実務の際には、
法律・施行令・施行規則の
規定の確認が必要です。
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キ リ ト リ 線

商品に関するご照会・お申し込みは フリーコール（通話料無料） Ｗｅｂ
サイト URL：https://shop.gyosei.jp

■個人情報の取扱いについて
【利用目的】　ご注文に関するお客様への連絡、配送、代金の請求及びメール等による商品の案内に利用させていただきます。
【第三者提供】　お預かりした個人情報の第三者への提供はありません。
【委託】　利用目的の範囲内で業務を行うために、個人情報の取扱いを委託する場合があります。
【個人情報提供の任意性】　個人情報の提供はお客様の任意となりますが、商品のお届けなどに誤りが生じないよう、正確にご記入願います。
【開示等の求めに応じる手続】　利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去等をお求めの際は、次の窓口にお問い合わせください。
【個人情報相談窓口】　株式会社ぎょうせい　個人情報相談窓口　電話03-6892-6562　受付時間　平日9時～17時
【個人情報保護管理者】　情報管理担当執行役員

申
込
書

部

TEL：0120─953─431／FAX：0120─953─495

●弊社使用欄

URL：https://shop.gyosei.jp

上記「個人情報の取扱いについて」に同意し、下記図書を申し込みます。 　　年　　月　　日

〒136─8575　東京都江東区新木場1─18─11

お届け先
ご 住 所

〒　　　-
都道
府県

（フリガナ）
お 名 前

（ご担当部署名： ご担当者名： ）

TEL e-mail- -

お得意様No. 支払費
（ご存知の場合はご記入ください）

＠

□公費 □社費 □私費

三段対照  廃棄物処理法法令集  2021年版
B5判・定価5,500円(10%税込)送料770円　コード　5181347-00-000　廃物三段表（2021）

（2021.5）

※送料は2021年5月時点の料金です。

ISBN978─4─324─11014─0　コード 5181347─00─000　廃物三段表（2021）

法令・通知・条例
WEBサービス付

※上記は2020年版の内容見本です。

詳細はこちら！

内容見本

K

お申し込みは斡旋専用申込書より
お願いします。



◆石綿に関する基礎知識・関係法令・用語の定義だけでなく、建築物
等の解体における飛散防止対策について、大気汚染防止法・石綿障
害予防規則両面の改正内容を反映。
◆事前調査の方法や具体的な防止手法や注意が必要な工事事例、作
業の順序等が不適切で合ったと考えられる事例なども紹介してい
るので、実際に作業を行う際に注意しなければならないポイント
がわかります。
◆資料として、大気汚染防止法・石綿障害予防規則の対照表を掲載
しているので、業務の際に押さえておくべき規定の内容が一目で
わかります。

建築物等の解体等に係る
石綿ばく露防止及び
石綿飛散漏えい防止対策
徹底マニュアル

建築物等の解体等に係る
石綿ばく露防止及び
石綿飛散漏えい防止対策
徹底マニュアル

ぎょうせい／編集
A4判・定価4,950円（10%税込）送料770円

※送料は2021年4月時点の料金です。

特 色

令和３年３月に厚生労働省・環境省から公表された
建設・解体工事等実務者必携のマニュアル！

労働者の石綿ばく露防止と石綿飛散漏えい防止の適切な実施のために！

K



キリトリ線

商品に関するご照会・お申し込みは フリーコール（通話料無料） Ｗｅｂ
サイト URL：https://shop.gyosei.jp

■個人情報の取扱いについて
【利用目的】　ご注文に関するお客様への連絡、配送、代金の請求及びメール等による商品の案内に利用させていただきます。
【第三者提供】　お預かりした個人情報の第三者への提供はありません。
【委託】　利用目的の範囲内で業務を行うために、個人情報の取扱いを委託する場合があります。
【個人情報提供の任意性】　個人情報の提供はお客様の任意となりますが、商品のお届けなどに誤りが生じないよう、正確にご記入願います。
【開示等の求めに応じる手続】　利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去等をお求めの際は、次の窓口にお問い合わせください。
【個人情報相談窓口】　株式会社ぎょうせい　個人情報相談窓口　電話03-6892-6562　受付時間　平日9時～17時
【個人情報保護管理者】　情報管理担当執行役員

申
込
書

部

TEL：0120─953─431／FAX：0120─953─495

●弊社使用欄

URL：https://shop.gyosei.jp

上記「個人情報の取扱いについて」に同意し、下記図書を申し込みます。 　　年　　月　　日

〒136─8575　東京都江東区新木場1─18─11

お届け先
ご 住 所

〒　　　-
都道
府県

（フリガナ）
お 名 前

（ご担当部署名： ご担当者名： ）

TEL e-mail- -

お得意様No. 支払費
（ご存知の場合はご記入ください）

＠

□公費 □社費 □私費

建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び
石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
A4判・定価4,950円(10%税込)送料770円　コード　5108723-00-000　石綿マニュアル

（2021.4）

※送料は2021年4月時点の料金です。

ISBN978─4─324─11010─2　コード 5108723─00─000　石綿マニュアル

1. 石綿に関する基礎知識
1.1 石綿の物性等
1.2 石綿の生産・使用
1.3 環境中の石綿濃度
1.4 石綿の健康影響

2. 関係法令の解説
2.1 石綿に係る法規制の変遷
2.2 大気汚染防止法
2.3 労働安全衛生法及び石綿障害予防規則
2.4 その他の関係法令

3. 用語の定義
3.1 関係法令の名称
3.2 建築材料等の定義
3.3 除去等作業等に関する用語

4. 建築物等の解体等における飛散防止対策
4.1 石綿飛散・ばく露防止対策の概要
4.2 作業の一般的手順
4.3 事前調査
4.4 作業計画の作成
4.5 作業実施等の届出
4.6 事前調査の結果及び作業内容等の掲示
4.7 石綿含有吹付け材等の切断等を行う作業に係る石綿飛散防止対策
4.8 石綿含有保温材等の切断等を行わない除去作業に係る石綿飛散防
止対策

4.9 封じ込め又は囲い込み作業に係る石綿飛散防止対策
4.10 石綿含有保温材等の切断等を行う作業の特殊な石綿飛散防止対策
4.11石綿含有成形板等の除去作業に係る石綿飛散防止対策

4.12 石綿含有仕上塗材の除去作業に係る石綿飛散防止対策
4.13 解体等にあたりあらかじめ石綿等を除去することが困難な場合
4.14 隔離を行う場合の作業場内の漏えい確認
4.15 石綿含有建材の除去等作業が適切に行われたことの確認及び作

業の記録

5. 隔離空間全体からの漏えい確認のための石綿濃度の測定等
5.1 隔離空間全体からの漏えい確認のための石綿濃度の測定
5.2 敷地境界（施工区画境界）等における大気濃度測定方法の例
5.3 総繊維数濃度及び石綿繊維数濃度測定の概要

6. 呼吸用保護具、保護衣
6.1 保護具等の選定
6.2 保護具等の取扱い

7. 労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務
における留意事項
7.1 労働者を常時就業させる建築物等に係る措置
7.2 労働者等を建築物等において臨時に就業させる場合の措置

付録Ⅰ事前調査の方法
付録Ⅱ石綿含有建材の取り残しの例
付録Ⅲ大規模工事等における石綿飛散漏えい防止手法
付録Ⅳ石綿含有建材除去等工事において注意が必要な工事事例
付録Ⅴ作業の順序等が不適切であったと考えられる事例
付録Ⅵ参考文献
付録Ⅶ石綿関連機関情報
建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル改訂検討会　委員
名簿
〔出版社提供資料〕
大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の規定整理表

目 次目 次
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126832 酒井
KA１

お申し込みは斡旋専用申込書より
お願いします。





お申し込みは斡旋専用申込書より
お願いします。





お申し込みは斡旋専用申込書より
お願いします。


