万 資第 323号
令和 2年 (2020年 )2月 10日

(一 社)長 野県臨床横査技師会長

様

長野

廃棄物処理における新型 コロナウイルス対策 の実施について (通 知)
この ことについて、令和 2年 2月 4日 付け「廃菜 処理における新型 コ ナウ ルスに
関連 した感 ̲
惣
翌
ェ
染症対策についてJで 通知 した ところですが、今般、令和 2年 1月 30日 付け環循適発第 20013010
号及び環循規発第 20013027号 で環境省環境再生 資源循環局長か ら別添のとお り通知がありました
ので、御了知願います。
「廃棄物処理 にお ける新型イ ンフルエンザ対策ガ ドライン
イ
J(平 成 21年 3月 )で 示されている医
療機関か ら排出される感染性廃菜物へ の対応等の内容に準拠 し、医療機関等か ら排 され る廃棄 の
物
出
適正処理が安全かつ安定的に行われるよ う、貴会会員 に周知 いただきますよ うお願いします。
記
「廃業物処理にお ける新型インフルエンザ対策ガイ ドライン」は以下の環境
省ホームペー ジか らご
覧 いただ けます。
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廃菜物処理における新型 ヨロナ ウイル ス対策 の実施等について (通 知)
廃実物行政 の推進 につ きま しては、かねてか ら御尽 力いただき、厚 く御礼申 し上 げま坑
廃菜物処理における新型 ヨロナ ウイルスに関連 した感染症対策 の一環 として、本年 1月
22日 付 け環循適発第2001225号・ 環循規発第2001223号 環境省鶏

生・ 資源循環局長通

知 によ り 「廃葉物処理法 に基づ く感染性廃棄物処理 マニ ュ アル 」 (平 成 30年 3月
lhttps77巾 甲venttgo5p7reercle/kamerlxlaIIuall

)

pdOに 基づ く対策 について通知 したと

ころですが、今般、今和 2年 1月 30日 付けで、功 府としての対策 を総合的力つ 強力に推進
感染症対策本部を設置 した ところであ
す oた め、
廃菜物処理事業は、国民 の生活 を維持するために不可欠なサー ビスの一つであ り、我が
国にお いて、新型 コロナ ウイルスが流行 した場合 において も、安全力章つ安定的に廃棄物 の
道 正処理 を行 うとともに、その事 業を継続す るこ とが求められま丸
このよ うな状況を踏まえ、「廃実物処理における新型インウルエシザ対策ガイ ドライ ン」
(判成21年 3月 )lhtpr/Rwverttgojprre仰 醜′
HttJnew‐ ll■ 1/11dex lltmllに お いて示 し

てい る廃葉物処理事業者等 が取るべ き措置等の 内容 に準拠 レ、安全 かつ安定的に廃菜物 の

適正処理が行われ るよう、貴職におかれても指導監督始め必要な措置 の実施に努めるとと
もに、貴管下廃棄物処理業者、関連医療剛系機関等及び貴管下市町村に対 しt周 知徹底を
お願いしま丸
なお、本通知は、地方 自治法

(昭 和22年法律第67う

的な助言であることを申し添えま曳

第245条 の4第 1項 に基づ く技術

参 考
。
「新型 ヨロナツイルス感染症の対応について」 (内 閣靭
l■

ttDS//Hヽ ぃ花cas tt iっ ハ
Jと出
断ェ
enz」md ctllc na■ a■ls lltml

20013010号
環 循規発第 20013027号
令 和 2年 1月 30日

1環 循適発第

公益社団法人

日本医師会

会 長 横倉 義武 殿

襲編5

薗霞凹基
廃棄物処理における新型 ヨロナウイルス対策の実施年について

廃棄物行政の推進につきましては、ヵ韓 てから御尽力いただき、厚く御礼申し上げま汽
廃薬物処理における新型コ,ナ レイルスに関連した感染症対策の一環として、本年 1月
22日 付け宋循適発第2001225号・環循規発第2001223旬 耗解部感勇再生・ 資源循環局長通
知によ り「廃棄物処握法に基 づ く感染性廃案物処理マ ニ ユアル 」 (平 成30年 3月

)

ハ
榔転enttgo」 pr■ eりdttransell「 malxuall pdDに 基づ く対策について通知 したと
lhnPsソ ‖
ころですが、今般、令和 2年 1月 30日 付けで、功 行としての対策 を総合的力つ 強力に推進
る
レス感染症対策本部を設置したところであ ,
う ため、新 たに内閣に新型 コロナウイフ
廃棄物処理 事業は、国民の生活を維持するために不可欠なサービスの一うであ り、我が
国において、新型 ヨロナウイル スが流行 した場合においても、安全かつ安定的に廃棄物 の
適正処理を行 うとともに、その事業を継続することが求められま抗
このような状況を踏まえ、「廃棄物処理における新型イ ンフノ
レエンザ対策ガイ ドライ ン」
(平 成21年 3月

)lllb r/wwttenvgo5ゴ 拒cJVClylnlsJneMr rlu/1ndex htxmllに おいて示 し
てV｀ る廃棄物処理事業者等が取るべき措置等の内容について御理解のよ 安全かつ安定的
に廃 鶏物の適正処理が行われるよう、引き続き御協力いただ くとともに、改めて員会会員
へ の周知等お願い しま曳
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廃菜物処理 における新型 コロナ ライルネ対策の実施等について
廃菜物行政 の推進につきましては、力韓 てから御尽力 いただき、厚 く御礼申 し上げま曳
レスに閑通 した感染症対策の二環 として、本年 1月
廃薬物処理における新型 コロナウイタ
22日 付け環循適発第2001225号・環循規発第20o1223号 環境省環境再生・ 資源循環局長通

知により 「廃棄物処理法に基 づ く感染性廃乗物処理マニュアル 」 (平 成 30年 3月 )
Kl■ttps//■ Bwenvgc」 p/■ eげ祉姓航厳魔狙 anuallPdOに 基づ く対策について通知 し
たと
ころですが 、今般、令和 2年 1月 30日 付けで、功 付としての対策を総合的力章つ強力に推進
するため、新たに内閣に新型 ヨロナウイルス感染症対策本部を設置 したところで先
廃乗物処理事業は、国民の生活を維持するために不可欠なサービスの一つであり、我が
国において、新型 ヨロナウイル スが流行 した場合において も、安全力つ 安定的に院藻物 の
適 正処理を行 うとともに、その事業を継続することが求められま抗
この ような状況を踏まえ、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイ ドライン」
(判或21年 3月 )lhm//A7tm eIIvgojp/reけ 挑ね遮軌Bv筑ぬm軽 h5mllに おいて示 し
てい る廃棄物処理事業者等が取るべ き措置等 の内容に準拠 し、安全かつ安定的に廃棄物 の

滴下処理が行われるよ う、貴連合会におかれても必要な措置 の実施に努めるとともに、各
笥的 行県協会及びその会員企業↓
司司知徹底をお願いしま九

参 考
「新型 ヨ,ナ ウイルス感染症の対応 について」 (内 閣官房)
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