


『産業廃棄物処理業務研修会（主任レベル）』の概要について 

 

1. はじめに 

本研修会は、将来の資格制度の創設に向けて、実際の現場のニーズに合った研修内容を

固めるため、研修カリキュラムやテキスト内容等の改善に必要な意見を集約することを目

的としています。研修会受講後にアンケートに回答いただける方を募集いたします。 

 

2. 受講対象者 

産業廃棄物処理業において業務を行っている方のうち「主任レベル相当」を想定してい

ます。 

※ 「主任レベル」とは、廃棄物処理法や安全衛生等を理解した上で、チームの中心

メンバーとして部下を指導でき、円滑に業務を遂行できる方を想定しています。 

 

3. 本研修会の特長 

研修会は、産業廃棄物処理の現場業務を担っている主任レベルの方に、「必要とされる

知識・情報」、「業務を遂行する上での留意点」、「業界の最新情報」をわかりやすく教授し、

研修の翌日から日々の業務に役立つ、研修を行います。 
 

4. 開催日時 

平成28年11月～平成29年1月  研修時間（標準）9時30分～16時30分 

［1回目］平成28年11月29日（火）東京 【中間処理（破砕）】 

［2回目］平成28年12月16日（金）福岡 【収集運搬】 

［3回目］平成29年 1月17日（火）名古屋【中間処理（焼却）】 

［4回目］平成29年 1月20日（金）大阪 【中間処理（中和）】 

［5回目］平成29年 1月27日（金）仙台 【最終処分】 

※応募多数の場合は、調整させていただくことがございます。 

 

5. 定員 

各コース、30名 

 

6. 研修会後のアンケートに対するお礼 

研修会終了後のアンケートにご協力下さい。ご回答いただいた方にはお礼としてクオカ

ード（2,000 円）をお渡しいたします。なお当日、受領印をいただくため、印鑑をご持参下

さい。 

 

  

別紙 



7. 研修会カリキュラム 

  研修時間は、午前9時30分から午後4時30分を予定しております。 

 午後の専門科目の講義を120分とした場合の時間を記載しています。研修コースにより

講義時間を変更することもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 講師一覧 

講師は、行政 OB や経験豊富な企業の方を予定しています。 

講義内容 講師候補（敬称略） 所属・役職 

廃掃法及び環境保全の

取り組み 

渡辺 一法 全国産業廃棄物連合会講師（元神奈川県） 

本條 秀樹 大幸工業(株)顧問（元大阪府） 

顧客対応等について 大平 将之 
全国産業廃棄物連合会講師 

（元（株）竹中工務店） 

安全衛生及び諸ルール

の遵守 

長谷川 滋 
全国産業廃棄物連合会講師 

（元東芝環境ソリューション（株）） 

森 政雄 バンドウクリエート（株） 代表取締役  

収集運搬 高橋 潤 高俊興業(株)  代表取締役社長 

中間処理（破砕等） 葛西 正敏 高俊興業(株)  常務取締役 

中間処理（焼却） 黒川 賢一郎 三重中央開発㈱ 焼却グループ 課長 

中間処理（中和等） 片渕 昭人 （株）興徳クリーナー 代表取締役 

最終処分 松本 明利 大栄環境（株）三木事業所 副所長 

 

9. その他 

・ 筆記用具等はご持参下さい。 

・ 昼食は事務局で手配致しますが、宿泊が必要な場合は各自でご手配下さい。 

・ 都合によりプログラム、時間等が変更になる場合がありますので、あらかじめご了

承下さい。 

研修コース 中間処理（破砕） 収集運搬 中間処理（焼却） 中間処理（中和） 最終処分 

日程 11 月 29 日（火） 12 月 16 日（金） 1 月 17 日（火） 1 月 20 日（金） 1 月 27 日（金） 

会場 東京 福岡 名古屋 大阪 仙台 

9:30-9:40 1. オリエンテーション（10 分） 

9:40-11:10 2. 廃掃法及び環境保全の取り組み（90 分） 

11:10-11:20 休憩 （10 分） 

11:20-12:20 3. 顧客対応等について（60 分） 

12:20-13:00 昼食 （40 分） 

13:00-14:00 4. 安全衛生及び諸ルールの遵守（60 分） 

14:00-14:10 休憩 （10 分） 

14:10-16:10 
5. 中間処理業務 

（破砕） 
5. 収集運搬業務 

5. 中間処理業務 

（焼却） 

5. 中間処理業務 

（中和） 
5. 最終処分業務 

16:10-16:20 6．アンケート （10 分） 

16:20-16:30 事務局連絡 （10 分） 

 



10. 研修会場 

（東京会場） 

会 場 名：（公社）全国産業廃棄物連合会会議室 

住 所：〒106-0032 東京都港区六本木3丁目1番17号  

（第2ＡＢビル4Ｆ） 

電話番号：03-3224-0811（代表） 

マップ URL: 

http://www.zensanpairen.or.jp/federation/01/03/images/map.pdf  

 

 

（福岡会場） 

会 場 名：（公財）福岡県中小企業振興センター 

住 所：〒812-0046 福岡県福岡市博多区吉塚本町9番15号 

電話番号：092-622-6230 

マップ URL: 

http://www.joho-fukuoka.or.jp/new/center/contents/map.html 

 

 

（名古屋会場） 

会 場 名：愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 

住 所：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38  

電話番号：052-571-6131 

マップ URL: 

http://www.winc-aichi.jp/access/  

 

 

（大阪会場） 

会 場 名：大阪商工会議所 

住 所：〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番8号 

電話番号：06-6944-6268 

マップ URL: 

http://www.osaka.cci.or.jp/Shoukai/Map_Tel/shozaichi.html 

 

 

 

（仙台会場） 

会 場 名：（一社）宮城県建設産業会館 

住 所：〒980-0824 宮城県仙台市青葉区支倉町2番48号 

（宮城県建設産業会館6階） 

電話番号：022-262-2211 

マップ URL: 

http://www.miyakenkyo.or.jp/access.html 

 



産業廃棄物処理業務研修会（主任レベル）受講申込用紙 
－平成 28年度産業廃棄物処理業における人材育成方策調査検討－ 

 

平成 28 年   月   日 
 

公益社団法人全国産業廃棄物連合会 

 人材育成担当 鎌田・竹内 宛て 

（E-mail：ability-as@zensanpairen.or.jp） 
（Fax ：03-3224-0820） 
 

□ 平成 28 年 11月 29 日（火）東京  【中間処理（破砕）】 

□ 平成 28 年 12月 16 日（金）福岡  【収集運搬】 

□ 平成 29 年 1月 17 日（火）名古屋 【中間処理（焼却）】 

□ 平成 29 年 1月 20 日（金）大阪   【中間処理（中和）】 

□ 平成 29 年 1月 27 日（金）仙台   【最終処分】 
※参加希望の日にチェックを入れてください。 

※1 日単位での参加を基本としますが、複数日に渡っての参加も可能です。 

 

上記、産業廃棄物処理業務研修会（主任レベル）に申し込みます。 

 

氏 名
（ ふ り が な ）

：                          

部署・役職：                             

会 社 名
（ ふ り が な ）

：                        

会社所在地：〒        

                        

電 話 番 号     ：         Ｆａｘ：           

メールアドレス：                       

 

受講された方には、当日お礼としてクオカード(2,000 円)をお渡しいた

します。 

「支払い通知書」をお渡しする際の、お宛名にチェックを入れて 

ください。 

 支払い通知書のお宛名     □法人宛 

                □ご本人様宛 

 

メール又はファックスにて、ご返信いただきますようお願い申し上げます。 

別添 


