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　電子マニフェスト制度とは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分
業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。当協会では、
福岡県内の事業者の皆さまの導入率の向上を目的として、標記セミナーを今年度は７月と10月
に開催しました。
　セミナー当日は、（公財）日本産業廃棄物処理振興センターの委嘱インストラクターから、電子
マニフェストの仕組みと導入のメリットの説明、紙マニフェストから電子マニフェストへの円滑
な移行方法、業界別の具体的な運用方法等について解説いただきました。

開催日時及び開催場所

（第１回目）　日時：令和３年７月６日（火）　14：00 ～ 16：00
　　　　　　場所：ＣＯＭＰＡＳＳ小倉（住所：北九州市小倉北区浅野３丁目８–１ ＡＩＭビル６Ｆ）
（第２回目）　日時：令和３年10月15日（金）　14：00 ～ 16：00
　　　　　　場所：システム開発技術カレッジ福岡システムＬＳＩ総合開発センター
　　　　　　　　（住所：福岡市早良区百道浜３–８–33  ２階）

講　　師 　公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
　　　　　 委嘱インストラクター　酒田　雅央　氏

参加者数 　（第１回目）13名　　（第２回目）14名
内　　容

◦排出事業者の操作（新規登録）
◦収集運搬業者の操作（運搬終了報告）
◦処分業者の操作（処分終了報告）
◦共通の操作（マニフェスト情報照会など）
◦その他

セミナーの様子

「電子マニフェスト操作
体験セミナー」を開催しました
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　当協会では、会員各社におけるドライバーの交通事故防止を目的とし、標記研修会を開催して

おります。今年度は下記の内容で実施しました。

　研修会当日は、自動車学校の交通事故対策の専門家から 、トラック事故の特徴と原因や、 実際

のドライブレコーダ映像（ヒヤリハット映像）を交えた交通安全教育のポイント、また、飲酒運転

体験ゴーグルを使用するなど、実演を交えた内容でわかりやすく解説いただきました。出席した

企業の経営者、ドライバーの方々は、講師の話に熱心に耳を傾けていました。

【プログラム】

開催日時 　令和３年９月17日（金）　13：30 ～ 16：30

開催会場 　（公財）福岡県中小企業振興センター　多目的ホール

　　　　　（福岡市博多区吉塚本町９-15）

参加者数 　受講者数：18名 （申込者数28名）

内　　容 　講義：トラック事故の特徴と原因、飲酒・最新技術

　　　　　 講師：西鉄自動車学校　三善　信介　氏

受講者アンケート結果から（抜粋）

 ◦映像やイラスト等も踏まえての説明でわかりやすかった。

◦身近な内容でわかりやすかった。

◦あらためて、注意することが大切だと再確認できた。

講義の様子

「優良ドライバー育成のための
安全運転研修会」を開催しました
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ちょっと気になる環境ワード
モーダルシフト

　モーダルシフトとは、トラック等の自動車で行われている貨物輸送を環境負荷の小さい鉄道
や船舶の利用へと転換することをいいます。
　「環境にやさしい」+「大量輸送が可能な海運または鉄道」へ転換することで、環境負荷の低減が
期待され地球温暖化対策の一環として推進されています。

「モーダルシフト」を実現するとどんなメリットがあるのでしょう？
　◦ CO2の排出が抑制され、環境負荷の低減に大きな効果があります
　◦トラックへの過度の依存が解消されれば、道路渋滞も解消されることとなります
　◦エネルギー消費量も節約できます
　◦長距離運転による交通事故も解消されます
　◦ドライバー不足が解消されます

「モーダルシフト」のこれから
　モーダルシフトは、環境負荷の低減に大きな効果がある一方で、導入を妨げるいくつかの要
因があります。
　船舶や鉄道への積替え作業が必要となるため、新たに積替え場所を設ける必要があったり、
天候の影響を受けやすく輸送のスケジュールが狂いやすいなどのデメリットもあるため、全国
的にモーダルシフトが導入されはじめるのは、もう少し先の話となりそうです。
　ですが、成功事例などを参考に近い将来の実現に向けて常日頃からアンテナを張っておくこ
とが大切です。

環境用語解説コーナー

出典　国土交通省 HP
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出典　環境省ＨＰ
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わたしのすきなもの。
ロードバイク愛がとまらない。

産廃処理業
二足のわらじ中。

だけじゃないんです。

株式会社 サンテン都市開発

西　哲生 さん

株式会社 みずおか

山崎　大祐 さん

西さんの趣味について教えてください

通勤片道 25 キロこなせるようになったロードバイ

クです。帰り道、渋滞に巻き込まれることなく、まっ

たり自分のペースで爽快にライドを楽しんでいま

す。自転車ならではの景色を堪能できますよ。

ロードバイクの他に、
競馬分析も何気ない
楽しみです！

もともと、腰痛持ちのため、ジムに通い、エアロバイクで足腰を鍛え

ていたのですが、コロナの影響で行かなくなったことがキッカケで、

倉庫に眠っていたロードバイクに乗りだしました。

ロードバイクに乗りだしてからは食欲も増して、夏バテ防止の効果も

出ているように思います。

西さん、お忙しいところ、ありがとうございました。

これからのご活躍を祈念しております。
山崎さん、お忙しいところ、ありがとうございました。

これからのご活躍を祈念しております。

正直、自分には無理だろうと思っていた山を足をつ

かずに登れるようになりました。続けることで、ス

タミナとパワーが増していくのを実感しています。

何より、達成感がハンパないです！

久留米市にある㈱サンテン都市開発に勤務して 20 年。ベテランで社内外でも信頼の厚い西さん。

そんな西さんにインタビューすると、ロードバイクへの愛があふれていることが判明しました。

田川市にある㈱みずおかで家屋解体と廃棄物の収集運搬を担当する山崎さん。

そんな山崎さんに１日の過ごし方についてインタビューしました。

すると、夕方からはもうひとりの山崎さんに変身することが判明！

趣味でみんなに自慢したいことは何ですか

趣味があってよかったと思うことはどんなことですか

二つの仕事をこなす上で、

　大事にしていることはありますか

適度の緊張と笑顔を大切にしています。

どちらの業務でもお客様の笑顔を見るのが何よりの楽しみです。

お寿司、焼き鳥など、お酒があっても

なくても楽しめる居酒屋メニューが充

実しています。何を隠そう、全部おス

スメです！

是非、田川市白鳥町にある「華実翔」

にお越しください！

ご勤務されている飲食店「華実翔」での

　山崎さんのオススメメニューを教えてください

5:00 起床

5:30 出発

6:00 出社

8:00 帰社

9:30 ルート回収

12:00 社内にて昼食

13:00 外回り ・ 社内作業

16:00 退社

18:30 帰宅 ・ お風呂

19:00 夕食

20:00 家族団らん

21:00 皿洗い ・ 翌日準備

22:00 家族でストレッチ ・ マッサージ

23:00 就寝

ルート回収

社内作業 （分別等）

事務処理

6:30 起床

7:00 出社

8:00 業務開始

17:00 退社、 会社でシャワー

17:30 水岡社長経営 「華実翔」 にて

　　　　 勤務開始 （調理 ・ 配膳など）

22:30 閉店

23:00 帰宅 ・ 就寝

朝礼 ・ ラジオ体操

株式会社

サンテン都市開発

久留米市荒木町藤田 1352-9

TEL｡0942-26-8800

株式会社 みずおか

田川市伊加利 2193-28

TEL｡0947-45-1413

「華実翔」 での山崎さん

コロナの影響で、 店休になるときは、
自宅でのんびり、 ３人の息子さん ・ 奥様と
家族団らんされているそうです。
いいお父さんでもあるんですね。
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23:00 帰宅 ・ 就寝

朝礼 ・ ラジオ体操

株式会社

サンテン都市開発

久留米市荒木町藤田 1352-9

TEL｡0942-26-8800

株式会社 みずおか

田川市伊加利 2193-28

TEL｡0947-45-1413

「華実翔」 での山崎さん

コロナの影響で、 店休になるときは、
自宅でのんびり、 ３人の息子さん ・ 奥様と
家族団らんされているそうです。
いいお父さんでもあるんですね。
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理事会開催報告

令和３年７月８日（木） 令和３年９月９日（木）

博多サンヒルズホテル
２階　瑞雲の間

理事26名、監事２名

博多サンヒルズホテル
２階　瑞雲の間

理事24名、監事２名

１．事業活動状況について
２． 支部会員からの意見及び要望に

ついて
３．審議事項について
４．報告事項について
５．新規入会の承認について
６．その他

１．事業活動状況について
２． 支部会員からの意見及び要望に

ついて
３．審議事項について
４．報告事項について
５．新規入会の承認について
６．その他

第71回理事会 第72回理事会

日　時 日　時

場　所

出席者

場　所

出席者

議　題 議　題
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支部活動報告

７月20日：第１回支部理事会（八仙閣）
・クリーンクラブコンペについて
・環境フェスティバル2021について
・県理事会・部会報告

８月25日：第２回支部理事会（八仙閣）
・クリーンクラブコンペについて
・環境フェスティバル2021オンライン開催について
・県理事会・部会報告

５月29日：筑豊支部青年部清掃活動
　　　　　  （遠賀川河川敷）
※緊急事態宣言発令により中止

８月27日：筑豊支部青年部定例会
　　　　　  （飯塚研究開発センター）
・清掃活動について（９月22日予定）
・SGDsバッジ購入について
・交流会について

８月27日：支部理事会（飯塚研究開発センター）
・青年部活動報告（清掃活動，SGDsバッジ等）
・クリーンキャンペーンについて

６月１日～ 30日：久留米市ＷＥＢ環境フェア
・ＷＥＢ環境フェアの開催

６月19日～ 20日
・支部資格取得事業追加講習
　小型移動式クレーン講習
　場　所：PEO建機教習センター大牟田
　参加者：３社　５名

７月６日：支部理事会（ホテルマリターレ創世）
・支部長挨拶
　県理事会・地区会報告
　資格取得事業について ( 報告 )
　支部研修旅行について
　ボウリング大会について
　行政との意見交換会及び施設見学会
　その他

８月18日：支部理事会（ホテルマリターレ創世）
・支部長挨拶
・県理事会・地区会報告
・久留米市で発生した災害廃棄物処理の支援について
・ボウリング大会について
・行政との意見交換会及び施設見学会  
・支部研修旅行について
・ＷＥＢ講座について
・その他

６月８日：支部理事会（Web 会議）
・県協会関連事項について
・支部事業について
・その他

７月14日：障がい者雇用に関する勉強会
　　　　　  （ステーションホテル小倉）
・ 「令和２年度北九州市内における環福連携実態調査」

の報告と意見交換

８月３日：支部理事会（Web 会議）
※緊急事態宣言発令のため中止
・県協会関連事項について
・支部事業について
・その他

８月26日、29日
・災害廃棄物受け入れ場所の視察（城島体育会）

９月６日： 北九州ゆめみらいワーク2021出展内容
に関する関係者打ち合わせ

　　　　   （北九州市役所）

福 岡 支 部 筑 豊 支 部

筑 後 支 部

北九州支部
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部会・委員会活動報告 2021.６  〜  2021.９

▶適正処理啓発部会　　　　　　　　
６月 ４ 日： 「令和３年度海洋環境保全推進月間」の

実施について会員へ周知した

６月22日：適正処理啓発部会（協会事務局）
・令和３年度 事業内容について
・令和３年度 事業計画（案）について
・その他

７月28日：適正処理啓発部会（協会事務局）
・令和３年度 事業内容について
・不法投棄ステッカーデザイン案について
・令和３年度 事業計画（案）について
・その他

８月25日：適正処理啓発部会（協会事務局）
・令和３年度 事業内容について
・不法投棄ステッカーデザイン案について
・その他

▶リスク対策部会　　　　　　　　　
６月 １ 日：  令和３年４月末時点での福岡県内の労働

災害発生状況について会員へ周知した

６月22日： 令和３年年度労働安全衛生標語応募者
に記念品を贈呈した

７月 １ 日： 令和３年５月末時点での福岡県内の労働
災害発生状況について会員へ周知した

８月 ４ 日： 令和３年６月末時点での福岡県内の労働
災害発生状況について会員へ周知した

９月 ８ 日： 令和３年７月末時点での福岡県内の労働
災害発生状況について会員へ周知した

▶医療部会　　　　　　　　　　　　
８月 ３ 日： ワクチン接種会場にて針刺し事故が複

数件報告されていること等を踏まえ、
ワクチン接種の廃棄物の適正な処理等
を更に推進するため、それらの現場の
事故防止及び理解促進に資するチラシ

（環境省作成）を医療部会員へ周知した

８月24日：医療部会役員会（書面会議）
・ 全産連令和３年度第一回医療廃棄物運営委員会の

報告について
・ 第67回九州地域協議会医療部会の提案議題等に

ついて 
・令和３年度医療部会事業について
・その他
・医療廃棄物処理業に関する課題・問題点

▶建設廃棄物部会　　　　　　　　　
７月12日：全産連建設廃棄物部会運営委員会
　　　　　  （Web会議）
・ 建設リサイクル法の施行状況の評価・検討に関す

る追加の意見（案）について
・ 建設汚泥処理物の利用促進に向けた今後の取り組

み（案）について
・ 再生砕石の利用促進に向けた今後の取り組み（案）

について
・その他

▶青年部会　　　　　　　　　　　　
５月18日：第225回青年部幹事会（Web 会議）
・レベルアップ研修会について
・2021年度九州ブロック九州一斉清掃について
・レベルアップ研修会について
・その他

６月18日：第226回青年部幹事会（Web 会議）
・レベルアップ研修会について
・2021年度九州ブロック九州一斉清掃について
・レベルアップ研修会について
・令和３年度環境教育事業について
・その他
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部会・委員会活動報告 2021.６  〜  2021.９

７月16日：第227日幹事会（Web 会議）
・レベルアップ研修会について
・2021年度九州ブロック九州一斉清掃について
・レベルアップ研修会について
・令和３年度環境教育事業について
・その他

７月16日：令和３年度環境教育勉強会（Web 会議）
・令和２年度環境教育事業実績説明
・令和３年度以降開催方法について
　（講師）

株式会社 Campanula
代表取締役 社長 権堂 千栄実 氏

▶収集運搬部会　　　　　　　　　　
９月７日：収集運搬部会役員会（協会事務局）
・九州地域協議会収集運搬部会について
・令和３年度事業内容について
・その他

▶中間処理部会　　　　　　　　　　
９月３日：中間処理部会（協会事務局）
・第38回九州地域協議会中間処理部会について
・令和３年度事業について
・その他

９月９日：九州地域協議会中間処理部会（書面会議）
・第37回九州地域協議会中間処理部会について
・第77回九州地域協議会について 
・ 令和3年度第1回全産連中間処理部会運営委員会

について
・各県からの提案議題について（省略）
・各県の活動状況と情報交換について
・ 「建設系廃棄物マニフェストの産業廃棄物種類の

混合廃棄物の項目の撤廃について」今後の対応に
ついて 

▶最終処分部会　　　　　　　　　　
８月25日：最終処分部会役員会（協会事務局）
・ 令和２年度　第２回九州地域協議会最終処分部会

の報告について
・ 令和３年度　第１回九州地域協議会最終処分部会

について
・令和３年度　事業内容について
・その他

▶法制度対策委員会　　　　　　　　
７月１日： 優良産廃処理業者ロゴマーク使用につい

て、優良産廃処理業者認定を受けている
会員へ周知した

８月５日： 九州地域協議会優良認定制度連絡協議委
員会（ホテルグランデはがくれ）

・各県の認定状況について
・各県からの提案議題について
・各県の活動状況と情報交換について

８月５日：法制度対策委員会（Web 会議）
・ プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法

律の政省令告示に関する連合会要望書について
・ 「廃棄物・資源循環分野における2050 年温室

効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ
（案）」（第38回中央環境審議会循環型社会部会資
料）について

・その他

▶会報編集委員会　　　　　　　　　
７月27日：会報編集委員会（協会事務局）
・サスティナスタイル NO.28を発送した

９月３日：会報編集委員会
・サスティナスタイル NO.29の企画内容の検討

▶災害対策委員会　　　　　　　　　
７月１日： 会員企業へ災害時に協力・支援可能な車

両・重機について回答票を郵送した
・協定締結済市町村　19市、13町、計32市町
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会員のご紹介新

▶収集運搬（積替え、保管を含まない）
　廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等、
　汚泥、廃油、動植物性残さ、ゴムくず、
　がれき類、動物のふん尿

▶特別管理　収集運搬（積替え、保管を含まない）
　感染性産業廃棄物

株式会社　糸島環境開発
代表取締役　渋谷　真奈美

福　岡
支　部

正会員

連絡先
〒819-1121
糸島市荻浦634-１
TEL 092-322-1411　FAX 092-322-1301

▶収集運搬（積替え保管を含まない）
　廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等、
　燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、
　紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
　鉱さい、がれき類、ばいじん

ＵＳサポート　株式会社
代表取締役　柴田　功治

筑　後
支　部

正会員

連絡先
〒830-0038
久留米市西町1373-５
TEL 0942-38-2015　FAX 0942-38-2015

▶収集運搬（積替え、保管を含まない）
　廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等、
　汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
　鉱さい、がれき類

株式会社　トラス
代表取締役　原黄　誠司

北九州
支　部

正会員

連絡先
〒805-0035
北九州市八幡東区山路２-６-６
TEL 093-651-3555　FAX 093-651-0566
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▶収集運搬（積替え、保管を含まない）
　廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等、
　燃えがら、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、
　ゴムくず、がれき類

▶処分業（中間処理）
　選別　廃プラスチック類、金属くず、
　　　　ガラスくず等、紙くず、木くず、
　　　　繊維くず、ゴムくず、がれき類
　圧縮　廃プラスチック類、紙くず、繊維くず
　破砕　廃プラスチック類、紙くず、木くず、
　　　　繊維くず

株式会社　ＴＯＭ開発
代表取締役　安藤　　努

北九州
支　部

正会員

連絡先
〒824-0811
京都郡みやこ町勝山箕田87
TEL 0930-55-6400　FAX 0930-55-6401

▶収集運搬（積替え、保管を含まない）
　廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等、
　紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
　がれき類

株式会社　協栄緑化サービス
代表取締役　田中　　徹

北九州
支　部

正会員

連絡先
〒808-0131
北九州市若松区塩屋３-12-26
TEL 093-742-0240　FAX 093-742-0242
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会員数

福岡支部 筑豊支部 筑後支部 北九州支部

127 51 98 160

正会員 賛助会員 総会員

436 28 464

令和３年９月30日現在

名簿の変更
【事業の区分】
　産業廃棄物中間処理  ⇒  廃止
　特別管理産業廃棄物中間処理  ⇒  廃止

【事業の区分】
　産業廃棄物中間処理  ⇒  廃止

64P, 142P

リサイクルセンター株式会社

122P

山口建設工業株式会社

代表者の変更

※ページは『令和３年７月31日現在の会員名簿』の該当ページ

代表取締役社長　平島　俊英  ⇒  代表取締役社長　山村　哲夫
52P

筑豊舗道株式会社

代表取締役　古賀　幸弘  ⇒  代表取締役　古賀　大貴
64P

株式会社永幸建設

代表取締役　山田　良子  ⇒  代表取締役　山田　真弘
104P

有限会社山竜組
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（協会年間目標数 0名） 

 

  

  

 

 

 
 

  

  

  

  

 

 

死亡者数 

 

0 名 

休業 4日以上の 

名 ４ ３

福岡県内の産業廃棄物処理業における 

（２02１年９月末） 

福岡県産業資源循環協会 リスク対策部会 

令和３年１１月８日 

労働災害発生状況 

 

 

公益社団法人 

 

出所： 厚生労働省 職場のあんぜんサイト：「労働災害統計」→「労働災害発生速報」 

「死亡災害報告による死亡発生状況」,「労働者死傷病報告による死傷災害発生状況」 

（（前前年年同同月月比比--１１８８名名））  

収集運搬部門 

「「  ゆゆととりり  」」  とと  「「  ママナナーー  」」  とと  「「  ゆゆずずりり  」」  合合いい  

  備備 ええ てて 未未 然然 にに 防防 ぐぐ 事事 故故  
  

処分部門 

慣慣れれ過過ぎぎたた  心心にに潜潜むむ  そそのの危危険険  一一歩歩先先をを読読むむ  危危険険予予知知  

令令和和３３年年度度  （（公公社社））福福岡岡県県産産業業資資源源循循環環協協会会  労労働働安安全全衛衛生生標標語語 

 

死傷者数 

（協会年間目標数 55名以内） 
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「「産産業業廃廃棄棄物物又又はは特特別別管管理理産産業業廃廃棄棄物物処処理理業業のの許許可可申申請請にに関関すするる講講習習会会」」  
「「特特別別管管理理産産業業廃廃棄棄物物管管理理責責任任者者にに関関すするる講講習習会会」」  

オオンンラライインン講講義義をを活活用用ししたた講講習習会会ののごご案案内内  
 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、2020年度からＷＥＢ講義を活用した暫定講 
習会を実施してきましたが、2021年度についても、2020年度と同様にオンライン講義 
を活用した２段階形式の講習会を実施することとなりました。 

2021年度の開催日程公表及びお申込開始日につきましては、下記をご確認くださいま 
すようお願いいたします。 

 

記 

 

オンライン講義を活用した講習会 概要 
講 義 … パソコンでのインターネットを活用し、オンラインで受講する 
試 験 … 会場に来場して受験する 

申込開始 
令和３年４月１日（木） ９：００～ 
 
締め切り 
・定員に達し次第、締め切りますので、予めご了承ください。 
・テキスト送付・講義動画視聴の観点から試験日の１５～１８日前を申込締切と 
しております。課程によって締め切りが異なりますので、各自ご確認ください。 

申込方法 
（公財）日本産業廃棄物処理振興センター ホームページから申込（書書面面申申込込はは不不可可） 

試験日程 
次ページをご参照ください 

 

受験までの流れ 

 

● 当日は、「受講票」「受講確認書」「修了試験について」「筆記用具」をご持参ください 
※「受講票」はマイページからダウンロードいただけます 
※「受講確認書」「修了試験について」は、テキストと併せてお届けします 

● 受験に当たっては、マスクの着用が必要です 
● その他、受験に当たっての留意事項等をテキストと併せてお届けしますので、受験前に必ず 

お読みください 

会 場 で
受 験 

●  入金後１４日以内に（公財）日本産業廃棄物処理振興センターからテキストが発送されます 
●  テキストが届いたら、マイページにログインし、講義動画を視聴します 
   ※講義動画は２４時間いつでも何回でも繰り返し、視聴することができます 

※講義動画はご都合に合わせて分割して視聴することができます 
※講義動画は試験日まで視聴することができます 

講 義 

●（公財）日本産業廃棄物処理振興センターＨＰから申込 
※受講者の顔写真データのアップロードが必須ですので、事前にご準備ください 
※Ｗｅｂ申込のみ（書面申込は不可） 
※受講料のお支払いについては、仮申込後メールで案内が届きます 

申し込み 

● 合格者には、試験日から約３週間後に「修了証」を送付します 
● 不合格者には、試験日から約３週間後に「再試験のご案内」を送付します 
● 合否の結果は、試験後約１０日程度でマイページからご確認いただけます 
● 修了書は、通常の講習会を受講したときのものと同様です 

試験結果
送 付 
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課程 開始時間 受講料 定員 会場
終了 令和３年７月２９日（木） 9:50 75名 パークサイドビル
終了 令和３年７月２９日（木） 13:30 75名 パークサイドビル
終了 令和３年８月１９日（木） 9:50 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
終了 令和３年１０月２０日（水） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
終了 令和３年１０月２１日（木） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
追加 令和４年３月8日（火） 9:50 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター

令和４年３月１７日（木） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和４年３月１８日（金） 9:50 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター

新規 処分 終了 令和３年８月２０日（金） 9:50
48,700円/
68,100円

40名 （公財）福岡県中小企業振興センター

終了 令和３年１０月２０日（水） 9:50 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
終了 令和３年１０月２１日（木） 9:50 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
終了 令和３年８月２４日（火） 9:50 40名 （公財）福岡県中小企業振興センター

令和４年１月２１日（金） 9:50 40名 （公財）福岡県中小企業振興センター
終了 令和３年８月２０日（金） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
終了 令和３年８月２４日（火） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
終了 令和３年８月２６日（木） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
終了 令和３年１０月１３日（水） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
終了 令和３年１０月１４日（木） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
終了 令和３年１１月５日（金） 9:50 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
終了 令和３年１１月５日（金） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター

令和４年１月２０日（木） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和４年１月２１日（金） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター

追加 令和４年３月８日（火） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
終了 令和３年８月１９日（木） 13:30 40名 （公財）福岡県中小企業振興センター
終了 令和３年８月２５日（水） 9:50 40名 （公財）福岡県中小企業振興センター

令和４年３月１７日（木） 9:50 40名 （公財）福岡県中小企業振興センター
終了 令和３年８月２５日（水） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
終了 令和３年８月２６日（木） 9:50 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
終了 令和３年１０月１３日（水） 9:50 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
終了 令和３年１０月１４日（木） 9:50 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター

令和４年１月２０日（木） 9:50 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター
令和４年３月１８日（金） 13:30 75名 （公財）福岡県中小企業振興センター

※追加開催分への申込受付は、令和３年１１月３０日（火）９：００から開始予定です
※申込受付状況は、令和３年１１月１日（月）現在のものです。最新の受付状況は、JWセンターHPでご確認ください
※申込方法は、（公財）日本産業廃棄物処理振興センターＨＰからＷＥＢ申込となります
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止または延期になる可能性がありますので、予めご了承ください

特管責任者 13,800円

25,200円/
38,800円

更新 収集運搬 19,900円

新規 特管処分
68,800円/
98,900円

更新 処分

２０２１年度許可講習会等開催日程一覧
日程

新規 収集運搬 30,500円

新規 特管収集運搬 46,600円

●（公財）福岡県中小企業振興センター
２Ｆ「多目的ホール」

（福岡市博多区吉塚本町9-15）

●パークサイドビル
９Ｆ「大会議室」

（北九州市小倉北区堺町1-6-13）

45
2021.11 No.29

講習会・研修会のご案内



概　　要
廃棄物処理法に定められている特別管理産業廃棄物を生ずる医療関係機関等における特別管理
産業廃棄物管理責任者になろうとする方などに対し、特別管理産業廃棄物に係る管理全般にわ
たる業務を適切に遂行するために必要な知識を修得することを目的としています。

対　　象
◦医療関係機関等における特管責任者の資格を取得されたい方
◦特管責任者の資格者で責任者として必要な専門的知識を修得しようとされる方

福岡県内での開催日時及び開催場所
日　時：令和３年12月２日（木）９：50 ～
場　所：（公財）福岡県中小企業振興センター（福岡市博多区吉塚本町９-15）
※他県での開催状況は（公財）日本産業廃棄物処理振興センター HPでご確認ください

申込方法
（公財）日本産業廃棄物処理振興センター HP（https://www.jwnet.or.jp/index.html）

概　　要
PCB廃棄物の収集運搬業の許可については、廃棄物処理法施行規則第10条の13第ニ号ロの
規定により、「当該業務に直接従事する者は、当該廃PCB 等の性状に関し特に注意すべき事
項などの十分な知識及び技能を有すること」とされております。この講習会は、これらに関す
る知識及び技能を修得することを目的としております。

対　　象
PCB廃棄物処理事業に係るPCB廃棄物の収集運搬に直接従事する方

福岡県内での開催日時及び開催場所
日　時：令和３年12月２日（木）13：30 ～
場　所：（公財）福岡県中小企業振興センター（福岡市博多区吉塚本町９-15）
※他県での開催状況は（公財）日本産業廃棄物処理振興センター HP でご確認ください

申込方法
（公財）日本産業廃棄物処理振興センター HP（https://www.jwnet.or.jp/index.html）

関係団体が実施する研修会のご案内

医療関係機関等を対象にした特管責任者講習会

PCB廃棄物作業従事者講習会
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環境省受託事業

画面下のご案内より申込ページへアクセス可能 !

URL：https://www.jwnet.or.jp/jwnet/setsumeikai_E.html

ＪＷセンターホームページからお申込みください。

①パソコンからのお申込みの場合

ＱＲコードを読み込んで
直接申込ページへアクセス可能 !

②スマホからはQRコードが便利

～説明会参加者の声～

開催日程は裏面をご覧ください。➡

◦オンライン会議システム Webex（Cisco 社）  を用いて説明会を実施します。
◦参加者にはアクセス先 URL、アクセスコード等をお送りします。
※ 社内セキュリティ等の設定によっては Webex が利用できない場合があります。就業先の担当者に Webex の使用について、事前にご

確認ください。

⃝�マニフェストについての基礎知識が無いまま受講したのですが、説明は聞き取りやすく、内容もわか
りやすかったです。
⃝�思っていたより導入もしやすく、パソコン操作も簡単だと思いました。
⃝�最後に実際の操作画面を見せて頂けたので実務のイメージがわきました。
⃝�チャット形式で質問に答えて頂いた時間が有意義で、疑問が解決できたので良かったです。

オンライン
開催 !!

電子マニフェスト導入説明会
～導入の疑問を解消し、電子マニフェストを始めよう～

排出事業者、処理業者、建設業者向けの説明会を
開催いたします！
　このたび、電子マニフェストをまだ導入されていない排出事業者、処理業者、建設業者等を対象
にした「電子マニフェスト導入実務説明会」を開催します。
 　『電子マニフェストがどのようなものか知りたい』、『これから電子マニフェストを利用したい』等
電子マニフェストの導入をご検討されている事業者様は、是非、参加ください。
　いずれも参加費無料となっています。お早めに JW センターホームページよりお申込みください。

申込方法

受講方法

JWNET or 電子マニフェスト 検索
電子マニフェスト導入実務説明会（WEB説明会）開催のお知らせ
未加入の排出事業者、処理業者、建設業者を対象にした電子マニフェスト導入実務説明会
（Web説明会）を開催します。
Web説明会の申込み、参加方法の詳細は、こちらをご覧ください。
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　電子マニフェストの仕組みやメリット、導入に必要なもの、運用に当たっての留意事項等の説明のほか、
マニフェストの登録、運搬・処分終了報告の確認については、システムの画面を表示してご説明いたします。

　電子マニフェストの仕組みやメリット、導入に必要なもの、収集運搬業者として排出事業者のマニフェス
ト登録を支援する「現場登録支援機能」等の説明のほか、運搬終了報告・処分終了報告の方法については、
システムの画面を表示してご説明いたします。

　建設業は排出事業者の中でも委託廃棄物の量が多く、排出事業場が頻繁に入れ替わるなどの特徴がありま
す。また、下請け工事などでは運搬業者としてマニフェストに関わる場合もあります。こうした特徴を踏まえ、
電子マニフェストの導入についてご説明します。

JWセンターホームページからお申込みいただけます。
なお、定員に達し次第締め切りとなりますので、お早めにお申込みください。

※定員：各回 80 名

※定員：各回 80 名

※定員：各回 80 名

参加費は�　　�です。

実施機関： お問合せ
https://www.jwnet.or.jp/contact/jwnet/index.html

排出事業者向け説明会

処理業者向け説明会

建設業者向け説明会

開催日 時間
令和 3年 8月 24 日（火） 各回�

13:30 ～ 15:00

9 月 1 日（水）、 14 日（火）、 22 日（水）
10月 5 日（火）、 13 日（水）、 19 日（火）
11月 2 日（火）、 10 日（水）、 16 日（火）
12月 8 日（水）、 14 日（火）、 22 日（水）

令和 4年 1月 11 日（火）、 19 日（水）
2月 1 日（火）、 9 日（水）、 16 日（水）、 22 日（火）

開催日 時間
令和 3年 9月 9 日（木） 各回�

�

13:30 ～ 15:00

10 月 7 日（木）、 21 日（木）
11月 11 日（木）
12月 2 日（木）

令和 4年 1月 27 日（木）
2月 10 日（木）

開催日 時間
令和 3年 8月 27 日（金） 各回�

�

13:30 ～ 15:00

9 月 2 日（木）、 17 日（金）、 30 日（木）
10月 8 日（金）、 14 日（木）
11月 5 日（金）、 18 日（木）
12月 3 日（金）、 16 日（木）

令和 4年 1月 21 日（金）

JWNET or 電子マニフェスト 検索

公益財団法人
日本産業廃棄物処理振興センター（JWセンター）

�無料 
申込方法
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福岡県と締結した災害廃棄物の処理に関する協定が
経営事項審査の加点対象となることについて

　公益社団法人福岡県産業資源循環協会では、大規模災害時の廃棄物処理について平成15年
３月27日、福岡県と「地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定」を締
結し、以来、当協定が福岡県による経営事項審査の加点対象として評価されております。
　ただし、他の団体で災害防止協定等同様の加点を受けている方は、二重に加点を受けること
はできませんのでご注意下さい。
　協会員の皆様におかれましては、本制度を活用され、会員としてのメリットを享受されます
ようご案内いたします。

協会への交付依頼手続きの流れ

１．交付依頼申請書類の入手
　まず、以下の２点の交付依頼に関する申請書類を入手していただく必要があります。
　　①経営事項審査に必要な書類の交付について（依頼）
　　②協定書に基づいて災害応急活動等に従事するものであることの証明書
　申請書類の入手方法には、以下の２つの方法があります。
　　ア．�協会ホームページ「会員の皆さま」�⇒「経審等の証明書申請」�からダウンロード
　　イ．協会事務局まで電話（０９２－６５１－０１７１）で請求する。

２．交付依頼申請書類への記入・押印
　　①「経営事項審査に必要な書類の交付について（依頼）」への記入方法
　　　「日付」・「所在地」・「商号又は名称」・「代表者名」欄の４箇所にご記入下さい。
　　　併せて「代表者名」欄に押印（代表者印）をお願いします。
　　②「協定書に基づいて災害応急活動等に従事するものであることの証明書」への記入方法
　　　�「所在地」・「商号又は名称」・「代表者名」・「許可番号（建設業に関する許可番号）」欄の４

箇所にご記入下さい。
　以上の２点の書類への記入・押印が完了後、協会事務局まで郵送にてご送付下さい。

３．協会事務局にて関係書類の作成
　協会事務局へ上記２点の書類が到着後、以下の関係書類４点を作成の上、お送りします。
　　①協定書に基づいて災害応急活動等に従事するものであることの証明書（会長名押印）
　　②福岡県との災害協定書の写し
　　③協会員であることの証明書
　　④協会役員連絡網及び協会支部会員名簿

４． ３で作成した４点の関係書類を、経営事項審査時に必要書類に添付して提出
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メールアドレスの登録をお願いします！！

協会事務局からのお願い

　当協会では、会員支援の一環として、法改正や研修会各種のご案内等、鮮度の高い情報提供を

行っております。

　情報提供の方法として、FAX もしくは電子メールでの配信を並行して実施しているところです

が、当協会では、環境保護の観点から、電子メールでの配信を推進しております。

　つきましては、メールアドレスの登録がまだお済でない会員様は、下記アドレスまでメールを

ご送付いただきますようお願いいたします。

電子メールのメリット

◦コピー用紙の節減

◦ご案内文内に URL の記載がある場合、クリックでき、速やかに情報の入手が可能！

◦一社で複数のメールアドレスの登録が可能なので、情報共有が簡単！

登録方法のご案内

◦タイトルに 「メールアドレス登録」 と入力

◦本文に 「会社名」  「担当者名」  「電話番号」 を入力して送信

以下のメールアドレスにお送りください。

送信先： i n f o @ f - s a n p a i . o r . j p
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編集委員と事務局員の ひとり言 コーナー

今年の夏はとにかくお酢をたくさん飲みました。

スーパーではいろんな飲むお酢があって種類も味も気分によって選べます。

普通にお水で割って、氷をたくさん入れて、ちょっとむせるくらいに酸っぱくして。

っていうのが私のお気に入りなんですが、が、ヨーグルトにかける！

ヨーグルトに冷凍フルーツのブルーベリー、ラズベリー、ストロベリーをのせてその上
から黒酢ベリー酢をかけて、最後にはちみつをかけたら出来上がり。

これがめちゃくちゃ好きなんです。そして映え映えなんです。

見た目にも美味しくてこの夏はホントにお世話になりました。

ただ・・。ここ最近急に寒くなって・・。これからの季節にはちょっと寒い・・・。

あ。急に寒くなってといえば衣替え。

子供たちの服が今年はほぼサイズアウト（チーン）

あーー子供の成長は凄すぎる。今週は服を買いに行こーーう。

今年の夏はス！！

事務局職員
　渡邉　千春

会報編集委員
　石田　有志

夏から一気に冬になり、寒くなってきました。

昨年から続く、引きこもり生活において、出かけることが少なくなった事により、家で過
ごすことが多くなった方が多いと思います。

私は昨年頃から色々な動画配信サイトなどのサブスクリプションサービスを使って休みの
日を過ごしてきました。

代表的なサービスとしてはNetflixやAmazon Prime VideoやHuluなどがあります。

サービス加入前はドラマやアニメなどを「録画してみる」ということが多かったのですが、
加入してからはシリーズが終わるのを待って、一気に鑑賞できる便利さに感動しました。

また、映画等も多くあり、観る物が多すぎて時間が足りない休日が多かったです。

皆様も初回１ヶ月は無料というサービスが多いので週末の過ごし方に加えてみてはいかが
ですか？

コロナ禍の週末
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編 集 後 記
　『Sustaina Style No.29』 をお読みいただき、ありがとうございます。
　今年は、10月中旬ごろまで夏日が続き、半袖で過ごした方が多かったのではないでしょうか？例年、
10月は上旬でも21℃程度で、徐々に下がっていく傾向にあります。今年は、中旬頃まで30℃を超える
日も度々あり、例年と比較すると10℃近く高かったことになります。中旬を過ぎると急に肌寒くなり、
一気に冬の気配を感じる季節になりました。2021年の秋は一体どこへ行ったのでしょうか…

　少しだけ残る秋を感じながらも、もう、すぐそこに年末が迫っています。お忙しい時期となるかと
思いますが、交通事故等の労働災害などがないよう、会員の皆さまにとって、良い形で2021年を締め
くくっていただけたらと思います。
　『Sustaina Style No.29』では、忙しくなる前に読んでいただきたいものを多く掲載しております。「健
康診断結果、どうしていますか？」では、さらっと見てあとは放置されがちな「健康診断結果」の見方に
ついて、掲載しています。結果を正しく読み取り、健康な体を維持できるようお役立てください！健
康診断の法的な位置付け・目的、各検査項目の詳細などを理解し、受診すれば、結果の見方も変わり
ます。今年、すでに受診した方もこれからの方も参考にしていただければ幸いです。

　また、今号から２つの新企画「シリタガリ猫のSDGsスタディ」「ひとりデジタル・ＩＴスキル向上委員
会」がスタートしました。「シリタガリ猫のSDGsスタディ」では、2030年までに達成すべき17の目標に
ついて、解説しています。毎号１目標ずつ掲載する予定ですので、シリタガリ猫と一緒にひとつずつ
学んでいきましょう。
　「ひとりデジタル・ＩＴスキル向上委員会」では、デジタル社会に対応できるようになるスキルをご紹
介しています。「スマホ、パソコン、タブレットなんて全く使えません！」という方や、「ちょっとは使
えるけど、そんなに得意じゃない」という方に向け、知っておくと大変便利な機能（スキル）を毎号お届
けいたしますので、是非、会員各社デジタルスキルアップにお役立てください。

　終わりに近づいてきましたが、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種率が徐々に進み、福岡県内
でも約70％の方々が２回目の接種を完了したと聞いております。ですが、年末年始にかけての第６波、
インフルエンザの大流行の可能性などいずれも感染症への懸念は拭えません。各社における感染防止
対策は今後も継続必須となりますので、引き続き、ご協力いただきますようお願いいたします。

　最後に、今回、取材にご協力いただきました会員の皆さまには心より感謝申し上げます。これから
も「ためになる」「楽しい」会報誌を作れるよう精進してまいります。次号は３月頃発刊予定です。お楽
しみに！

― サスティナスタイルは福岡コロニーで印刷しています ―
社会福祉法人福岡コロニーは障害者の施設です

　わたしたち福岡コロニーは印刷事業・福祉
事業を通じて障害者の「はたらく、くらす、
そして地域へ」を目指しています。
　おかげさまで今年度創立69年目となり、印刷
事業は伝統と信頼のなか多くの“なかま”とデザ
イン・印刷・製本まで一括して作成しています。

社会福祉法人福岡コロニー
福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜１丁目11-１� TEL 092-962-0764
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古紙を使用しています

■ 10月～12月は「適正処理啓発強化月間」
■ 「2022.2.16 環境セミナーが開催されます」

トピックス

サスティナスタイル

ＳＬ人吉（詳細はP11）




