
平素は、(一社)山口県産業廃棄物協会の運営にご協力頂き

有り難うございます。

平成29年１２月～30年１月開催の4項目の講習会のご案内

平成29年11月吉日

(一社)山口県産業廃棄物協会
会長 榎本 隆博

（公印省略）

お問い合わせ先
（一社）山口県産業廃棄物協会 事務局 中野・喜井

☎：083-928-1938 FAX：083-928-6513

本日は、次の4項目の講習会のご案内をさせて頂きます。

参加希望の方は、各々に添付している申込書に所定の事項

を記入の上、協会事務局までＦＡＸにてお申込み下さい。

各講習会の詳細は、講習会毎の案内をご覧下さい。

(一社)山口県産業廃棄物協会々員各位

【１】合同研修会（兼29年慰労会）12月20日

【４】エコアクション21認証取得講座 １月26日～

【３】安全衛生講習会 1月23日

申込締切り：平成29年12月11日（月）

申込締切り：平成30年 1月 12日（金）

申込締切り：平成30年 1月１１日（金）

【2】報開示に関する個別セミナー １２月25日～

申込締切り：平成29年12月 5（火）



秋冷の候、皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。当協会の運営については、平素から格

別のご支援、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、毎年度、会員の皆様の研鑽を目的として開催しております合同研修会は、今年度、下記によ

り実施しますので多数の方々のご参加をお願いします。

なお、準備の都合上、ご出席される方は裏面の出席連絡票に必要事項を記入のうえ、１２月 5日

（水）までにＦＡＸにてご連絡いただくようお願い致します。

また、研修会終了後、例年実施している懇親会（忘年会）へも是非出席をお願い致します。

（一社）山口県産業廃棄物協会「合同研修会」の開催について（ご案内）

平成29年11月吉日

(一社)山口県産業廃棄物協会
会長 榎本 隆博

（公印省略）

お問い合わせ先
（一社）山口県産業廃棄物協会 事務局 中野・喜井
☎：083-928-1938 FAX：083-928-6513

(一社)山口県産業廃棄物協会々員各位

１．日時 平成29年１２月20（水） １5：00～17：00

（懇親会 17：10～１9：00）

２．場所 山口新ターミナルホテル（ＪＲ旧小郡駅がわ）

３．研修会

（１）講演-1 「水銀廃棄物ガイドライン」について

県廃棄物・リサイクル対策課 15：00～15：40

内容 : 山口県の産業廃棄物処理業における水銀廃棄物処理の実際

（２）講演-2 「山口県災害廃棄物処理計画」について

県廃棄物・リサイクル対策課 15：40～16：20

内容:南海トラフ巨大地震の被害想定に基づく処理体制

（３） 「災害廃棄物処理体制」について

(一社)山口県産業廃棄物協会 事務局 16：40～17：00

内容:協会の災害廃棄物処理体制と過去の事例に基づく留意点

４．懇親会（希望者のみ）

場所：同ホテル、別室にて懇親会（忘年会）

5．懇親会々費：６，０００円／人（当日 徴収します。）

申込期限：平成29年１２月 5日（水）

（注）合同研修の水銀の取り扱いについて質疑がある場合は事前にファックス
で提出して下さい。



平成29年度合同研修会 【申 込 書】

FAX 送付先
(一社)山口県産業廃棄物協会 083-928-6513

申込期限 平成29年12月 5日（月）

事業所名

所在地

電話

ＦＡＸ

〒

事業所の区分

山口県産業廃棄物

協会への加入状況

当てはまる業種すべてに □ を入れて下さい。

□収集運搬業

□建設業

□中間処理業

□解体業

□最終処分業

（建設業許可の中で実施するものを含む）

当てはまる業種に□を入れて下さい。

□会員です。（□正会員 □賛助会員）
□会員ではありません。

□その他（ ）

「合同研修会」、「懇親会」のそれぞれの欄に、参加の場合は「○」、欠席の場
合は「×」をご記入ください。懇親会のみの参加も可能です。

参加者氏名 合同研修会 懇親会

（１）

（２）

（３）

１２月20日（水）に開催される合同研修会への参加を申し込みます。

（注）受講票は送付致しませんので、当日この参加申込書を会場受付にご提示ください。なお、定員に
達した場合は事務局から連絡します。

切 取

ＦＡＸ



当協会は、毎年山口県の優良産業廃棄物処理業者育成支援事業を受託して産業廃棄物処理

業者等を対象とした講習会を種々開催しておりますが、今年度も例年どおり、優良処理業者

認定において重要な事項である【情報開示】について、具体的に習得することを目的に下記

のセミナーを開催いたします。

本セミナーは、特にエコアクション-21やISO-14001の取得を目指している事業所や、

すでに認証取得していながら、まだ優良産廃処理業者の認定を受けておられない事業所の方

に最適なセミナーです。

認定に必要な開示条項や記載すべき内容等は、公開されているガイドラインに示されてお

りますが、それらについて詳細に解説し、実際に御社のデータをパソコンから登録していき

ます。

講師の先生は、【産廃情報ネット】を主催する(公財)産業廃棄物処理事業振興財団（東京）

から派遣され、結果はそのまま、開示事項として有効に利用されます。

ご出席される方は裏面の出席連絡票に必要事項を記入のうえ、１２月11日（月）までにＦ

ＡＸにてご連絡いただくようお願い致します。

【２】平成29年度 情報開示に関する個別セミナー（無料）のご案内

平成29年11月吉日

(一社)山口県産業廃棄物協会
会長 榎本 隆博

（公印省略）

◆開催日 次の①～③のうちの ①②は全員対象、３回目は希望者で行います。

◆開催場所 学校法人 山口コア学園 山口コアカレッジ

〒753-0054 山口市富田原町2番23号
・電話番号 083-932-0118 ・ FAX 083-932-1112
・Eメールアドレス info@yc-c.ac.jp

◆講 師 (公財)産業廃棄物処理事業振興財団より派遣されます。

◆募集人数 15名（1事業所につき2名まで）※定員に達し次第締め切り

◆受講料 無料 （山口県の委託事業です）

平成29年 １２月 ２5日（月） 13：30～16：30

平成30年 １月 5日（金） 同上

〃 １月 18日（木） 同上

①

②

③

※第３回目は、進捗が十分でない受講者で、希望する方が対象です。
その際の会場は、協会事務所の会議室を予定しています。

※第３回目は、（一社）山口県産業廃棄物協会事務所の会議室

お問い合わせ先
（一社）山口県産業廃棄物協会 事務局 中野・喜井
☎：083-928-1938 FAX：083-928-6513

申込期限：平成29年１２月11日（月）

(一社)山口県産業廃棄物協会々員各位



平成29年度情報開示セミナー 【申 込 書】

FAX 送付先
(一社)山口県産業廃棄物協会

ＦＡＸ：083-928-6513

申込期限 平成29年１２月11日（月）

切 取

事業所名

所在地

受講者

事業所の区分

山口県産業廃棄物

協会への加入状況

電話

ＦＡＸ

メールアドレス

従業員数 人

〒

所属 氏名

当てはまる業種すべてに □ を入れて下さい。

□収集運搬業

□建設業

□中間処理業

□解体業

□最終処分業

（建設業許可の中で実施するものを含む）

当てはまる業種に□を入れて下さい。

□会員です。（□正会員 □賛助会員）

□会員ではありません。

ＩＳＯ，ＥＡ21

取得状況

□ISO14001取得スミ

□エコアクション-２１取得スミ

該当する項目に□を入れて下さい。

所属 氏名

□その他（ ）

〒753-0054 山口市富田原町2番23号

電話番号 083-932-0118 

FAX 083-932-1112

Eメールアドレス info@yc-c.ac.jp

学校法人 山口コア学園 山口コアカレッジ



平成29年11月吉日
(一社)山口県産業廃棄物協会々員各位

一般社団法人 山口県産業廃棄物協会
会長 榎本 隆博

（公印省略）

【４】平成29年度 安全衛生講習会の開催について（ご案内）

当協会の運営については、平素から格別のご支援、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、産業廃棄物業界は全産業の中でも労働災害が多いといわれていますが、その対策につい

て、絶えず細心の注意が払われている事と存じます。しかしながら、当業界において重大な事故

が後を絶たないのもまた事実であります。このような状況を勘案し、今年度も、下記のとおり安

全衛生講習会を開催することとしましたので、多くの方のご出席をお願い致します。

なお、準備の都合上、ご出席される方は出席連絡票（裏面）に必要事項を記入のうえ、

１月１3日（金）までにＦＡＸにてご連絡いただくようお願い致します。

連 絡 先
（一社）山口県産業廃棄物協会 担当：中野・喜井

ＴＥＬ 083-928-1938 ＦＡＸ 083-928-6513

１．日時 平成30年 １月23日（火）１３：３０～１６：３０

２．場所 【山口南総合センター】山口市名田島1218-1 （裏面の地図参照）

３．内容等

主催者挨拶 13：30～13：35

（１）山口県産廃協会・会員事業所の取組について

時間：13:35～14:00（25分間）

講師：一社)山口県産業廃棄物協会 事務局

--------------------- 休憩 14：50～15：00 --------------

（２）職場にひそむ危険性評価と安全の確保について（仮題）

時間：14:10～16:30 （2時間20分）

講師：中央労働災害防止協会

中四国安全衛生サービスセンター より 講師派遣

テーマ①：労働安全衛生の現状と目指すところ （仮題）

（途中 20分間 休憩 ）

テーマ②：ヒヤリハット・危険予知活動等の正しいやり方について（仮題）

リスクアセスメントについて

４．受講料 会員：無料 非会員 １名につき：5000円



安全衛生講習会出席申込み書
次のとおり、１月23日（火）に開催される安全衛生講習会への参加を申し込みます。

（注）受講票は送付致しませんので、当日この参加申込書を会場受付にご提示ください。
なお、定員に達した場合は事務局から連絡します。

申込期限：平成30年１月 12日（金）

事業所名

事業所所在地

参加者氏名

〒

TEL： FAX:

事業所区分

＊□に当てはまる全ての業種にチェックして下さい。

□収集運搬業者 □中間処理業者 □最終処分業者
□その他（ ）

(一社)山口県産業
廃棄物協会への
加入状況

＊□に当てはまる全ての業種にチェックして下さい。

□私は山口県産業廃棄物協会員です。（□正会員 □賛助会員）
□私は山口県産業廃棄物協会員ではありません。

→□入会に関する詳しい資料が欲しい

ご質問があれば自由
に記載して下さい。

【山口南総合センター】山口市名田島1218-1
☎ 083-972-8333

山口南総合センターへのアクセス

切 取

（一社）山口県産業廃棄物協会事務局宛 （ＦＡＸ ０８３－９２８－６５１３）



平成29年11吉日

会員の皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

当協会の運営につきましては、平素から格別のご支援、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、御承知の通り、平成２２年の廃棄物処理法改正より、優良産業廃棄物処理業者認定制度におい

て、エコアクション21又はＩＳＯ14001の認証取得など「環境配慮の取組」が必須事項となっており

ます。また「環境配慮契約法」においては、国等と産業廃棄物処理に関する契約を締結する場合、エコ

アクション21等を取得している処理業者が有利となる入札制度も開始されております。

当協会では従来より皆様のエコアクション21の取得について、支援してまいりましたが、今年にお

いても、例年どおり、「エコアクション21地域事務局未来やまぐち」のご協力を得て、支援講座を下

記により実施することとしました。

つきましては、本講座への参加者を募集しますので、多くの会員の皆様にご参加をお願いします。

なお、本講座への参加は、エコアクション21の認証取得に向けての有力な手段ではありますが、認証

取得そのものを保証するものではないことを、ご了承下さい。

参加をご希望される場合は、裏面の参加申込書に必要事項を記入のうえ、平成30年 1月11日(金)

までに ファックスにてお申込み下さい。

一般社団法人山口県産業廃棄物協会
会長 榎本 隆博

(公印省略)

【３】エコアクション21認証取得講座への参加者募集について

【１】開催場所 (一社)山口県産業廃棄物協会 会議室

【２】開催日時 時間はいずれも13：30～16：30

会員：無料 非会員 1社につき ①～⑤通して 5,000円【３】費 用

【４】申込み先 一般社団法人山口県産業廃棄物協会 ＦＡＸ 083-928-6513

連絡先・お問合せ (一社)山口県産業廃棄物協会 事務局 喜井 ・ 阿部
電話：083-928-1938 ＦＡＸ：083-928-6513
e-Mail ysanpai@roon.pcn.ne.jp

②第２回目 平成30年２月15日（木） 環境目標・環境活動計画作成等

③第３回目 平成30年３月 6日（火） 教育訓練、問題、文書の作成等

④第４回目 平成30年３月27日（火） 環境活動レポートの作成等

⑤第５回目 平成30年７月２6日（木） 申込書の確認、全体の点検

①第１回目 平成30年１月26日（金） 全体説明、環境方針等

運用・試行期間 4月～7月

(一社)山口県産業廃棄物協会々員各位



（一社）山口県産業廃棄物協会事務局宛

エコアクション21認証取得講座 参加申込書

本講座の詳細な内容等につきましては下記にご相談下さい。

エコアクション21地域事務局環境未来やまぐち 松本事務局長
（特定非営利活動法人環境奇兵隊）
山口市桜畠３丁目２番１号 山口県立大学内
ＴＥＬ・ＦＡＸ ０８３－９２８－２４５３

申込等に関しては下記までお願いします
連絡先・お問合せ (一社)山口県産業廃棄物協会 事務局 喜井 ・ 阿部

電話：083-928-1938 ＦＡＸ：083-928-6513
e-Mail ysanpai@roon.pcn.ne.jp

ＴＥＬ

ＦＡＸ

メールアドレス

従業員数 人事業所名

所属 氏名

＊□に当てはまる全ての業種にチェックして下さい。

＊□に当てはまるものにチェックして下さい。

□私は山口県産業廃棄物協会員です。（□正会員 □賛助会員）

□私は山口県産業廃棄物協会員ではありません。

（非会員の場合、お一人様に対して5,000円徴収致します）

所属 氏名

□収集運搬業者 □中間処理業者 □最終処分業者 □建設業

□解体業（建設業許可の中で実施するものを含む。）

事業所
所在地 〒

講座受講者

産廃協会へ
の加入状況

事業所区分

【備考】これらの情報は、本説明会に伴う用途以外には使用しません。

平成 年 月 日

申込期限 平成30年 1月11日（金）

切 取

（ＦＡＸ ０８３－９２８－６５１３）


