
第39回 廃棄物処理施設技術管理者
中央研究集会開催のご案内

一般社団法人　廃棄物処理施設技術管理協会

会　長　 柳　井　　薫
（会長印は省略させていただきました）

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

当協会の事業推進につきましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当協会では廃棄物処理施設技術管理者（以下、技術管理者という。）の資質と社会

的地位の向上を図るために、廃棄物処理施設の適正な維持管理に求められる知識、技術の研

鑽並びに情報の交流の場として、別紙のとおり標記研究集会を開催することになりました。

　本研究集会は、廃棄物処理施設技術管理者とその有資格者並びに廃棄物処理関係者が廃棄

物処理に係る法制度及び技術等に関する研鑽を行うことにより、今後の廃棄物処理施設の適

正な維持管理の推進、さらには廃棄物処理事業の発展に寄与しようとするものです。

本年度も環境省環境再生・資源循環局のご協力をいただき、以下のとおり開催いたし

ますので、ご案内申しあげます。

各都道府県・市町村廃棄物主管部（局）長　殿
廃棄物処理施設管理者・設置者　殿
廃棄物処理施設技術管理者・同資格者 各位
一般社団法人 廃棄物処理施設技術管理協会　会員各位

【お問合せ・事務局担当】

〒210-0828 川崎市川崎区四谷上町10－６
一般財団法人 日本環境衛生センター内

一般社団法人 廃棄物処理施設技術管理協会
　　TEL． 044（288）2456
　　FAX． 044（270）5566
　　URL.　http://jaem.or.jp
　　E-mail：gikankyo-info01@jaem.or.jp
　　担　当　　谷、石黒

技管協発第3006号
平成30年４月 2 日



■開催日時：平成30年6月22日（金）10時00分～16時30分

■会　　場：エッサム神田ホール2号館　4階大会議室　【定員　175名程度】
　〒101-0047  東京都千代田区内神田3－24－5　電話：03－3254－8787

■プログラム： 注：プログラムおよびテーマは予定です。一部変更並びに時間割については、おってHP並び
　  に別紙の参加申込受付証送信時等に最新版をご連絡させていただくことがあります。

平成30年度第39回 廃棄物処理施設技術管理者
中央研究集会のご案内

ー技術管理者CPDS認定－

　本年度は、SDGs を中核とする「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」やパリ協定を国内施策
に反映させた、第 4 次循環型社会形成推進基本計画がまもなく策定されることになっております。
　廃棄物処理についても、循環型社会、低炭素社会、更には災害廃棄物処理や地域の防災・エネルギー拠
点化、地域貢献や地域に根差した循環産業への転換など、今まで以上に大きな役割を果たすことが求め
られてきています。
　そこで、本年度は第 4 次循環型社会形成推進基本計画や施設整備計画等の廃棄物行政の最新情報、並
びに廃棄物エネルギーの利活用や低炭素社会、廃棄物処理業の SDGs への取組事例を紹介し、廃棄物処
理の今後の方向性について考えてみます。

会場案内図

■申込・問い合わせ先
　〒210-0828　川崎市川崎区四谷上町10－6
　TEL 044－288－2456　 FAX 044－270－5566　 E-mail　gikankyo-info01@jaem.or.jp
　一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会　事務局　担当 石黒・谷

　★ 先着順に受け付け、定員になり次第締め切らせていただきます。
　★ご入金後のお取り消しはできませんので、申込者が出席できない場合は、代理の方の出席をお願いします。

個人情報取扱いについて
一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会の、個人情報の保護の方針については、当協会HP（http://jaem.or.jp/）を
ご覧ください。ご記入いただきました個人情報につきましては、本集会の連絡等および当協会の情報提供や当協会の
情報提供や案内等に利用させて頂きます。

■参加費用（税込）：会　員　　5,400円　／　非会員　　10,800円

■申込方法
　別添「参加申込書」を下記お申込み・お問い合わせ先あてにお送りください。
入力用の申込書はHPからダウンロードもできます。http://jaem.or.jp/training.html

■指定口座　三菱東京UFJ銀行川崎支店（普通）００９５７８６
シャ）ハイキブツショリシセツギジュツカンリキョウカイ

　一般社団法人 廃棄物処理施設技術管理協会
　　★お振込の際、口座名義は入力欄に納まるところまでで結構です。

■主　　催：一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会

〒101-0047  東京都千代田区内神田3－24－5
エッサム神田ホール　2号館

JR神田駅　東口･北口･西口　徒歩2分
東京メトロ銀座線　神田駅　4番出口　徒歩2分
東京メトロ丸の内線　淡路町駅　A1出口　徒歩5分

都営新宿線　小川町駅　A2出口　徒歩5分
JR秋葉原駅　電気街口　徒歩12分
JR新日本橋駅　4番出口　徒歩8分

時　間 講演等の内容

09：30 受　付

10：00 主催者挨拶　会長　柳井　薫

10：05 講演１　「廃棄物処理行政の動向」
－第4次循環型社会形成推進基本計画・施設整備計画等－
土居　健太郎　環境省環境再生・資源循環局総務 課長

11：05 講演２　「廃棄物エネルギーの利用高度化について」
伊藤　恵治　（一財）日本環境衛生センター　資源循環低炭素化部長

12：05 昼　食

13：00 講演３　「廃棄物エネルギーの利活用・低炭素化技術について」
秩父　薫雅　（一社）日本環境衛生施設工業会　技術副委員長

14：00 講演４　「自治体の特性に応じた廃棄物エネルギー利活用の取組について」
溝田　健一　（一財）日本環境衛生センター　企画・再生可能エネルギー事業課長

15：00 休　憩

15：10 講演５　「環境開発株式会社の持続可能な開発目標（SDGs）への取り組み」
－これからの廃棄物処理（地球温暖化対策等、資源循環、自然共生地域振興事業等）－
金子　仁哉　環境開発株式会社　取締役

15：50 講演６　「JFE 環境株式会社の持続可能な開発目標（SDGs）の取り組み）」
－省エネルギーや地球温暖化対策等の取り組み－
脇田　茂　JFE 環境株式会社　取締役専務執行役員

16：30 閉　会（受講証明書発行）
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3．参加費（いずれかに□）

平成30年度第39回 廃棄物処理施設技術管理者中央研究集会

お申し込みは、FAX 044-270-5566へ

参加申込書

第39回中央研究集会 参加申込受付証

参加者のお名前 会員No （非会員の方は空欄）

参加者のお名前 会員No （非会員の方は空欄）

参加者のお名前 会員No （非会員の方は空欄）

担当者氏名　　　　　　　   　　 　　勤　務　先

所　　　属

所　在　地　〒

連絡先電話　　　　　（　　　　　）

E - M A I L

※事務局記載欄

上記のお申込みを確認し受付いたしましたので本証をお送りいたします。
ありがとうございました。

平成30年　  　月　  　日

4．本参加申込に関するご連絡先等

受付番号

（一般社団法人 廃棄物処理施設技術管理協会事務局確認欄）

なお、当日は本証を受付にご提示ください。

印

1．本受付証の送信先FAX番号をご記入ください。　　 　　（　　 　）　　　　　　

2．参加者のお名前並びに会員No（会員は必須、非会員の方は空欄）をご記入ください。

 □会　員 ‥‥‥‥‥‥ 5,400 円×　　　　人＝　　　　　　　　　　円

□非会員 ‥‥‥‥‥‥ 

平成 30 年　　月　　日（頃）に振込人名義　　　　　　　　　　　  で

□振り込み済 ／ または　□振り込み予定

□その他支払連絡事項（請求書要発行等）

FAX番号（上に記入願います）

10,800 円×　　　　人＝　　　　　　　　　　円

技管協会員でご登録の連絡先に同じ場合は記入不要です。
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