
継続学習認定プログラム一覧（平成25年度分）

主催者 プログラム名 登録番号 実施日 会場 外部リンク 詳細

一般社団法人
廃棄物処理施設技術
管理協会

廃棄物処理施設技術管理セミナー 1300001
平成26年2月7日
平成26年2月14日

連合会館（東京）
大阪府福祉会館（大阪） ▷ ▷

廃棄物処理施設技術管理者講習
（基礎・管理課程）
ごみ処理施設コース

1310001

平成25年6月10日～6月15日
平成25年7月22日～7月27日
平成25年9月2日～9月7日
平成26年1月27日～2月1日
平成26年2月17日～2月22日

日本環境衛生センター（神奈川）
日本環境衛生センター（福岡）
日本環境衛生センター（神奈川）
日本環境衛生センター（福岡）
日本環境衛生センター（神奈川）

廃棄物処理施設技術管理者講習
（基礎・管理課程）
産業廃棄物焼却施設コース

1310002
平成25年10月21日～26日
平成25年11月11日～16日

日本環境衛生センター（福岡）
日本環境衛生センター（神奈川）

廃棄物処理施設技術管理者講習
（基礎・管理課程）
し尿・汚泥再生処理施設コース

1310003
平成25年7月1日～6日、
平成25年8月19日～8月24日
平成26年2月3日～2月8日

日本環境衛生センター（神奈川）
日本環境衛生センター（福岡）
日本環境衛生センター（神奈川）

廃棄物処理施設技術管理者講習
（基礎・管理課程）
最終処分場コース

1310004

平成25年5月20日～5月25日
平成25年8月26日～8月31日
平成25年11月25日～11月30日
平成25年12月9日～12月14日

日本環境衛生センター（神奈川）
日本環境衛生センター（神奈川）
日本環境衛生センター（福岡）
日本環境衛生センター（神奈川）

廃棄物処理施設技術管理者講習
（基礎・管理課程）
破砕・リサイクル施設コース

1310005

平成25年5月21日～5月24日
平成25年7月16日～7月19日
平成25年9月3日～9月6日
平成25年9月24日～9月27日
平成25年12月3日～12月6日
平成26年1月14日～1月17日
平成26年2月25日～2月28日

日本環境衛生センター（福岡）
ワークピア横浜（神奈川）
大阪府社会福祉会館（大阪）
日本環境衛生センター（福岡）
日本環境衛生センター（神奈川）
日本環境衛生センター（福岡）
大阪府社会福祉会館（大阪）

廃棄物処理施設技術管理者講習
（基礎・管理課程）
産業廃棄物中間処理施設コース

1310006

平成25年6月10日～6月15日
平成25年8月19日～8月24日
平成26年1月20日～1月25日
平成26年2月17日～2月22日

日本環境衛生センター（福岡）
日本環境衛生センター（神奈川）
日本環境衛生センター（神奈川）
日本環境衛生センター（福岡）

廃棄物処理施設技術管理者講習
（基礎・管理課程）
有機性廃棄物資源化施設コース

1310007
平成25年10月1日～10月4日
平成26年3月4日～3月7日

日本環境衛生センター（神奈川）
日本環境衛生センター（福岡）

廃棄物処理施設技術管理者講習
（管理課程）
ごみ処理施設コース

1310008

平成25年6月17日～6月20日
平成25年7月29日～8月1日
平成25年9月9日～9月12日
平成25年9月10日～9月13日
平成26年2月3日～2月6日
平成26年2月24日～2月27日

ワークピア横浜(神奈川）
日本環境衛生センター（福岡）
ワークピア横浜(神奈川）
大阪府社会福祉会館
日本環境衛生センター（福岡）
日本環境衛生センター(神奈川）

廃棄物処理施設技術管理者講習
（管理課程）
し尿・汚泥再生処理施設コース

1310009
平成25年7月8日～7月11日
平成25年8月26日～8月29日
平成26年2月10日～2月13日

ワークピア横浜（神奈川）
日本環境衛生センター（福岡）
日本環境衛生センター（神奈川）

廃棄物処理施設技術管理者講習
（管理課程）
破砕・リサイクル施設コース

1310010

平成25年5月27日～5月30日
平成25年7月22日～7月25日
平成25年7月23日～7月26日
平成25年7月29日～8月1日
平成25年7月30日～8月2日
平成25年9月9日～9月12日
平成25年10月1日～10月4日
平成25年12月9日～12月12日
平成26年1月20日～1月23日
平成26年3月3日～3月6日

日本環境衛生センター（福岡）
ワークピア横浜（神奈川）
愛鉄連厚生年金基金会館（愛知）
ハーネル仙台（宮城）
札幌サンプラザ（北海道）
大阪府社会福祉会館（大阪）
RCC文化センター（広島）
ワークピア横浜（神奈川）
日本環境衛生センター（福岡）
大阪府社会福祉会館（大阪）

廃棄物処理施設技術管理者講習
（管理課程）
有機性廃棄物資源化施設コース

1310011
平成25年10月7日～10月10日
平成26年3月10日～3月13日

日本環境衛生センター（川崎）
日本環境衛生センター（福岡）

廃棄物処理施設技術管理者講習
（管理課程）
産業廃棄物中間処理施設コース

1310012

平成25年6月17日～6月20日
平成25年8月26日～8月29日
平成26年1月27日～1月30日
平成26年2月3日～2月6日
平成26年2月4日～2月7日
平成26年2月24日～2月27日

日本環境衛生センター（福岡）
ワークピア横浜（神奈川）
ワークピア横浜（神奈川）
大阪府社会福祉会館（大阪）
愛鉄連厚生年金基金会館（愛知）
日本環境衛生センター（福岡）

廃棄物処理施設技術管理者講習
（管理課程）
産業廃棄物焼却施設コース

1310013
平成25年10月28日～10月31日
平成25年11月18日～11月21日

日本環境衛生センター（福岡）
日本環境衛生センター（神奈川）

廃棄物処理施設技術管理者講習
（管理課程）
最終処分場コース

1310014

平成25年5月27日～5月30日
平成25年9月2日～9月5日
平成25年12月2日～12月5日
平成26年12月16日～12月19日

日本環境衛生センター（神奈川）
ワークピア横浜（神奈川）
日本環境衛生センター（福岡）
ワークピア横浜（神奈川）

一般財団法人
日本環境衛生センター

▷

▷

▷

▷

http://jaem.la.coocan.jp/file/seminar_131108.pdf
http://www.jesc.or.jp/work/training/waste/01_application1.html
http://www.jesc.or.jp/work/training/waste/01_application1.html
http://jaem.la.coocan.jp/cpd/img/cpds-h25shousai01.xls
http://jaem.la.coocan.jp/cpd/img/cpds-h25shousai02.xls
http://jaem.la.coocan.jp/cpd/img/cpds-h25shousai06.xls


主催者 プログラム名 登録番号 実施日 会場 外部リンク 詳細

一般財団法人日本環
境衛生センター／
一般社団法人廃棄物
処理施設技術管理協
会

技術管理者等スキルアップ研修会 1310015 平成25年11月12日～11月13日
福岡県中小企業振興センター（福
岡） ▷

廃棄物行政担当者研修会 1310016
平成25年6月26日、27日
平成25年7月18日、19日

日本環境衛生センター（福岡）
日本環境衛生センター（神奈川） ▷

産業廃棄物事故防止実務研修会 1310017 平成25年11月12日～11月13日 福岡県中小企業振興センター（福岡） ▷
産業廃棄物処理業の許可申請に関
する講習会処分課程（新規）

1320001 3日間（詳細はURL参照） 全国47都道府県

特別管理産業廃棄物処理業の許可
申請に関する講習会処分課程（新
規）

1320002 4日間、毎月開催 全国47都道府県

産業廃棄物または特別産業廃棄物
処理業の許可申請に関する講習会
処分課程（更新）

1320003 2日間、毎月開催 全国47都道府県 ▷
特別管理産業廃棄物管理責任者に
関する講習会

1320004 1日間、毎月開催 全国47都道府県 ▷
医療関係機関等を対象にした特別
管理産業廃棄物管理責任者に関す
る講習会

1320005 1日間（詳細はURL参照） 詳細はURL参照 ▷

廃棄物の収集運搬業作業従事者講
習会

1320006

2013/8/6、大阪商工会議所
2013/10/2
2013/11/12
2013/12/3
2013/1/16
2013/1/31

大阪商工会議所
(財）福岡県中小企業振興センター
北海道経済センター
Lプラザかながわ労働プラザ
ボルファート富山
名古屋国際会議場

▷

1330001-1 2013/4/17 京都

1330001-2 2013/5/15 新丸の内ビルディング「エコッツェリア」

1330001-3 2013/6/19 新丸の内ビルディング「エコッツェリア」

1330001-4 2013/7/4～7/6 新丸の内ビルディング「エコッツェリア」

1330001-5 2013/9/19 新丸の内ビルディング「エコッツェリア」

1330001-6 2013/10/17～10/18 施設見学

1330001-7 2013/11/21 新丸の内ビルディング「エコッツェリア」

1330001-8 2013/12/11 新丸の内ビルディング「エコッツェリア」

1330001-9 2014/1/15
新丸の内ビルディング「エコッツェリ
ア」
ほか施設見学（首都圏）

1330001-10 2014/2/12 新丸の内ビルディング「エコッツェリア」

1330001-11 2014/3/19 新丸の内ビルディング「エコッツェリア」

▷

▷

▷

公益財団法人日本産
業廃棄物処理振興セ

ンター

一般財団法人
日本環境衛生センター

環境技術講座フォーラム環境塾 ▷

▷

▷

http://www.jesc.or.jp/work/training/waste/02.html
http://www.jesc.or.jp/work/training/waste/09.html
http://www.jesc.or.jp/work/training/waste/14.html
http://www.jwnet.or.jp/workshop/shori_kousin_gaiyou.shtml
http://www.jwnet.or.jp/workshop/haishutu_tokuseki_gaiyou.shtml
http://www.jwnet.or.jp/workshop/haishutu_iryou_gaiyou.shtml
http://www.jwnet.or.jp/workshop/index_pcb.html
http://www.e-forum.gr.jp/juku/curriculum.html
http://www.e-forum.gr.jp/juku/c_kouki.html
http://www.jwnet.or.jp/workshop/shori_sinki_gaiyou.shtml
http://jaem.la.coocan.jp/cpd/img/cpds-h25shousai03.xls
http://jaem.la.coocan.jp/cpd/img/cpds-h25shousai04.xls
http://jaem.la.coocan.jp/cpd/img/cpds-h25shousai05.xls

