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ビジネスに役立つ！ 専門セミナー23 本 

２０１３ＮＥＷ環境展記念セミナーのご案内 
 

5 月 21 日から 24 日までの 4 日間、東京ビッグサイト会議棟で、2013NEW 環境展記念 

セミナーを開催しますので、ご案内いたします。内容は廃棄物・リサイクルをめぐる最新動向を

ふまえた小型家電、食品プラスチックなど 21 テーマと、NPO 廃棄物教育センターとの共催検

定＆セミナー2 つを合わせた 23 本です。 

会 期： 2013 年 5 月 21 日(火)～24 日(金)   会 場： 東京ビッグサイト会議棟(東京都・有明) 

受講料： 各講座おひとり様 10,000 円(税込) 

日時 
講座 

番号 
講座名 

受講料 

(税込) 

5 月 21 日 

10:00～12:45 1 

『クローズド VS オープン プラスチックリサイクルの新局面』 

「〈イントロダクション〉“クローズドリサイクル”“オープンリサイクル”とは何か」 

講師/合同会社イーエム・エンド・エイチ CEO 小川英久氏 

「リコーにおける資源循環利用システム“コメットサークル”が目指すもの」 

講師/㈱リコー 総合経営企画室 リユース・リサイクルタスクフォース シニアスペシャリスト 相馬論氏 

「“ハイグレードリサイクル” 新時代のリサイクルプラスチック原料加工と供給」（仮題） 

講師/いその㈱ 代表取締役社長 磯野正幸氏 

「国内資源循環と国際資源循環の変化とディーラーの対応」 

講師/㈱スカイコーポレーション 代表取締役 佐藤哲史氏 

おひとり様

10,000 円

5 月 21 日 

10:00～12:45 2 

『最新！入門編 廃棄物処理法と実務のポイント』 

「すぐわかる！廃棄物処理法の基本理解」 

講師/阿部記念法律事務所 弁護士 阿部鋼氏 

「実務に役立つ廃棄物処理法の基礎知識」 

講師/佐藤泉法律事務所 弁護士 佐藤泉氏 

「弁護士佐藤泉氏・阿部鋼氏による質疑応答＆ポイント解説」 

おひとり様

10,000 円

5 月 21 日 

10:00～12:45 3 

『東日本大震災 始まる復興＆今後の廃棄物処理』 

「災害廃棄物処理の進捗と復興時の処理・リサイクル展望」 

講師/仙台環境開発㈱ 開発事業部長 船山重則氏 

「復興段階における改良土有効利用のあり方について」 

講師/宮城県改良土協会 会長/㈱ホツマプラント 代表取締役 赤坂泰子氏 

「除染及び福島県内の廃棄物の処理・リサイクル展望」 

講師/恵和興業㈱ 執行役員専務技術開発部長 菅井弘氏 

おひとり様

10,000 円

5 月 21 日 

14:00～16:45 4 

『Ｑ＆Ａで学ぶ“廃棄物処理法と現場の対応、リサイクル”』 

「廃棄物処理業許可と許可不要制度」 

講師/BUN 環境課題研修事務所 主宰 長岡文明氏 

「廃棄物管理におけるよくあるトラブルと司法判断」 

講師/佐藤泉法律事務所 弁護士 佐藤泉氏 

佐藤氏・長岡氏による「Q&A 現場の“困った”“わからない”にズバリ答える！」 

おひとり様

10,000 円

5 月 21 日 

14:00～16:45 ５ 

『国際資源循環と新たな海外市場動向～廃プラ・古紙・故繊維リサイクルの多様化～』 

「国際資源循環と新たな海外市場」 

講師/㈱ジームス・アソシエイツ 代表取締役社長 有岡義洋氏 

「プラスチックリサイクル中国市場の最新動向」 

講師/大明貿易㈱ 代表取締役社長 斎藤秀明氏 

「古紙・故繊維における輸出事業」 

講師/㈲新實商店 代表取締役 新實眞伸氏 

おひとり様

10,000 円
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日時 
講座 

番号 
講座名 

受講料 

(税込) 

5 月 21 日 

14:00～16:45 ６ 

『電気料金高騰！上手なエネルギー利用とコスト削減 ～省エネと太陽光発電事業

のこれから』 

「省エネ失敗例から学ぶ中小企業のエネルギー使用」 

講師/㈱エコエアソリューション 代表取締役 エネルギー管理士 松本良一郎氏 

「省エネを通じた企業の意識改革、企業経営の視点」 

講師/㈱環境経営戦略総研 代表取締役社長 村井哲之氏 

「太陽光発電を取り巻く状況とビジネスチャンス」 

講師/㈱地域エネバンク 代表取締役 斉藤純夫氏 

おひとり様

10,000 円

5 月 22 日 

10:00～12:45 ７ 

『小型家電リサイクル新制度とビジネス展開』 

「小型家電リサイクル法の運用と最新動向」 

講師/環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課 リサイクル推進室 

室長補佐 櫻井義夫氏

「中部地域における小型家電回収・リサイクルの推進について」 

講師/中部経済産業局 環境・リサイクル課 課長 伊藤和正氏 

「小型家電リサイクルビジネスの展開～事業参入のポイント～」 

講師/㈱リーテム 取締役会長 中島賢一氏 

おひとり様

10,000 円

5 月 22 日 

10:00～12:45 ８ 

『多様化する人材と処理業経営 ～多国籍、女性、高齢者の力で企業力を上げる』 

「多様化する廃棄物処理業の労働環境と人材活用 -いかに効率よく経営に結び付けていくか-」 

講師/白井グループ㈱ 代表取締役社長 白井徹氏 

「"おもてなしマインド"でビジネスを切り拓く～多様な人材を育て企業価値を高める戦略とは～」 

講師/石坂産業㈱ 取締役社長 石坂典子氏 

パネルディスカッション-多様な人材の活用で経営力を上げるためのノウハウを伝授- 

おひとり様

10,000 円

5 月 22 日 

10:00～12:45 ９ 

NPO 法人廃棄物教育センター共催セミナー 

『廃棄物処理実務資格者「リサイクルマスター３級検定」と廃棄物の現場！仕

事の心得！』 

「廃棄物処理実務資格者「リサイクルマスター３級検定」」 

講師/ＮＰＯ法人廃棄物教育センター 認定講師 福本正氏 

「廃棄物実務者が語る「廃棄物の現場！仕事の心得！」」 

講師/㈲ジャパンクリーンサービス 代表取締役 福本正氏 

【受講資格】 ①15 歳以上・処理業未経験者も受講可 

  ②国籍問わず（但し、日本語の読み書き、聞き取りが出来ること。） 

【当日、必ずご持参いただくもの】  ①筆記用具一式 

 ②証明写真（カラー/縦 4cm×横 3cm、上半身）×2 枚 

 ※裏面に氏名を記入ください 

【検定方法】 ①約 40 分程度の研修（プロジェクター投射テキストを利用） 

 ②約 20 分程度の試験/NPO 学習検定方式（講師問題読み上げによる三択一方式） 

【合格点】 70 点以上（20 問中 14 問以上正解） 

【合格者に付与されるもの（2 点セット）】 ①顔写真入検定身分証、②合格登録証 

おひとり様

10,000 円

5 月 22 日 

14:00～16:45 10 

『遺品整理業におけるコンプライアンスと新規参入のポイント』 

「遺品整理と廃棄物処理法」 

講師/環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 室長補佐 眼目佳秀氏

「一般廃棄物処理業者による遺品整理の実務と顧客の獲得」(仮題) 

講師/㈱リリーフ 代表取締役社長 赤澤健一氏 

「遺品整理に関する法律問題」 

講師/阿部記念法律事務所 弁護士 阿部鋼氏 

おひとり様

10,000 円

5 月 22 日 

14:00～16:45 11 

出版記念セミナー 

『新しい行政処分指針が通知！「廃棄物管理のための行政処分緑書

2013/2014」』 
「行政処分緑書 2013/2014 の発行にあたり～廃棄物処理を取り巻く社会的変化～」 

講師/佐野環境都市計画事務所 代表 佐野敦彦氏 

「最新の行政処分から見えてくるリスクと管理」 

講師/㈱日本廃棄物管理機構 取締役 木川仁氏 

おひとり様

10,000 円
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日時 
講座 

番号 
講座名 

受講料 

(税込) 

5 月 22 日 

14:00～16:45 12 

NPO 法人廃棄物教育センター共催セミナー 

『廃棄物ドライバー実務資格「ECO ドライブ安全認定３級検定」と業界ドライブ

テクニック』 

「廃棄物ドライバー実務資格「ＥＣＯドライブ安全認定 3 級検定」」 

講師/ＮＰＯ法人廃棄物教育センター 認定講師 遠藤爾氏 

「収集運搬実務者が語る「正しいドライブテクニック！車の手入れ！」」※ 

講師/㈱大堀 エコドライブ推進担当 遠藤爾氏 

講師/㈲プライムコーポレーション 代表取締役 堀越正紀氏 
※講師２名による質疑応答方式での講演

【受講資格】 ①普通自動車運転免許以上を取得していること ②外国の方の場合は外国免許取得者 

【当日、必ずご持参いただくもの】 ①筆記用具一式 

 ②証明写真（カラー/縦 4cm×横 3cm/上半身）×2 枚 

 ※裏面に氏名を記入ください 

 ③自動車運転免許証（当日本人確認をします） 

【検定方法】 ①約 40 分程度の研修。（動画による、アクセル操作、車間距離確認、渋滞理論など） 

 ②約 20 分程度の NPO 学習検定方式（講師問題読み上げによる三択一方式） 

【合格点】 70 点以上（20 問中 14 問以上正解） 

【合格者に、付与されるもの（3 点セット）】 ①顔写真入り検定身分証 ②ECO ドライブ小冊子（教本） 

 ③合格登録証 

おひとり様

10,000 円

5 月 23 日 

10:00～12:45 13 

『首都圏事業系一般廃棄物ビジネスの展開と収集運搬の効率化』 

「事業系一般廃棄物の処理委託の考え方と、処理業者に今後求められる対応力」 

講師/㈱要興業 経営企画室 課長 西野善一朗氏 

講師/柴田良一氏 〔（元）京王電鉄㈱ 総務法務部〕 

「ごみ収集を効率化するための業者間連携」 

講師/白井エコセンター㈱ 代表取締役社長 滝口千明氏 

「一般廃棄物収集運搬における業務の効率化」 

講師/クリーンシステム㈱ 岩槻営業所 副所長 島克己氏 

おひとり様

10,000 円

5 月 23 日 

10:00～12:45 14 

『建廃処理市場の短観と中長期展望』 

「首都圏の建廃処理動向と顧客の期待に応える仕掛けの構築」 

講師/高俊興業㈱ 取締役副社長 高橋潤氏 

「東海地区の建廃処理動向と建物解体＆中間処理の兼業体制」 

講師/㈱イーシーセンター 取締役センター長 海野智也氏 

「北海道地区の廃棄物処理動向と石膏ボードリサイクルの取り組み」(仮題) 

講師/北清企業㈱ 代表取締役社長 大嶋武氏 

おひとり様

10,000 円

5 月 23 日 

10:00～12:45 15 

『節電対策最前線 ～<我慢の節電>から＜賢い省エネ＞へ』 

「節電・省エネから環境・サステナビリティまでを繋ぐコンセプト～望ましい未来社会の実現に向けた

スマートコミュニティ～」 

講師/㈱安藤・間 建築事業本部 技術部 環境・ＩＴ技術グループ グループ長 岩藤泰男氏 

「電気の「見える化」「理解る化」で「我慢の節電」から「賢い省エネ」へ」 

講師/日本テクノ㈱ 常務取締役兼営業本部長 岩崎友彦氏 

おひとり様

10,000 円

5 月 23 日 

14:00～16:45 16 

『食品リサイクル制度の点検とリサイクルループの展開』 

「食品リサイクル制度の見直しについて」 

講師/農林水産省 食料産業局バイオマス循環資源課 食品産業環境対策室長 長野麻子氏 

「飼料化事業の立ち上げと失敗しないためのノウハウ」 

講師/中部有機リサイクル㈱ 取締役社長 前川覚氏 

「良質堆肥で広げるリサイクルループの環」 

講師/㈲三功 代表取締役社長 片野宣之氏 

「各地で回す持続可能なリサイクルループ ～地産地消、循環型農業を目指して～」 

講師/ユニーグループ・ホールディングス㈱ グループ環境社会貢献部 部長 百瀬則子 

おひとり様

10,000 円

5 月 23 日 

14:00～16:45 17 
『市場縮小と戦う！ 新時代を迎える廃棄物の処理業経営』 

「新時代を迎える廃棄物の処理業経営」 

講師/新和環境㈱ 代表取締役社長 近藤 亮介氏 

おひとり様

10,000 円
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日時 
講座 

番号 
講座名 

受講料 

(税込) 

5 月 23 日 

14:00～16:45 18 

包装セミナー 

『そうだったのか容リ法!? ―基礎・入門―』 

「そうだったのか容リ法!? -基礎・入門-」 

講師/公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 業務執行理事 木野正則氏 

※受講当日は電卓と筆記用具をご持参ください。 

※受講者特典：お申込み人数分の（公財）日本容器包装リサイクル協会作成ＤＶＤ「容器包装リ

サイクル制度と事業者の役割」を贈呈 

おひとり様

10,000 円

5 月 24 日 

10:00～12:45 19 

『産廃系から再生可能エネルギーまでの事業複合化 ～あらゆる廃棄物の燃料

化、再生重油、発電、ＲＰＦ輸出など～』 

「産廃はエネルギー創生原料へ」 

講師/富山県立大学 工学部 准教授 立田真文氏 

「エネルギー創生企業をめざして～再生重油からＢＷＦの製造・焼却発電事業展開まで～」 

講師/㈱東亜オイル興業所 取締役 環境マネジメント事業部長 安池慎一郎氏 

「産廃処理とエネルギー利用―下水汚泥炭化やＲＰＦ輸出、燃料化など」(仮題) 

講師/三光㈱ 代表取締役社長 三輪陽通氏 

「固形燃料化事業 ～産業廃棄物のエネルギー化～」 

講師/㈱エコ・クリーン 取締役 石谷吉昭氏（一般社団法人日本ＲＰＦ工業会・事務局長） 

おひとり様

10,000 円

5 月 24 日 

10:00～12:45 20 

増補改訂版単行本発行記念講座 

『最新版！知らなきゃ怖い！廃棄物処理法の罰則』 

講師/行政書士エース環境法務事務所 代表 尾上雅典氏 

〔内容：注意すべき欠格要件(自動車運転過失致死傷罪、刑罰の確定またずに許可取消し)etc〕 

おひとり様

10,000 円

5 月 24 日 

14:00～16:45 21 

『アジア廃棄物処理市場と日本の環境産業の進出』 

「最新情勢！日本からアジアへの環境産業の進出」 

講師/㈱ジームス・アソシエイツ 代表取締役 有岡義洋氏 

「実感できるアジア進出！静脈産業アジア移転戦略研究 ～シンガポールを起点に 1 つのキーワ

ード～」 

講師/サービスプロバイダアジア進出支援機構 和田英樹氏 

「ベトナム投資環境及び静脈産業移転の挑戦！」 

講師/SEIKO IDEAS CORP 取締役会長 ダン・ティ・フォン・タオ氏 

おひとり様

10,000 円

5 月 24 日 

14:00～16:45 22 

『メタン発酵ガス化発電と食品廃棄物の活用』 

「効率的なメタン発酵ガス化発電事業の展開」(仮題) 

講師/富山グリーンフードリサイクル㈱ 常務取締役事業所長 大村昌康氏 

「バイオマス発電を利用した循環型農業(社会)システム」 

講師/㈱開成 代表取締役社長 遠山忠宏氏 

「Ｂｉｏｇａｓその事業化と問題点 ～バイオガス先進国・ドイツとの比較～」 

講師/特定非営利法人再生可能エネルギー推進協会 理事 今泉亮平氏 

おひとり様

10,000 円

5 月 24 日 

14:00～16:45 23 

『廃棄物処理業界における中堅及び若手管理職セミナー ～社長との接し方、

従業員の管理・教育のポイントなど』 

「伸びる若手管理職はここが違う ―ただの管理職で終わらないために―」 

講師/ＮＰＯ法人廃棄物教育センター 理事長 松岡力雄氏 

「中堅及び若手管理職が学ぶべきポイントー社長・部下とのコミュニケーションの仕方」 

講師/青南建設㈱ 代表取締役社長 志賀隆蔵氏 

「信頼される中間管理職 ―若手管理職に期待すること―」 

講師/㈱五十嵐商会 代表取締役常務 篠原周治氏 

おひとり様

10,000 円

 

■問合せ先： 日報ビジネス株式会社 ＮＥＷ環境展記念セミナー事務局 FAX.03-5214-6633 

 講演内容：環境編集部 TEL.03-3262-3488 講座 15・18 のみ包装編集部 TEL.03-3262-3463 

 申込み・支払い・発送： TEL.03-6685-9392 

※事務局業務時間 月～金曜 9:30～11:50/12:50～17:00（祝･祭日を除く） 

 


