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トピックス
（公社）福岡県産業資源循環協会
４支部合同ゴルフコンペについて
日

時：令和２年 10 月 28 日（水）８：26 スタート

場

所：福岡カンツリー倶楽部

主

催：福岡支部

和白コース（福岡市東区大字上和白 1318-1）

参加会員数：40 社
参 加 人 数：41 名

11 組

（福岡：15 名

筑後：10 名

筑豊：７名

北九州：９名）

団 体 優 勝：北九州支部
個 人 優 勝：Ｎ

2
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Ｅ

Ｔ

福田道路㈱

福田

大象 （筑後支部）

ベストグロス

㈲ウイルビ

渡邉

充陽 （筑豊支部）

トピックス

リデュース・リユース・リサイクル推進月間（略称：３Ｒ推進月間）
及び当協会適正処理啓発強化月間のお知らせ
（公社）福岡県産業資源循環協会
適正処理・啓発部会
部会長

大澤 清和

拝啓 秋冷の候 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
また平素より当協会の事業運営に関しましては、ご理解とご協力頂き、厚く御礼申し上げます。
さて、10 月はリデュース・リユース・リサイクル推進月間（略称：３Ｒ推進月間）となっており
ます。国民及び事業者に対し、"３Ｒ" に関する理解と協力を求めるとともに、循環型社会の形成
に向けた取組を推進するため、３Ｒ関係省庁、地方公共団体、関係団体による様々な取組、行事
が行われます。
また、当協会におきましては10 月から12 月を「適正処理啓発強化月間」とし、地域の環境イ
ベント等に参加し、産業廃棄物の適正処理及び３Ｒ推進を目的としたキャンペーンを実施いたし
ます。
会員の皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。


敬具
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3

トピックス
青年部会ボランティア清掃活動

実施報告

青年部会では、部会員の相互の懇親を深めるとともに、地域貢献活動の一環として長年続け
ているボランティア清掃活動を今年度も実施しました。
今年も昨年同様、全国産業資源循環連合会青年部協議会九州ブロックと協力し、九州・沖縄
８県のそれぞれの地域で一斉に清掃活動を行いました。
福岡県清掃地域は、今年水害があり、川には細かな漂流物が多数あるとされる筑後地区の水
天宮付近河川敷で清掃活動を行いました。
当日は７名の参加の下、怪我もなく無事に活動を終えました。参加くださいました青年部会
員所属企業の方々、ご協力誠にありがとうございました。
【プログラム】

4

◆開催日時

令和２年 11 月７日（土）10：30 ～ 11：30

◆開催場所

筑後地区

◆参加者数

７名

◆内

ボランティア清掃
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容

水天宮付近河川敷（福岡県久留米市）

活動風景

活動風景

活動風景

全体写真

電子契約 について・・・
環境用語解説コーナー

電子契約とは、押印による書面契約を電子的に行うもので、電子文書に電子署名を行
い情報通信ネットワーク技術を利用して相互に取り交わす契約です。働き方改革におけ

ちょっと気になる環境ワード

るリモートワークの普及とともに多くの企業から注目が集まっています。

電子契約 について・・・
電子契約のメリットとデメリット
■メリット
電子契約とは、押印による書面契約を電子的に行うもので、電子文書に電子署名を行い情報
通信ネットワーク技術を利用して相互に取り交わす契約です。働き方改革におけるリモートワー
＜コスト削減＞
クの普及とともに多くの企業から注目が集まっています。
契約に紙を用いた場合、印刷に必要な紙やプリンターのインク代、印紙税代や郵送料

といったコストが発生していました。しかし、電子契約を導入することでこれらを節約

電子契約のメリットとデメリット
することができるため大幅なコスト削減につながります。

■メリット
＜コスト削減＞
＜業務の効率化・契約締結のスピード化＞
契約に紙を用いた場合、印刷に必要な紙やプリンターのインク代、印紙税代や郵送料といっ
紙の契約書の場合、作成から印刷、製本、郵送、相手からの返送といった工程を経る
たコストが発生していました。しかし、電子契約を導入することでこれらを節約することがで
ため、
契約の締結に至るまで長ければ１～２週間の時間を要すことも珍しくありません。
きるため大幅なコスト削減につながります。

しかし電子契約書であれば、お互いがパソコンやスマートフォンでやりとりができる
＜業務の効率化・契約締結のスピード化＞
ので早ければ５～１０分程度で契約を締結させることができます。契約締結の効率化を

紙の契約書の場合、作成から印刷、製本、郵送、相手からの返送といった工程を経るため、
契約の締結に至るまで長ければ１～２週間の時間を要すことも珍しくありません。
しかし電子契約書であれば、お互いがパソコンやスマートフォンでやりとりができるので早
ければ５～
10 分程度で契約を締結させることができます。契約締結の効率化を図るのであれば
＜コンプライアンスの強化＞
電子契約書は非常に便利な存在といえます。
紙の契約書は法律で決められた期間保管をしなくてはなりませんが、保管中にデータ

図るのであれば電子契約書は非常に便利な存在といえます。

の改ざんや紛失のリスクがあるため、十分気を付けなければなりません。

＜コンプライアンスの強化＞
電子契約であれば、電子署名とタイプスタンプを付与することでデータの改ざんがで
紙の契約書は法律で決められた期間保管をしなくてはなりませんが、保管中にデータの改ざ
んや紛失のリスクがあるため、十分気を付けなければなりません。
きなくなり紛失の心配もありません。また、誤ってデータを紛失してしまった場合でも
電子契約であれば、電子署名とタイプスタンプを付与することでデータの改ざんができなく
復元が可能です。さらに、電子データなので紙の契約書のように保管場所を必要としま
なり紛失の心配もありません。また、誤ってデータを紛失してしまった場合でも復元が可能で
せん。
す。さらに、電子データなので紙の契約書のように保管場所を必要としません。
※法律で定められた期間、データとして保管することは必要です。
※法律で定められた期間、データとして保管することは必要です。
契約書アップロード

電子サイン

電子サイン
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会 員 企 業 紹 介

うちの自慢はココ
INTERVIEW 福岡支部

有限会社

愛州産業

事業内容
産業廃棄物処理
中間処理 汚泥（脱水・造粒固化）
管理型最終処分場
会社PR
現代の環境事情に適応できる企業として社会に貢献できるよう努めて参ります。
自由記載欄
福岡市内唯一の民間の管理型処分場として平成５年に創業。
平成30年には汚泥の中間処理（脱水・造粒固化）施設を併設、リサイクルも可能に
しました。今後も総合的な産業廃棄物処理施設として、様々なご要望に対応できる
よう努力してまいります。

INTERVIEW 福岡支部

セリ・コーポレーション

株式会社

事業内容
産業廃棄物収集運搬及び処分（中間処理）
有価物取り扱い、古物商（901132010074）
会社PR
弊社は、九州各県・山口・広島・岡山の収集運搬業許可証を取得しておりますの
で、幅広い地域での収集運搬及び処分を行っております。
自由記載欄
優良産廃処理業者認定を目指し、現在エコアクション21の取得最中で、また特別管
理産業廃棄物収集運搬業も取得予定です。
工場では選別作業、お客様持込対応が迅速に行えるよう常日頃から全社員が３Ｓを
意識し、日々業務を遂行しております。
今後さらに多岐にわたって活躍できるよう、福岡県産業資源循環協会からご指導頂
き頑張っております。
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会社紹介したい企業を募集します
本ページでは、会社をご紹介していただける会員企業を募集しています。「うちの会社の
自慢はココです！」という方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
【問合せ先】公益社団法人福岡県産業資源循環協会
電

話：092－651－0171

サスティナスタイル編集係

まで

メール：info@f-sanpai.com

P
INTERVIEW 筑豊支部

九州バーク

r

o

u

d

株式会社

事業内容
産業廃棄物（木くず）の中間処理及びバーク堆肥の製造販売を行っております。
会社PR
弊社はバーク（木皮）を破砕、堆肥化し農業向けの土壌改良材や法面緑化資材を製
造販売している会社です。
自由記載欄
木材加工の際に発生するバーク（木皮）を堆肥化することでリサイクルし、貴重な
木材資源を有効活用しています。
農業分野においてバーク堆肥は土壌改良材として使われており農作物の成長にとて
も有効な資材です。また、法面緑化工事では基盤材として利用されています。
木材を再び土に帰すことで地球環境にもやさしいリサイクル事業を行っています。

INTERVIEW 北九州支部

九州運輸建設

株式会社

事業内容
○産廃・特管・一般廃棄物収集運搬事業
会社PR

○一般貨物運送事業

○包装荷役作業

弊社はお客様の信頼と評価を向上すべく、安全と品質要求を確保できる優秀なドラ
イバーを確保しています。
また、多種多様な品目と、主に西日本全域での地域に対応できることを強みに、お
客様のあらゆるニーズに幅広くお応えしています。
テフロンローリーなどの最新の特装車を豊富にそろえ広域行政単位の許可を取得し
ています。
自由記載欄
1925 年（大正 14 年）の創業以来、弊社では北九州工業地帯の経済発展と共に、
物流専業会社として「安全・環境・地域貢献」をキーワードに、地球に優しい社会、
そして、人に優しい社会の実現を目指し全社員一丸となって取り組んでいます。
【環境ボランティア活動】
北九州市が推奨する「まち美化運動」に賛同し、当社輸送事業所に近い洞海湾干潟
の清掃を実施しています。（2007 年秋から毎週金曜日の午後に活動中。）
北九州市環境衛生大会において、北九州市まち美化協力団体として市長から感謝状
をいただきました。
【福利厚生】
全社員が安心して心も体も健康で働ける職場づくりを目指し、その取組みの一環と
して、インフルエンザ予防接種費用の全額補助を実施しております。
【会社 URL】http://www.kyuun.com/
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快適職場づくり ～健康づくり・メンタルヘルスケア～

①
イラっとしたときに頭の中で
１０：人生最大の怒り

「この怒りは何点？」と考えます。
怒りを数値化することで客観的に
なっていきます。点数が低ければ
「まあいいか」「怒るほどでもないな」

０：緩やかな状態

と思えるようになります。
（一社）日本アンガーマネジメント協会資料をもとに作成

②
イライラして冷静に対処できない時には、いったんその場
を離れてみるのもよいでしょう。
その場から離れることで気持ちを落ち着かせることができ
ます。ただし、
「後から戻ってくるから」と宣言してから出て
いきましょう。いったんその場を離れたら、深呼吸をしたり、
コーヒーを飲んだり、ストレッチをしましょう。気持ちが落
ち着いたら元の場所に戻り、冷静に話し合います。

8
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快適職場づくり～健康づくり・メンタルヘルスケア～

③
自分が落ち着くと思う言葉（コーピングマントラ）をい
くつか用意し、デスクや冷蔵庫など目につくところに貼っ
ておくとよいでしょう。
いざ、イラッとした時にその場面に応じた言葉を繰り返
し唱えることで自然と気持ちが落ち着いてきます。

大丈夫
大丈夫

など、気持ちが落ち着くコーピングマントラを唱えてみましょう。
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快適職場づくり ～健康づくり・メンタルヘルスケア～

毎日のいきいきとした活動は、良い睡眠が支えています。睡眠はとても重要な人間の本能
の一つで、乱れると心身に変調をきたします。
睡眠の質は、睡眠環境や起きている間の生活習慣などと関係があるため、質の良い睡眠を
とるためにはどうしたらよいか、知っておきましょう。

夜
睡眠の質を悪くするものとして、カフェインやニコチンの摂取があげられます。
就寝３～４時間前からのコーヒー、紅茶、緑茶、また１時間前からの喫煙は、覚醒効
果が継続するため要注意です。
また、これらは常用していると、眠気を自覚しにくくもなります。
テレビやパソコン、スマートフォンなどの画面の明るさは、脳を覚醒させます。
就寝前には画面を見ないようにしましょう。

「睡眠薬代わりに寝酒」は、一時的な眠りを誘いますが、３～４時間で目が覚めて、かえ
って眠りが浅くなります。さらに毎晩寝酒を続けていると、同じ量では寝付けなくなって
きてしまい、眠ろうとして酒量が増えて、アルコール依存症のリスクも高くなります。
どうしても眠れないときは、専門の病院、医師に相談しましょう。

10
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快適職場づくり～健康づくり・メンタルヘルスケア～

眠ろうと意気込むと、頭がかえってさえてきて、寝付きを悪くします。
「眠くなってか
ら床につく」のがスムーズな入眠への近道です。入浴、軽い読書、ストレッチなど、自
分にあった方法で心身ともにリラックスしましょう。
ぬるめの入浴
４０℃以下のぬるめのお湯に２０～３０分
ゆったりとつかりましょう。熱すぎると交感
神経を刺激し、逆に目覚めてしまいます。
湯上りに体温が下がってきたところで、
寝床に入ると心地よく眠りにつけるでしょう。
就寝前のストレッチ
筋肉を、ゆっくりと気持ちよい程度に伸ばします。
大きくゆっくりと息を吐きながら行うと、
徐々に気持ちがリラックスします。１０分程度を目安に。

温度・湿度
季節に応じて居心地がよいと感じるように調節。
夏の熱帯夜にはエアコンを上手に活用。
寝具の中、からだにちかい周辺は３３℃くらいが適温。
明るさ
眠る直前は、暖色系のやわらかい光に。
睡眠中はできるだけ真っ暗に。
眠りに効く香り
ラベンダー、カモミールなど。
音楽
モーツァルトやバッハのような美しい旋律
自然の音のイメージしたヒーリングミュージック
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行政・各種団体ニュース
「低濃度 PCB 含有廃棄物に関する測定方法」が改定されました

低濃度 PCB 含有廃棄物に関する測定については、PCB 汚染物等の PCB 廃棄物該当性を確認
する分析方法を示すため、
「低濃度 PCB 含有廃棄物に関する測定方法（第４版）
」を取りまとめ、
令和元年10 月11日付けで環境省から通知されているところです。
令和元年12 月20日付けで、無害化処理認定制度の対象に PCB 濃度が 5,000mg/kg を超え、
100,000mg/kg 以下の汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類といった可燃性の
PCB 汚染物等が追加されたことに伴い、これらの測定方法等を追記した「低濃度 PCB 含有廃棄
物に関する測定方法（第５版）
」がこの度、取りまとめられましたので、お知らせいたします。
測定方法の主な変更点につましては下記の通りですので、内容に十分ご留意いただき、適切に
ご対応くださいますようお願いいたします。

低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法（第５版）について
令和元年12月20日に、無害化処理に係る特定の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物に
係る告示（平成18年７月環境省告示第98号）が改正され、PCB濃度が5,000mg/kgを超え
100,000mg/kg以下の汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類といった可燃
性のPCB汚染物等（以下「5,000mg/kg超え低濃度PCB含有廃棄物」という。）が、無害
化処理認定制度の対象に追加された。
そのことに伴い、PCB濃度の測定方法において必要な対応等を追記して、「低濃度PCB
含有廃棄物に関する測定方法（第５版）」としてとりまとめた。
【各章ごとの主な変更内容】
 第１章 低濃度PCB含有廃棄物・低濃度PCB汚染物に関する測定方法における分析精度管理
第１節の「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法における分析精度管理」に、100,000mg/kg以下であるか否かを確認する分析
手順における試料調整や定量濃度範囲に関する考え方を追記した。

 第２章 試料溶液作製までの分析手順書
可燃性の試料の各含有量試験の「判定」において、新たに「5,000mg/kg超え低濃度PCB含有廃棄物」に係る判断基準を併記した。
なお、廃プラスチック類の表面拭き取り試験は、100,000mg/kg以下であるか否かを判定する際に用いることは適切でないことを注記
した。
加えて、金属くずとコンクリートくずの表面抽出試験において、それら試料への付着物量が微量であってPCB濃度が算出できない
場合に低濃度PCB含有廃棄物とみなし判定する考え方について新たに追記した。

 第３章 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル（第３版）に記載の分析方法を適用するための手順書
（低濃度PCB含有廃棄物の該当性判断用）
既存で記載された手順が5,000mg/kg以下であるか否かを判定するものであることから、100,000mg/kg以下であるか否かを判定す
る場合には、更に 20倍程度希釈するような試料調整を行う必要がある旨を追記した。

 第４章 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル（第３版）に記載の分析方法を適用するための手順書
（低濃度PCB汚染物の該当性判断用） （※変更なし）
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行政・各種団体ニュース

産業廃棄物処理業に係る優良認定基準が改正されました

令和２年２月25日付けで廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則を改正する省令が改正
され、優良認定基準についても改正されたことに伴い、令和２年10 月１日から下記の内容が施
行されております。
なお、今回の改正に伴い、
「優良産廃処理業者認定制度 運用マニュアル」につきましても、内
容が改訂されましたので併せてお知らせいたします。
改正内容及び運用マニュアルの詳細につきましては、下記の環境省ホームページに掲載がござ
いますので、内容にご留意いただき、適切にご対応くださいますようお願い申し上げます。
◆主な改正内容
・優良認定の任意申請（令和２年２月25日施行）
現
 有許可の期限到来を待たずに更新許可申請を前倒し申請することで、優良認定の申請をす
ることが可能になりました
・優良認定基準の審査代行制度の導入（令和２年10 月１日施行）
優
 良認定基準のうち、
「事業の透明性に係る基準」について、第三者機関が審査を代行する
制度が設けられ、第三者機関の発行する「適合証明」を受けることにより、その証明書で申
請書類を一部省略することができます
・
「事業の透明性に係る基準」の基準項目追加（令和２年10 月１日施行）
「処分業者の事業の透明性に係る基準」

として、中間処分業者が、処分後の産業廃棄物の持
ち出し先情報を排出事業者に開示することの可否を公表することが追加されました
・
「財務基準」の緩和（令和２年10 月１日施行）
自
 己資本比率10％を下回る場合でも、営業利益と減価償却費の合計が直近１年の事業年度
において「０」を超える場合には基準に適合することとなりました
◆環境省ホームページ 優良産廃処理業者認定制度について（運用マニュアル含む）
… http://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/
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行政・各種団体ニュース
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行政・各種団体ニュース
最終処分場における維持管理積立金の損金算入等に係る特例措置
（法人税、所得税、個人住民税、法人住民税、事業税）
対象：一般廃棄物・産業廃棄物の最終処分場（埋立期間中）

特例制度の概要
維持管理積金の積み立て時に、積立金を損金又は必要経費に算入することができます
本件特例措置の申請においては法人税申告書のほか、「適用額明細書」の提出も必要です。
埋立終了後

埋立中
都道府県知事

(独)環境再生保全機構
毎年度、維持管理積立
金を積み立て

積み立てるべき維持
管理積立金の額の算
定・通知

損金又は必要経
費に算入

(独)環境再生保全機構
毎年度、必要な維持
管理費用を取り戻し

最終処分場設置者

最終処分場設置者

制度の変更

益金に算入

令和2年度税制大綱により、損金算入可能な限度額が変わります。

2020年３月31日まで

都道府県知事による通知額の１００％

2020年４月1日から

都道府県知事による通知額の６０％

申請手続きの詳細については全国産業資源循環連合会の「特定災害防止準備金(維持管理積立金)制度の税務
手続きに関する手引き」をご参照ください。
※今年度からの限度額変更については、年内に本手引きにも反映し、会員企業に配布予定です。
https://www.zensanpairen.or.jp/wp/wp-content/themes/sanpai/assets/pdf/disposal/ijikanri_tebiki.pdf

廃棄物処理業の用に供する軽油に係る課税免除の特例措置
（軽油引取税）
対象：一般廃棄物・産業廃棄物の最終処分場（埋立期間中）

特例制度の主旨
最終処分場は、埋立処分終了後も環境汚染の危険性がなくなるまでは、事業者
は引き続き維持管理をする義務を負うこととなります。これについて、埋立て
開始から廃止まで、廃棄物の適正な処理及び最終処分場の適切な維持管理を確
保するためにも、事業者の経済的な負担を軽減することを主旨としています。

特例制度の概要

最終処分場内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源の
用途に供する軽油に係る軽油引取税について、課税免除となります。
対象となる機械については、例えばブルドーザーやパワーショベルなどが
考えられます。

軽油引取税が免除
＜ブルドーザー＞

＜パワーショベル＞

※画像はイメージです

❖申請は各自治体作成の手引書などに記載の所定の手続きに則り、適切に行ってください。
制度についてのご質問は、設置許可を受けた都道府県等又は環境省までお問合せ下さい。
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行政・各種団体ニュース
公害の危害防止のために設置された施設又は設備（廃棄物処理施設）に係る
課税標準の特例措置（固定資産税）
対象：ＰＣＢ廃棄物、廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の処理施設
特例制度の概要
本制度の利用により以下の廃棄物処理施設に係る固定資産税の課税標準価格が変わります。
ＰＣＢ廃棄物処理施設

１／３

廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物処理施設

１／２

特例措置あり

施

施

特例措置なし

※どちらも対象は都道府県知事の
許可施設及び大臣認定施設

設

設

費

費

固定資産税に
ついての課税
標準の価格

ＰＣＢ廃棄物処理施設
の場合、固定資産税に
ついての課税標準とな
る価格が1／３
（廃石綿等及び石綿
含有産業廃棄物処理
施設の場合 １／２）

制度についてのご質問は、設置許可を受けた都道府県等又は環境省までお問合せ下さい。

公害の危害防止のために設置された施設又は設備（廃棄物処理施設）に係る
課税標準の特例措置（固定資産税）
対象：一般廃棄物の最終処分場及びごみ処理施設
特例制度の概要
本制度の利用により以下の廃棄物処理施設に係る固定資産税の課税標準価格が変わります。
一般廃棄物の最終処分場

２／３

ごみ処理施設

１／２

特例措置あり

施

施

特例措置なし

※どちらも廃棄物の処理及び清掃に
関する法律第８条第１項の許可に
係る施設

設

設

費

費

固定資産税に
ついての課税
標準の価格

一般廃棄物の最終処分
場の場合、固定資産税
についての課税標準と
なる価格が２／３
（ごみ処理施設の場合
１／２）

制度についてのご質問は、設置許可を受けた都道府県等又は環境省までお問合せ下さい。
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燃えるごみにリサイクルできる
紙が混じっていませんか？
事業系燃えるごみの約３割はリサイクルできる紙です。
循環型社会の実現に向けて、
事業系ごみの減量を一層進めていくため、
リサイクルできる紙の分別が義務化されます。

《取扱い品目》

A

リ サ イクル で き る 紙
新聞、段ボール、雑誌

B
機密書類

週刊

A

※ 取り 扱
ない業者も

C

B

D

※金属やプ
チックは取
いてくださ

雑がみ

《取扱い品目》

C

《チラシ･カタログ》

《紙

箱》

《封筒･はがき》

《紙製包装紙》

《紙

袋》

A
C

《コピー用紙》

《シュレッダーくず》

《紙

芯》

《ふせん》

《メモ用紙》

D

※金属やプ
クが付いた
も回収しま

少量の金属やプラスチックが付属している雑がみ

《お問

D
《カレンダー》

きん き ひん

《フラットファイル》

《表紙が紙以外の書籍》

リサイクルできない紙※燃えるごみで処分してください。

禁忌品（紙の原料にならない異物）

《食品・油が
《ティッシュ
付着した紙》
ペーパー》

《紙おむつ》

《感熱紙》

•排出
不明
へお

《窓付き封筒》

箔押し
された
もの

《圧着はがき》 《カーボン紙》《金色や銀色の紙》
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行政・各種団体ニュース
古紙の回収方法を確認しましょう
まずは、現在取引のある古紙回収業者・ごみ収集許可業者にご相談を！
！
今からリサイクルに取り組む場合は、
以下を参考にしてください。

古紙回収業者（古紙問屋）
による回収
《取扱い品目》

A
B

•古紙が比較的多量に発生し、分別した古紙の保管場所が十分確保できる場合は、古紙
回収業者にご相談ください。
•分別した古紙を運搬する車両がある場合は、
直接持ち込み可能な業者もあります。

※ 取り 扱 い が 出 来
ない業者もあります。

週刊

※古紙を種類ごとに
分別して下さい。

《お問い合わせ》

C
D
※金属やプラス
チックは取り除
いてください。

•現在古紙回収業者を利用している事業者の方は、
「雑がみ」の回収が可能か、確認
してください。
•古紙回収業者をお探しの際は、下記「福岡市資源化情報発信サイト」へアクセス
するか、福岡市ペーパーリサイクル協同組合（TEL:092-414-7711 FAX：
092-414-7761）へおたずねください。

一般廃棄物収集運搬許可業者による回収
《取扱い品目》

袋》

A
C

用紙》

D

•分別に手間がかけられない場合や、古紙の発生量が少ないために古紙回収業者による
回収が難しい場合は、さまざまな紙を一つの袋にまとめて出すことにより、
「紙ごみ」と
して許可業者が回収します。
•回収した「紙ごみ」はリサイクル施設で種類ごとに分別されます。
•ごみ収集と同様に、収集運搬経費＋処分経費がかかりますが、
処分経費が軽減できる場
合があります。

※金属やプラスチッ
ク が 付 い た ま まで
も回収します。

《お問い合わせ》
•排出方法や料金は、ごみ収集を依頼している許可業者へご確認ください。許可業者の連絡先が
不明の場合は、
（協組）福岡市事業用環境協会（TEL:092-432-0123 FAX：092-432-0124）
へおたずねください。

筒》

箔押し
された
もの

福岡市資源化情報発信サイトのご紹介
•サイト内の「古紙回収マッチング」に申し込むことで、古紙を無料※回収して
※発生量や回収ルートによっては無料回収が
くれる業者を探すことができます。
できない場合があります。
•機密書類処理業者の検索もできます。
福岡市 古紙 マッチング

銀色の紙》
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検 索

URL:http://jigyogomi-recycle.city.fukuoka.lg.jp
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行政・各種団体ニュース

Information
インフォメーション

太宰府天満宮
すがわらのみちざね

ご ぼ し ょ

お み た ま

太宰府天満宮は、菅原道真公の御墓所の上にご社殿を造営し、その御神霊を永久に
しせい
お祀りしている神社です。「学問・至誠・厄除けの神様」として、日本全国はもとよ
り広く世のご崇敬を集め、年間に約 1000 万人の参拝者が訪れています。
長い年月、道真公へのご崇敬は絶え間なく続き、御墓所でもある太宰府天満宮は全
国約 12,000 社ある天神さまをお祀りする神社の総本宮と称えられ、今日でも多くの
参拝者が訪れています。
天神さまのご神徳を感じるお祭り、どなたでも参加できるたくさんの楽しい催しな
ど、天神の杜には一年を通じて心躍る時間と空間があります。

参照元：https://www.dazaifutenmangu.or.jp/
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産廃クローズアップ
優良産廃処理業者認定制度

取得企業の声紹介コーナー

本コーナーでは「優良産廃処理業者認定制度」を取得されている企業の声をご紹介します。
認定取得を目指したキッカケや取得にむけて、現在取得に向け取り組んでいる企業の方へのアド
バイス等を伺いました。今後「優良産廃処理業者認定制度」の認定を受けることを検討している企業
の参考になればと思います。
１．御社の業務の内容を教えてください。
収集運搬および中間処理（特管物含む）
。
・廃酸・廃アルカリ・汚泥を主体に収集運搬・処理をする。
・他社様からの受入れも多く対応する。
・貴金属含む廃棄物については、抽出後リサイクルする。
２．優良産廃処理業者の認証取得を目指したキッカケを教えてください。
優良認定業者であることで、今まで以上にお客様へ安心して取引をさせて頂き、信頼関係を築く
ことが大事であることから取得する。
３．認証を取得後、お取引先及び排出事業者からの反応はありましたか？
・最近お客様も優良認定について認知度が増し、会社視察訪問に際し、許可証に優良マークが
あると安心して頂けるようになる。
・優良認定を取得していることで、新たに取引開始の打診があるようになる。
４．認証を取得後、社内の変化や効果はありましたか？
・一部の入札参加条件に優良認定を取得しているかの項目があり、優良認定を取得していると、
スムーズに参加が可能になる。
・取得に伴い持込み業者様との信頼関係の構築も出来る。
５．現在、取得へ取り組んでいる企業へアドバイス等があればお願いします。
今後、排出事業者様も安心して廃棄物等を委託する条件の一つとして優良認定取得業者にお願
いすることも増えてくると思われます。
そうすることでお互いにメリットを感じられます。
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産廃クローズアップ

■会社名：大谷化学工業株式会社
■代表者：代表取締役社長
■住

大谷 勝己

所：福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原 2567 番地
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協会ニュース
理事会報告

第66回理事会
Ⅰ．日 時
令和２年９月10日（木）
Ⅱ．場 所
博多サンヒルズホテル

２階星雲の間
Ⅲ．出席者
理事 27名、監事 １名
Ⅳ．議 題
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．新規入会の承認について
５．報告事項について
６．その他
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第67回理事会
Ⅰ．日 時
令和２年11月12日（木）
Ⅱ．場 所
博多サンヒルズホテル

２階星雲の間
Ⅲ．出席者
理事 25名、監事 ２名
Ⅳ．議 題
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．新規入会の承認について
５．報告事項について
６．その他

協会ニュース

支部・部会だより
福岡支部
７月15日：支部理事会（八仙閣）
・年間行事について
・災害協定について
・県理事会・部会報告
９月15日：支部理事会（八仙閣）

筑後支部
７月14日：支部理事会（臨時）
（ホテルマリターレ創世）
・支部長挨拶
・大牟田市・久留米市の災害要請に基づく廃棄物処理に
ついて
・その他
・資格取得事業の件
・ボウリング大会の件

10 月７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
・大牟田市災害廃棄物について
・行政との意見交換会について
・中間収支報告
・その他
11月５日：支部会員を対象に今年度の研修内容及び来
年度事業計画の検討のため従事者資格取得に関するアン
ケートを実施した。

筑豊支部
10 月11日：クリーンキャンペーン（直方市内）
直方ライオンズクラブとの共催でクリーンキャンペーン
を実施した。

８月20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
・大牟田市・久留米市災害廃棄物処理の進捗状況について
・ボウリング大会について
・筑後地区内行政との意見交換会及び施設見学会について
・支部研修旅行について
・資格取得事業について
・新規入会承認の件
・その他
９月14日：筑後支部資格取得事業
場所：PEO 建機教習センター大牟田出張所
玉掛講習 受講者18 名
９月５，
６，12日
９月20，21，22日
小型移動式クレーン講習 受講者18 名
10 月３，
４，11日
10 月10，11，17日
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協会ニュース
北九州支部
８月６日：産業廃棄物処理高度化懇話会（パークサイドビ
ル会議室）
・
「北九州市ゆめみらいワーク」への出展について
・産廃処理業 PR リーフレット作成について
・産廃許可事業者アンケートについて
・その他
８月11日：支部理事会（パークサイドビル会議室）
・産業廃棄物処理高度化事業について
・支部事業について
・県協会関連事項について
・その他

適正処理啓発部会
８月26日：適正処理・啓発部会（協会事務局）
・適正処理・啓発強化月間について
・協会パンフレット、啓発グッズ等について
・その他
９月１日：９月12日～ 19日実施される海岸ごみの全国一
斉清掃キャンペーンについて会員に周知した。
９月11日：ごみの排出抑制、リユース、リサイクル等の
推進や産業廃棄物の減量化と不法投棄等の防
止等適正処理の推進など、生活環境の保全及
び公衆衛生の意識向上について会員に呼びか
けた。

８月11日：北 九州市環境局と意見交換会（パークサイド
ビル会議室）
・北九州市の環境行政について
・産業廃棄物処理高度化事業について
・その他

10 月14日：適正処理・啓発部会（協会事務局）
１．令和２年度 事業内容について
（１）適正処理・啓発強化月間について
①不法投棄防止啓発パトロール出発式について
②クリーンキャンペーンの実施について
８月21日：北九州市環境局表敬訪問（北九州市役所環境局）
③不法投棄防止啓発キャンペーン（福岡市との共催）
・富高紳夫環境局長にご挨拶
について
２．その他
９月４日：北九州市環境局と打合せ（北九州市役所環境局）
・北九州市災害廃棄物処理計画について
リスク対策部会
・災害廃棄物仮置き場対応について
・その他
８月18日：８月以降の熱中症予防対策の徹底について会
員へ周知した。
10 月13日：支部理事会（パークサイドビル会議室）
・産業廃棄物高度化事業について
９月１日：令 和２年度「安全優良職長厚生労働大臣顕彰」
・支部事業について
候補者の募集について会員へ周知した。
・県協会関連事項について
・その他
９月３日：令和２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。
10 月１日：令和２年８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。
10 月21日：リスク対策部会（協会事務局）
議題
１．副部会長選任について
２．令和２年度事業について
（１）会員企業における安全衛生活動の現状調査について
（２）令和３年度労働災害防止計画について
（３）令和２年度労働安全衛生に関する研修会について
（４）令和３年度労働安全衛生標語の募集について
３．その他
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協会ニュース
11月６日：令和２年９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
９月９日：第 65回九州地域協議会医療部会（熊本ホテル
キャッスル）
・第 64回九州地域協議会医療部会議事概要及び収支に
ついて
・第 75回九州地域協議会議事概要について
・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
・その他
11月４日：医療部会（協会事務局）
議題
・副部会長選任について
・第 65回九州地域協議会医療部会の報告について
・第 66回九州地域協議会医療部会の提案議題等について
・令和２年度医療部会事業内容について
・その他

建設廃棄物部会
９月４日：第 34回九州地域協議会建設廃棄物部会
・国土交通省九州地方整備局関連の報告について
・環境省からの通知について
・各県からの報告
・その他
10 月27日：建設廃棄物部会（協会事務局）
議題
・副部会長の選任について
・第 35回九州地域協議会建設廃棄物部会の報告について
・令和２年度事業について
・令和３年度事業計画について
・その他

青年部会
７月14日：第 218回青年部幹事会
※中止
８月19日：第 219回青年部幹事会（Web 会議）
・全産連青年部協議会九州ブロック第13回交流会について
・第11回カンファレンスについて
・今年度事業について

・九州一斉清掃について
・全産連青年部協議会第12回全国大会九州大会 in 沖縄
について
・その他
８月21日：実務従事者研修会（飯塚研究開発センター）
・協会事業支援活動（設営、受付、講師派遣等の運営業務）
・参加者 46 名

収集運搬部会
８月５日：環境省から「廃棄物の収集運搬作業時における
留意点について」の動画が公開されたことにつ
いて会員へ周知した。
８月25日：第 47回九州地域協議会収集運搬部会（ホテ
ル・レクストン鹿児島）
・第 46回九州地域協議会収集運搬部会議事概要について
・九州地域協議会の報告について
・各県からの提案議題について
・各県活動状況と情報交換について
・その他
10 月13日：収集運搬部会（協会事務局）
・部会長、副部会長選任について
・九州地域協議会収集運搬部会について
・令和２年度事業内容について
・その他

中間処理部会
９月９日：第 36回九州地域協議会中間処理部会（ホテル
日航大分オアシスタワー）
・九州地域協議会の報告について
・全産連中間処理部会運営委員会の報告について
・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
・その他
10 月23日：中間処理部会（協会事務局）
・部会長、副部会長選任について
・全国産業資源循環連合会九州地域協議会
・中間処理部会の報告について
・令和２年度事業について
・ その他
11月６日：部会員を対象に今年度視察見学先に関するア
ンケート調査を実施した。
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協会ニュース
最終処分部会
８月31日：第１回九州地域協議会最終処分部会（ホテル
JAL シティ長崎）
・九州地域協議会の報告について
・全産連最終処分部会及び分科会の報告について
・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
・その他

８月３日：サスティナスタイル№ 25 発送

10 月14日：最終処分部会（協会事務局）
・副部会長選任について
・令和２年度 第１回九州地域協議会最終処分部会につ
いて
・令和２年度 事業内容について
・その他

11 月９日：災 害対策委員会（福岡県中小企業振興セン
ター）
・災害協定締結の進捗状況について
・令和２年７月豪雨における協会の対応について
・その他
・協定締結済み市町村（18 市、13 町 計 31 市町）

法制度対策委員会
９月４日：第 39回九州地域協議会優良認定制度連絡協議
委員会（ホテルマリックス宮崎）
・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
９月24日：第１回法制度対策委員会（協会事務局）
・令和2 年における環境省通知について
・九州地域協議会優良認定制度連絡協議委員会について
・令和2 年度の事業について
・その他
10 月14日：第２回法制度対策委員会（Web 会議）
・優良ステッカーについて
・その他
10 月26日：第３回法制度対策委員会（Web 会議）
・優良ステッカーについて
・その他
11月６日：第４回法制度対策委員会（Web 会議）
・優良ステッカーについて
・その他
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10 月６日：会報編集委員会（Web 会議）
・サスティナスタイル№ 26 の内容について

災害対策委員会

協会ニュース
新会員の紹介
正会員
▶福岡支部

株式会社

ＲＳＳ

代表取締役

榎

琢磨

〇収集・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
《連絡先》
〒 816-0805 春日市千歳町 3-46 TEL 092-589-3132 FAX 092-589-3050

▶筑後支部

有限会社

坂口組

代表取締役

津村

剛

〇収集・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、動植物性残さ、ゴムくず、鉱さい、
がれき類、ばいじん
《連絡先》
〒 836-0004 大牟田市手鎌 651-1 TEL 0944-53-1465 FAX 0944-53-0423

株式会社

桃太郎開発

代表取締役

南方

綾子

〇収集・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、動植物性残さ、ゴムくず、鉱さい、
がれき類、動物のふん尿、ばいじん
《連絡先》
〒 838-0055 朝倉市下浦 2382-1 TEL 0946-22-7850 FAX 0946-22-5233

▶北九州支部

有限会社

松浦組

代表取締役

松浦

正始

〇収集・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、木くず、がれき類
《連絡先》
〒 808-0145 北九州市若松区高須南 1-2-122 TEL 093-742-8200 FAX 093-742-8201

株式会社

衛藤工務店

代表取締役

衛藤

綱彦

〇収集・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、がれき類
《連絡先》
〒 802-0032 北九州市小倉北区赤坂 5-5-52 TEL 093-482-2503 FAX 093-531-9476
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協会ニュース
有限会社

小出石組

取締役

小出石

繁幸

〇収集・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
《連絡先》
〒 871-0921

TEL 0979-72-0014

築上郡上毛町土佐井 364

FAX 0979-72-3968

現在会員数（令和２年11月13日現在）
福岡支部
１29

筑豊支部
54

正会員
４41

筑後支部
９8

名簿の変更

賛助会員
２7

北九州支部
１60
総会員
４68

（※ページは『令和 2 年７月 31 日現在の会員名簿』の該当ページ）

○株式会社北九州テクノサービス（P100）
【許可品目の削除】

紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、鉱さい、がれき類

○日鉄スラグ製品株式会社

九州事業所（八幡地区）
（P104）

【社名の変更】
日鉄スラグ製品株式会社八幡事業所

⇒

日鉄スラグ製品株式会社九州事業所（八幡地区）

○前田環境株式会社（P118）
【社名の変更】
前田興業 株式会社

⇒

前田環境

株式会社

○西日本プラント工業株式会社（P156）
【FAX の変更】
FAX 092-533-1736

⇒

092-533-1735

代表者の変更
○株式会社丸清（P100）
代表取締役

多田野

竹幸

⇒

代表取締役

多田野

○株式会社愛和環境開発（P114・154）
代表取締役

矢治

悦子

⇒

代表取締役

矢治

○日鉄高炉セメント株式会社（P156）
担当者
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吉野

浩陽

⇒

担当者

新井

幸男

雅也

靖泰

協会ニュース

協会の動き

月

日

事

項

場

所

５月26日

会報編集委員会（Web 会議）

ー

６月19日

全産連第 10 回定時総会（書面決議）

ー

６月24日

※中止

吉塚合同庁舎

７月29日～31日

オンライン講義を活用した暫定講習会

北九州パークサイドビル

８月21日

実務従事者研修会の開催

飯塚研究開発センター

８月26日～28日

オンライン講義を活用した暫定講習会

福岡県中小企業振興センター

９月17日

実務従事者研修会の開催

久留米ビジネスプラザ

９月18日

※中止

アジュール竹芝

９月24日～25日

オンライン講義を活用した暫定講習会

福岡県中小企業振興センター

10月８日

実務従事者研修会の開催

福岡県中小企業振興センター

10月13日

全産連第 10 回定時総会（Web 会議）

ー

10月16日

第 76 回九州地域協議会へ出席

熊本ホテルキャッスル

10月16日

廃棄物資源循環学会九州支部第 2 回幹事会（Web 会議）

ー

10月28日

４支部合同ゴルフコンペの開催

福岡カンツリー倶楽部

第１回福岡県環境県民会議

全国正会員事務局責任者会議
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協会ニュース
令和２年１１月９日

福岡県内の産業廃棄物処理業における
労働災害発生状況
（２020 年９月）

死亡者数

休業 4 日以上の
死傷者数

0名

５２名
（前月比＋８名）

（協会年間目標数 0 名）

（協会年間目標数 36 名以内）
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」

令和 2 年度 （公社）福岡県産業資源循環協会 労働安全衛生標語

収集運搬部門
誰かが見てるその運転！ 今日も 1 日安全運転 プロの技に手抜きなし

基本作業

処分部門
慣れた時ほど手抜きがち

慌てず急がず

公益社団法人

ひ と 呼吸

福岡県産業資源循環協会 リスク対策部会
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講習会・研修会のご案内
講習会・研修会のご案内
「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」
「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」

暫定講習会のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、標記の講習会につきましては、～
～ 令和３年３
月３１日（水）まで、下記の対応を延長することが決まりました。
試験日程につきましては、別表のとおり実施いたしますので、ご確認の上、お申込みくだ
さいますようお願いいたします。
記
暫定講習会 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２年９月１７日（木）～
※定員に達し次第締切
※テキスト送付・講義動画視聴の観点から試験日の１９日前を申込締切としております
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（書面申込は不可）
申込条件
受講者が居住する都道府県内の会場でのみ受験可
⇒ 福岡県外での受験も可能になりました（できる限りお近くの会場を選択ください）
試験日程
次ページをご参照ください
受験までの流れ

申し込み

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
● 入金後２週間以内に（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
●

会 場 で
受
験

試験結果
送
付

●
●

●
●
●
●

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
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
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講習会・研修会のご案内
暫定講習会開催日程一覧（R02.10.19～R03.3.31）
課程

開催日
令和2年12月2日（水）

9:50 ～
令和2年12月3日（木）

収集運搬

9:50 ～
令和3年3月18日（木）

9:50 ～

新規

令和3年3月19日（金）

9:50 ～
令和2年11月18日（水）

特

管

収集運搬

9:50 ～
令和2年11月19日（木）

9:50 ～
令和3年1月21日（木）

13:30 ～
令和3年1月22日（金）

収集運搬

13:30 ～
令和3年2月25日（木）

13:30 ～

更新

令和3年2月26日（金）

13:30 ～

受講料
¥30,500

75名

¥30,500

75名

¥30,500

75名

¥30,500

75名

¥46,600

75名

¥46,600

75名

¥19,900

75名

¥19,900

75名

¥19,900

75名

¥19,900

75名

令和3年2月25日（木） ¥25,200

処

分

9:50 ～

/¥38,800

※収運同時可 令和3年2月26日（金） ¥25,200
9:50 ～
令和3年1月21日（木）

9:50 ～
令和3年1月22日（金）

特管責任者

9:50 ～
令和3年3月18日（木）

13:30 ～
令和3年3月19日（金）

13:30 ～
令和2年11月18日（水）

PCB作業従事者

13:30 ～
令和2年11月19日（木）

13:30 ～
令和2年12月2日（水）

【医療】特管責任者

13:30 ～
令和2年12月3日（木）

13:30 ～

定員

/¥38,800

会場

（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）

40名
40名

¥13,800

75名

¥13,800

75名

¥13,800

75名

¥13,800

75名

¥12,200

75名

¥12,200

75名

¥13,800

75名

¥13,800

75名

（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）

☆受験会場の制限はなくなりましたが、できる限り在住地の最寄りの会場をお申込みください。
☆お申込みの際は、全てＪＷセンターＨＰからお願いいたします。書面でのお申し込みはできかねますので、
ご了承ください。
☆空き状況につきましては、各自ＪＷセンターＨＰで最新情報をご確認ください
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入会のご案内

講習会・研修会のご案内

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「目的別に探す」⇒「入会案内」⇒「災害廃棄物の処理の協定に関す
る資料（会員向け）」⇒「経営事項審査に必要な書類」からダウンロードする
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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入会のご案内

入会のご案内
私ども産業廃棄物処理業界は環境産業の有力な担い手として、今後の成長産業に数えられております。さら
に健全な業界に発展していくためには、排出業界はもとより、収集運搬・中間処理・最終処分の業を行う方々
が結束し、そのスケールメリットを生かして共存発展することが必要です。
当協会にぜひご入会いただき、公益社団法人会員としての信用と、協会の事業活動の成果を享受されますよ
うご案内いたします。

① 業界の動向や法律改正などに関する研修会の開催及び許可講習会の案内
② 環境省など中央の動向や最新情報の提供

入会メリット

③ 福岡県・北九州市・福岡市および久留米市条例など地元の最新情報の提供
④ 参考となる先進施設の見学会の開催
⑤ 会員間の親睦と交流、情報交換の場の提供
⑥ 環境フェアや環境展を通して会員の紹介

■ 入会金

■会

入会金及び会費

入会申込書の
入手方法

費

正会員			

30,000円

賛助会員⑴（産業廃棄物排出事業者）		

10,000円

賛助会員⑵（その他の関連事業者）		

30,000円

正会員

（収集・運搬業）

月額

		

（中間処理業）

月額 13,000円

		

（最終処分業）

月額 15,000円

賛助会員⑴（産業廃棄物排出事業者）

年額 15,000円

賛助会員⑵（その他の関連事業者）

年額 50,000円

協会ホームページTOP → 入会案内について → 入会案内申込書ダウンロード
②お電話にて請求
以下のお問合わせ先までご連絡下さい。
至呉服町

福岡県福岡市博多区吉塚本町13-47


至箱崎宮前
地下鉄
馬出九大病院前

福岡県
県警本部
博多
税務署
日蓮上人像

東公園

福岡県国保会館2階

福岡県国保会館２F

話：092-651-0171

福岡県吉塚
合同庁舎

M a i l：info@f-sanpai.com
至博多
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6,000円

①協会HPから入手（http：//f-sanpai.com/）

公益社団法人
福岡県産業資源循環協会

お問い合わせ

等

JR吉塚駅

至箱崎

入会のご案内
編集委員と事務局員の ひとり言 コーナー

娘の宿題
小学５年生の娘。とくに受験の予定などはないのですが、塾に通っています。
小学５年生の娘。とくに受験の予定などはないのですが、塾に通っています。

編集委員長
白井 文平

「パパ、これわからんのやけど教えて！」
「パパ、これわからんのやけど教えて！」

宿題のプリントを渡されました。
・・・・・？？？なんじゃこりゃ？？？
宿題のプリントを渡されました。
・・・・・？？？なんじゃこりゃ？？？
A

D

E

B

C

上の図の四角形ABCDは、ADとBCが平行の台形です。
上の図の四角形 ABCD は、AD と BC が平行の台形です。
AD:BC=4:5、三角形AEDの面積と三角形BCEの面積はそれぞれ60㎠、45㎠です。

AD:BC=4:5、三角形 AED の面積と三角形 BCE の面積はそれぞれ 60 ㎠、45 ㎠です。
これについて次の問いに答えなさい。
これについて次の問いに答えなさい。

（１）AE:EBを求めなさい。

（１）AE:EB を求めなさい。

（２）
三角形CDEの面積は何㎠ですか。
ちなみに解答は
（１）
（２）
１１１㎠らしいです。
（２）三角形
CDE５：３、
の面積は何㎠ですか。

解説を見てもわかりませんでした。今の子どもって大変ですね。

そろそろ受験シーズンです。受験生はコロナ禍で大変ですが、努力の成果が十分発揮
ちなみに解答は（１）５：３、
（２）１１１㎠らしいです。

できるように、体調管理には気を付けて欲しいです。表紙の太宰府天満宮は学問の神
解説を見てもわかりませんでした。今の子どもって大変ですね。

様です。最後の神頼みにも万全の対策をして出かけましょう。
そろそろ受験シーズンです。受験生はコロナ禍で大変ですが、努力の成果が十分発揮できる
ように、体調管理には気を付けて欲しいです。表紙の大宰府天満宮は学問の神様です。最後
の神頼みにも万全の対策をして出かけましょう。

ナウい IT ツール（第1回：図書館活用ツール：Libron）
愛読雑誌はMacFanの岡です。今回はLibronという図書館活用ツールについて
ご紹介致します。
Libronはインターネットブラウザーを利用して、Amazon のページから最寄り
の図書館の蔵書を検索できる便利なツールです。自分が利用する図書館（市町村等）
を設定し、Amazonで本を検索し、その本が設定した図書館にあれば、「○○図書
館で予約する」が表示され、それをクリック
すると、図書館の予約ページに移動すると

事務局
岡 重男

いう便利なサイトです。
読みたかった本が、購入せずに読めるだ
けでなく、地元の図書館を身近に感じるこ
とができます。ぜひ皆さんもご活用下さい。
Libron：http://www.libron.net/
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申込先：
（公社）福岡県産業資源循環協会行き

【ご意見・ご感想】

■■
■■

■■
■■

本会報誌への皆様のご意見をお聞かせください。
いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つ会報誌とするための参考と
させていただきます。ご協力をお願いします。

１．どのパートの記事が役に立ちましたか。
（該当する項目を
□ １．トピックス

チェックして下さい。複数回答可）
□ ４支部合同ゴルフコンペ
□ 適正処理啓発部会・適正処理啓発強化月間（10月～12月）
□ 青年部会ボランティア清掃活動 実施報告

□ ２．快適職場づくり

□ イライラをコントロールする
□ 働く人の快眠術

□ ３．行政・各種団体ニュース □「低濃度PCB 含有廃棄物に関する測定方法」が改定されました

ミシン目

□ 産業廃棄物処理業に係る優良認定基準が改正されました
□「エコふぁみ」チラシ
□ 廃棄物処理施設における各種税制優遇制度について
□ 福岡県最低賃金 2020
□ 福岡市古紙回収分別
□ ウォームビズ

□ ４．産廃クローズアップ □ 優良認定処理業者 取得企業の声紹介コーナー（大谷化学工業㈱）
□ ５．協会ニュース
□ ６．講習会・研修会のご案内
□ ７．入会のご案内
□ ８．編集委員と事務局員
のひとり言
□ ９．その他

【そう思われた理由】

２．ご意見・ご要望（自由記入欄）

本頁を切りとっていただき、ご記入後FAXにて協会事務局までお送りください。

編 集 後 記
今年も全国的に気温が高く、多数の方が熱中症に見舞われていましたが、10月入ってからはいつの
間にか、肌寒くなってきました。新型コロナウイルス感染症が蔓延する中、外出も極力避けながらの
生活となると活動量が減りがちですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
感染の拡大は世界的に収まっていませんが、マスクや医療用機器、各種生活必需品の困窮などが発
生した混乱期の緊急対応の状態に比べると、予断は許さないものの落ち着きを見せてきたように感じ
ています。
以前このような状況の中、「トイレットペーパー不足」のフェイクニュースが流れて、それに伴う一
時的な買占め騒動が発生いたしました。新型コロナウイルスの猛威を振るい、感染症が再度増えてい
く状況になると同じ現象が発生しうると思います。
そこで今度フェイクニュースに騙されないための方法について少し紹介したいと思います。
①まずは情報の出どころを確認すること
 目を引く情報を見つけた時にも、まずは記事の見出しだけで判断せず、内容までしっかり読
むことをお勧めします。先入観や決まり切ったイメージを持って記事を読んでしまうと、内容
が誤っていた場合に気づくことが難しいです。
 外部リンクなどの情報源が使用されている場合は、参照元の情報が正確であるかを確認する
ことも大切です。
②複数の情報を見比べること
 ネット情報であれば、テレビや新聞、雑誌など他のメディアではどのように伝えられている
のかを確認してみましょう。1つの記事だけで判断せず、他のサイトや他の記事で報じられてい
る内容をチェックすることが大切です。
③正しいと思って誤った情報を発信してしまうこともあると頭に入れておく
 人間ですから注意をしていたとしても間違った情報を発信してしまう場合がどうしても存在
します。勘違いや確認不足などは避けることができない部分がありますので、そのことを頭に
入れておくと、一歩立ち止まって考えることにつながるのではないでしょうか。

― 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68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

2020.11
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■ ４支部合同ゴルフコンペ
■ 適正処理啓発部会・適正処理啓発強化月間
（10月～ 12月）

公益社団法人福岡県産業資源循環協会
〒812-0046

福岡市博多区吉塚本町13番47号

TEL 092-651-0171

FAX 092-651-1065

■ 青年部会ボランティア清掃活動 実施報告

福岡県国保会館２Ｆ

http://www.f-sanpai.com
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