
循 環 第 １ ６ ５ ９ 号  

平成２７年２月２３日  

  

 

各     位 

 

北海道環境生活部環境局循環型社会推進課長  

 

平成２６年度リサイクル事業人材育成セミナーの開催について（通知） 

 日ごろから、環境行政の推進につきましては、格別の御協力を頂き、厚くお礼申し

上げます。 

さて、この度、循環型社会形成の推進に不可欠であるリサイクル産業の振興を図る

ため、リサイクル製品製造の事業化を計画している中小企業等を対象として、リサイ

クル産業の担い手となる人材を育成するため、別添開催要領のとおり、リサイクル事

業人材育成セミナーを開催することといたしました。 

つきましては、貴所属団体・企業等へ、広く周知していただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

 

記 

 

１ 日  時 

  平成２７年３月１７日（火）１３：００～１７：００［１日目／講義］ 

３月１８日（水） ９：３０～１７：００［２日目／事業所見学］ 

 

２ 開催場所 

(1)講義（１日目） 

・北海道庁赤れんが庁舎 ２階１号会議室（札幌市中央区北３条西６丁目） 

(2)事業所見学（２日目） 

    ・北清企業株式会社（札幌市東区北丘珠５条４丁目） 

  ・サンフロア工業株式会社（岩見沢市大和３条４丁目） 

 

３ ホームページＵＲＬ 

  平成２６年度リサイクル事業人材育成セミナー 

  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/top_page/3r.htm 

 

 

 

 循環推進グループ 担当：岡田 

TEL：011-204-5197（ダイヤルイン ) 

FAX：011-232-4970 

 



 

平成２６年度リサイクル事業人材育成セミナー開催要領 

 

 

１ 開催趣旨 

    循環型社会の形成に向けて、廃棄物を循環資源として有効利用するリサイクル製品を製造・販売す

るリサイクル産業の振興を図るため、リサイクル製品製造の事業化を計画している中小企業等を対象

として、リサイクル産業の担い手となる人材を育成するため、リサイクル製品の特殊性を踏まえた商

品化等に関するセミナーを開催する。 

 

２ 開催日時 

 平成２７年３月１７日（火）１３：００～１７：００［１日目／講義］ 

３月１８日（水） ９：３０～１７：００［２日目／事業所見学］ 

 

３ 開催場所 

(1) 講義（１日目） 

・北海道庁赤れんが庁舎 ２階１号会議室（札幌市中央区北３条６丁目） 

(2) 事業所見学（２日目） 

    ・北清企業株式会社（札幌市東区北丘珠５条４丁目） 

  ・サンフロア工業株式会社（岩見沢市大和３条４丁目） 

 

４ 対象者 

(1) リサイクル製品の製造に新たに取り組むことを計画（予定）している産業廃棄物処理業者、製造

業者、建設業者等 

 (2) リサイクル製品を製造している事業者で、新製品の製造など、新たな事業展開を計画（予定）し

ている事業者 

(3) 自社独自で、または他の事業者と協力して、廃棄物の排出抑制・減量化・リサイクル等の取り組

みを進めたいと考えている事業者 

 

５ 定員 

 １００名 

 事業所見学（２日目）のみ、定員を先着４０名とする。 

 

６ 受講料 

無料 

※ ただし、事業所見学（２日目）の昼食代は、各自負担とする。 

 

 

 

 



７ カリキュラム 

 (1) ３月１７日（火）［１日目／講義］ 

時間 内容 

13:00～13:05 主催者挨拶・日程説明 

13:05～14:05 

（１時間 ） 

●講義『リサイクル分野で成功するための起業戦略』 

講師 株式会社 新事業創造プラザ  代表取締役 吉澤 慶記 氏 

14:10～15:10 

(１時間 ) 

●講義『株式会社シティックが取組むリサイクル事業について』 

講師 株式会社シティック 主任研究員 武部 史彦 氏 

15:10～15:25 休 憩 

15:25～16:05 

（40分） 

●講義『産学官連携による取組事例について』 

講師 北海道循環資源利用促進協議会 幹事 菊地 政明 氏 

16:05～16:45 

（40分） 

●制度説明『循環資源利用促進税事業の紹介』 

説明者 北海道環境生活部 環境局 循環型社会推進課 循環推進グループ 

     北海道経済部 環境・エネルギー室 

 

 (2) ３月２６日（水）［２日目／事業所見学］ 

時間 内容 

～9:30 集合（道庁前） 

09:30～10:30 〈バス移動〉 

10:30～12:00 

(1時間 30分) 

事業所見学① 

 北清企業株式会社（札幌市東区北丘珠５条４丁目） 
～廃石こうボードのリサイクル・ＢＤＦ製造プラント・ 

ＲＰＦ製造プラント～ 

12:00～12:15 〈バス移動〉 

12:15～13:15 昼食 

13:15～14:30 〈バス移動〉 

14:30～15:30 

（1時間30分） 

事業所見学② 

 サンフロア工業 株式会社（岩見沢市大和３条４丁目） 
～廃タイヤのリサイクル ゴムチップ製品の製造～ 

15:30～17:00 〈バス移動〉 

   17:10 解散（道庁前） 

 



 

 

 

 

 

 

◆日 時 平成２７年３月１７日（火）13:00～17:00［1 日目／講義］ 

日時 平成 23 年 ３月１８日（水） 9:30～17:00［２日目／事業所見学］ 

  

◆場 所 北海道庁赤れんが庁舎 ２階 １号会議室（札幌市中央区北３条西６丁目） 

 場  所 事業所見学（詳細は下記カリキュラムのとおり） 

  

◆定 員 ３／３／３／３／１７１７１７１７((((火火火火))))講義：１００１００１００１００名名名名、３／１８(水)事業所見学：先着４０先着４０先着４０先着４０名名名名    
        

◆受講料    無料無料無料無料        

※※※※    ３／３／３／３／１８１８１８１８（事業所（事業所（事業所（事業所見学見学見学見学））））のののの昼食代は、昼食代は、昼食代は、昼食代は、各自負担となります。各自負担となります。各自負担となります。各自負担となります。    

     

 

◆主な対象者 ①リサイクル製品の製造に新たに取り組むことを計画（予定）している産業廃棄物処理業者、

製造業者、建設業者などの方々 

        ②リサイクル製品を製造している事業者で、新製品の製造など、新たな事業展開を計画（予

定）している事業者の方々 

        ③自社独自で、又は他の事業者と協力して、廃棄物の排出抑制・減量化・リサイクル等の取

り組みを進めたいと考えている事業者の方々（食品製造業、飲食店チェーン等） 

 

◆申込方法 

  裏面の「受講申込書」により、３月１３日(金)までに郵送、FAX、電子メールによりお申し込みください。 
    
◎カリキュラム◎カリキュラム◎カリキュラム◎カリキュラム    

 

３ 

月

17

日 

(火) 

講義 

13:00 

～

17:00 

『リサイクル分野で成功するための起業戦略』    

講師：株式会社 北海道新事業創造プラザ 代表取締役 吉澤吉澤吉澤吉澤    慶記慶記慶記慶記    氏氏氏氏    
                                                インキュベーションマネージャー 北海道ＩＭ連携促進会会長 

『株式会社シティック が取組むリサイクル事業について』 
講師：(株)シティック 開発部 武部 史彦 氏 

『産学官連携による取組事例について』 

講師：北海道循環資源利用促進協議会 幹事 菊地 政明 氏 
 

『循環資源利用促進税事業の紹介』 
説明者：北海道環境生活部 環境局循環型社会推進課 

      北海道経済部 環境・エネルギー室 

3 

月

18

日

(水) 

事業所

見学 

 

9:30 

～

17:00 

北清企業 株式会社（札幌市東区北丘珠５条４丁目） 

～廃石こうボードのリサイクル（北海道認定リサイクル製品）・ＢＤＦ製造プラント・ＲＰＦ製造プラント～ 

北海道グリーンビズ認定事業所 

（ 昼食 ） 

サンフロア工業 株式会社（岩見沢市大和３条４丁目） 

  ～廃タイヤのリサイクル ゴムチップ製品（北海道認定リサイクル製品）の製造～ 

 

 

 

北海道では、リサイクル産業の振興を図るため、リサイクル製品製造の事業化を計画している中

小企業等を対象として、リサイクル産業の担い手となる人材を育成するため、廃棄物を循環資源と

して有効利用する取組や、リサイクル製品の商品化等について学ぶセミナーを開催します。 

リサイクルイメージキャラクタ 

ぐりんちゃん       くるりん 

自社倉庫に、地中熱ヒートポンプや空気熱ヒートポンプ、ＬＥＤ照明、太陽光発電蓄電システムを導入した

環境配慮型施設  北海道グリーンビズ認定事業所 



 

平成２６年度 リサイクル事業人材育成セミナー 

★受講申込書★ 
 

宛先：北海道 環境生活部 環境局 循環型社会推進課 循環推進グループ 行 

（担当：岡田） 

FAX：011-232-4970   

E-mail：kansei.kanhai1@pref.hokkaido.lg.jp 
 

企業名・団体名  

受講者 

所 属 職名 氏 名 

受講希望 
(〇・×) 

3/3/3/3/17171717        
講義講義講義講義    

3/3/3/3/18181818    
事業所見学事業所見学事業所見学事業所見学    

     

     

     

ご

連

絡

先 

ご担当者名  

TEL/FAX  

E-mail  

ご住所 〒 

 

 

お申込み・お問い合わせ先 

 部 署：北海道 環境生活部 環境局 循環型社会推進課 循環推進グループ 

 担当者：岡田 

 住 所：北海道札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁１２階 

 電 話：０１１－２０４－５１９７（直通） 

 ＦＡＸ：０１１－２３２－４９７０ 

 E-mail：kansei.kanhai1@pref.hokkaido.lg.jp 
 


