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処理の委託に

ついて

　産業廃棄物の収集運搬や処分を処理業者に委託する排出事業者は、産業廃棄物の種類

ごと及び行き先（処理業者の施設等）ごとに、処理業者に対してマニフェストを交付すること

が義務付けられています。また、処理業者についても、受託した産業廃棄物の収集運搬や

処分の終了を報告するため排出事業者にマニフェストを送付することが必要です。

P3「マニフェストの普及啓発」参照

　産業廃棄物の処理を委託する排出事業者には、廃棄物処理法に定められている委託基準

の遵守や産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付が義務付けられています。委託基準では、

排出事業者の義務として、産業廃棄物の処理を委託しようとする処理業者の許可内容を確認

することや、処理業者と書面により委託契約書（二者契約）を締結することを定めています。

P3「委託契約書の普及」参照

産業廃棄物
処理業とは

　産業廃棄物処理業者は、その事業の区域を管轄する都道府県知事等から業の許可を受

けています。許可業者には、許可の有効期間や取り扱える産業廃棄物の種類及び事業の範

囲（収集運搬、中間処理、最終処分）などを定めた許可証が交付されており、排出事業者は

処理を委託する前にこの内容を必ず確認することが大切です。

　また、産業廃棄物処理業は、排出事業者から受託した産業廃棄物を適正に処理するだけ

でなく、「資源・エネルギーの創り手」である循環産業の役割が期待されるようになっています。

マニフェスト
って何 ?

　事業活動からは、さまざまな産業廃棄物が発生します。産業廃棄物を排出する
事業者は、その産業廃棄物の種類や性質等に応じ、適切な対応を図らなければ
なりません。これは廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）で義務
付けられています。
　「廃棄物は、産業廃棄物処理業者に渡してしまえばおしまい」ではありません。
　産業廃棄物に関する責任と義務を正しく理解し、適正な処理・再資源化を行う
ことが事業者のリスク管理として最も大切です。
　全国産業資源循環連合会では、産業廃棄物の適正な処理と再資源化に関する
社会の理解を深め、産業と環境、人々の生活がより健やかに発展していくように
さまざまな取り組みを行っています。
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適正な処理・再資源化
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建築現場から生じたコンクリート
破片、アスファルト破片など

がれき類廃プラスチック類

工場などから排出される泥状のもの

汚泥

潤滑油、洗浄用油など

廃油

鉄くず、アルミくずなど

金属くず

熱利用

発電

土木資材
セメント原料 等 再生油 等

建設資材
燃料化 等
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燃料化 等

飼料化
肥料化 等
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最終処分場の環境管理

建設汚泥リサイクル事例集

安全衛生ポスター

持続可能な社会のために、
私たちは次のことを重点的に取り組みます。

■ 業態ごとの専門的課題への対応
　処理業の業態（収集運搬部門、中間処理部門、最終処分部門、医療廃棄物部門、建設廃棄物部門）ごとの
専門的な課題を検討するために部会を設置し、事業に対する社会的ニーズ、リサイクル等の資源循環への対応、
事業の効率化及び技術の高度化等の課題に応じた実態調査の実施、調査研究及び普及啓発活動を行っています。

■ 経営実態に関する情報収集・調査
　中小事業者が大多数を占める処理業の経営実態等を把握するための情報収集や調査を行い、適正処理の推進
に向けた業界の健全化・適正化に努めています。

● 他団体への協力及び支援
　国の機関や関係団体、学会等との各種の連携・交流を積極的に進めています。また、他団体が主催する
産業廃棄物に関する講習会や研修会の開催協力、産業廃棄物の適正処理に資する他団体の事業への
協力及び支援を行っています。

社会貢献

連携・交流

広報

育成

適正処理推進

表彰その他
各種事業

● 国等による制度検討への参画及び情報提供
　産業廃棄物に関する制度等について国及び関係機関の検討に参画し、業界としての意見や提案を行って
います。また、都道府県協会を通じて、その検討経過を含めた情報を協会会員事業者に提供しています。

■ 産業廃棄物処理実務者研修会
　産業廃棄物処理に携わる実務者を対象に、処理業を行う上での基本的
な事項である委託契約書、マニフェスト、帳簿等の基礎研修を実施して
います。

■ 産業廃棄物処理業従事者能力アップセミナー
　産業廃棄物処理業従事者の能力知識の向上を図り、次世代を担う
優秀な人材を育成するため、処理業に従事している中堅社員を対象と
した事業部門別（営業、現業管理）のセミナーを開催しています。

■ ｅラーニング講座
　インターネット環境を利用し、パソコンがあればいつでもどこからでも受講可能なeラーニング講座を開講していま
す。産業廃棄物処理に関する廃棄物処理法の内容を中心に、パソコンから映像を視聴いただく講義となっています。

● セミナー・出版等を通じた適正処理の啓発
　セミナーや出版等を通じて、産業廃棄物の適正処理等に関する理解を図る
ための広報活動に取り組んでいます。

● 産業廃棄物専門誌「いんだすと（INDUST）」の発行等
　産業廃棄物処理事業とその意義を一般に普及するため、産業廃棄物の
専門誌「いんだすと（INDUST）」を毎月発行し、産廃処理技術の研究・開発
促進、人材育成、安全衛生などに関する情報を提供しています。
　また、年間購読者を対象に電子版の提供も行っており、パソコン、タブレット
などの端末を利用して読むことができます。

● 人材及び優良事業者の育成
　循環型社会の形成や適正処理の確保に資するため、産業廃棄物処理業の人材と優良事業者の育成を
目的に、実務経験者及び行政経験者等の専門家を講師として、受講者の経験等に応じた各種の研修事業
の企画・運営を行っています。また、パソコンを使ったeラーニング講座も定期的に開講しています。

● 労働安全衛生
　労働安全衛生に関する情報及び教材の提供、指導者の育成等の支援を行い、処理業者の労働安全
衛生に対する意識の向上に取り組んでいます。

● 表彰制度
　適正な処理を行い国民の生活環境の保全に寄与し、全国産業資源循環連合会及び都道府県協会の事業
活動を通じて処理業界の発展に貢献した功労を称え、その功績を顕彰するための表彰制度を設けています。

● 各種事業
　産業廃棄物に関する相談事項への対応、税制上の課題対応、処理業者向け必携手帳の製作・発行、
処理施設で起こる万一の事故に備えた産業廃棄物処理施設賠償責任保険及び業務災害補償制度の
加入推奨、関係図書等の斡旋等の各種の事業を行っています。

● マニフェストの普及啓発
　産業廃棄物の適正処理のために廃棄物処理法で義務付けられている紙
マニフェストの用紙を作成し、全国の都道府県協会を通じて有償頒布して
います。あわせて、紙マニフェストの正しい使い方を説明した「マニフェスト
システムがよくわかる本」を有償頒布しています。
　紙マニフェスト等の事務管理をサポートする電子的仕組み（システム）と
して「マニフェスト・スマートプラス」を提供しています。

● 委託契約書の普及
　産業廃棄物の適正処理推進の一環として、廃棄物処理法に基づく委託契約書の手引を作成し、有
償頒布しています。

● 調査研究・普及啓発
　産業廃棄物処理・資源循環に関する技術の向上・高度化、処理業の経営環境等に関する情報収集
及び調査研究を行い、その成果の普及啓発に努めています。具体的には、大きく分けて以下の２つの事業
に取り組んでいます。

● 地球温暖化対策の推進
　低炭素社会の実現に向けて、都道府県協会とともに実態把握のための必要な調査を行い、処理業から
排出される温室効果ガスの削減、省エネ、エネルギー回収等の推進に取り組んでいます。

● 災害廃棄物処理の支援
　被災地域の早期復旧を目的に、都道府県協会が市町村等と連携し、迅速かつ適正に災害廃棄物処理
支援事業に取り組むことができるよう必要な情報を提供するほか、一定の支援を実施しています。

● 不法投棄防止・適正処理の推進
　都道府県協会が各地域で実施する不法投棄防止のための事業（不法投棄撲滅キャンペーン、監視パト
ロール等）や、産業廃棄物の適正処理を啓発するための研修会の開催等に対して支援・協力を行っています。

適正処理の確保 人材育成の推進 労働安全衛生の向上

低炭素社会への貢献 災害廃棄物処理への協力
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１． 正会員
　都道府県を単位とする産業廃棄物処理業者等の産業廃棄物の適正処理等に関係する
事業者の団体で本会の目的に賛同して入会したもの

２． 賛助会員
　正会員に該当しない者であって本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体

会　　員

　公益社団法人全国産業資源循環連合会の前身である全国産業廃棄物連合会は昭和53年に創立し、

「産業廃棄物の適正処理の推進」と「国民の生活環境の保全」、そして「わが国の産業の健全な発展」を目

的に、当初は任意団体として活動を開始しました。

　続いて、昭和60年に厚生大臣（平成13年から環境大臣）の許可を受けて社団法人化され、平成23年4月

からは公益法人制度改革に伴う内閣総理大臣の認定による公益社団法人として新たにスタートしました。

その後、平成30年4月1日には連合会の名称を「全国産業資源循環連合会」に変更しました。

　連合会の正会員は、都道府県を単位とする産業廃棄物処理業者等の事業者の団体（都道府県協会）で

あり、産業廃棄物の適正処理の確保や循環型社会の形成のための調査研究及び人材育成、産業廃棄物

処理業における地球温暖化防止の取り組みや災害廃棄物処理の支援などの事業を展開しています。

1978年（昭和53年） 7月 全国産業廃棄物連合会創立

1985年（昭和60年） 7月 社団法人全国産業廃棄物連合会設立

1988年（昭和63年） 7月 地域協議会制度制定

1992年（平成4年）  9月 部会、専門部会制度制定

1998年（平成10年） 12月 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の発行・頒布

2000年（平成12年） 10月 青年部協議会設立

2001年（平成13年） 1月 省庁再編に伴い主務大臣が厚生大臣から環境大臣に移行

2002年（平成14年） 12月 「産業廃棄物と環境を考える全国大会」開催（年1回）

2003年（平成15年） 5月 「倫理綱領」「不祥事発生時の行動指針」策定

2005年（平成17年） 6月 法人化２０周年記念式典開催

2011年（平成23年） 4月 公益社団法人に移行（内閣総理大臣認定）

2018年（平成30年） 4月 「公益社団法人全国産業資源循環連合会」に名称を変更

〒106-0032
東京都港区六本木三丁目1番17号（第2ABビル4階）
TEL 03－3224－0811（代表）
FAX 03－3224－0820
URL https://www.zensanpairen.or.jp

１． 公益目的事業
（１）産業廃棄物の適正処理、不法投棄の防止及び資源循環を進めるための調査研究、
 普及啓発等の適正処理推進事業
（２）産業廃棄物の適正処理及び資源循環に係る能力開発のための教育研修・人材育成事業
（３）産業廃棄物に係る地球環境保全対策を目的とした事業
（４）その他、公益目的を達成するために必要な事業

２． その他の事業
（１）正会員の情報交換等の共益的な事業
（２）産業廃棄物の適正処理等に資する講習会等の各種事業への協力連携事業

概要

公益社団法人全国産業資源循環連合会とは

事務局所在地

昭和 60 年 7 月 12 日

平成 23 年 4 月 1 日

法人成立年月日

公益社団法人
設立年月日

　本会は、産業廃棄物の適正処理等に係る調査研究及び人材育成等を行うこと
により、我が国における産業廃棄物の適正処理の確保、不法投棄の防止及び
資源循環等の取り組みを促進し、もって公衆衛生の向上、持続可能な循環型社会
の形成及び地球環境保全等の公益の増進に寄与することを目的とする。

法人の目的

事業の概要

※1 委員会

※2 部会

※3 分科会

連合会で行っている事業のうち、理事会が必要と認めた事項について検討
を行います。
 
産業廃棄物処理業の特異性を踏まえ、特定の分野についての適正処理
の推進、処理業界の資質の向上等を目的として各種部会を設置しています。 
部会の運営は各地域ブロックから選ばれた委員からなる運営委員会が担っ
ています。
 
運営委員会で取り上げられる事項の中で、より具体的な検討を行うことが
必要になった場合に設置します。 それぞれのテーマに関して意見交換や勉強
会を行い、業界が取り組むべき課題への意見集約などを行います。

総会

理事会

総務倫理委員会

法制度対策委員会

収集運搬部会

マニフェスト推進委員会

教育研修委員会

安全衛生委員会

災害廃棄物委員会

監事

地域協議会

北海道・東北地域協議会 ７道県

関東地域協議会 ８都県

信越・北陸地域協議会 ５県

中部地域協議会 ４県

近畿地域協議会 ６府県

中国地域協議会 ５県

四国地域協議会 ４県

九州地域協議会 ８県

委員会 ※1 部会 ※2 ・ 分科会 ※3

事務局

事業部 調査部

中間処理部会

医療廃棄物部会

最終処分部会

処分場早期安定化分科会
建設汚泥分科会

再生砕石分科会

建設廃棄物部会

混合廃棄物分科会

総務部

5 6



１． 正会員
　都道府県を単位とする産業廃棄物処理業者等の産業廃棄物の適正処理等に関係する
事業者の団体で本会の目的に賛同して入会したもの

２． 賛助会員
　正会員に該当しない者であって本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体

会　　員

　公益社団法人全国産業資源循環連合会の前身である全国産業廃棄物連合会は昭和53年に創立し、

「産業廃棄物の適正処理の推進」と「国民の生活環境の保全」、そして「わが国の産業の健全な発展」を目

的に、当初は任意団体として活動を開始しました。

　続いて、昭和60年に厚生大臣（平成13年から環境大臣）の許可を受けて社団法人化され、平成23年4月

からは公益法人制度改革に伴う内閣総理大臣の認定による公益社団法人として新たにスタートしました。

その後、平成30年4月1日には連合会の名称を「全国産業資源循環連合会」に変更しました。

　連合会の正会員は、都道府県を単位とする産業廃棄物処理業者等の事業者の団体（都道府県協会）で

あり、産業廃棄物の適正処理の確保や循環型社会の形成のための調査研究及び人材育成、産業廃棄物

処理業における地球温暖化防止の取り組みや災害廃棄物処理の支援などの事業を展開しています。

1978年（昭和53年） 7月 全国産業廃棄物連合会創立

1985年（昭和60年） 7月 社団法人全国産業廃棄物連合会設立

1988年（昭和63年） 7月 地域協議会制度制定

1992年（平成4年）  9月 部会、専門部会制度制定

1998年（平成10年） 12月 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の発行・頒布

2000年（平成12年） 10月 青年部協議会設立

2001年（平成13年） 1月 省庁再編に伴い主務大臣が厚生大臣から環境大臣に移行

2002年（平成14年） 12月 「産業廃棄物と環境を考える全国大会」開催（年1回）

2003年（平成15年） 5月 「倫理綱領」「不祥事発生時の行動指針」策定

2005年（平成17年） 6月 法人化２０周年記念式典開催

2011年（平成23年） 4月 公益社団法人に移行（内閣総理大臣認定）

2018年（平成30年） 4月 「公益社団法人全国産業資源循環連合会」に名称を変更

〒106-0032
東京都港区六本木三丁目1番17号（第2ABビル4階）
TEL 03－3224－0811（代表）
FAX 03－3224－0820
URL https://www.zensanpairen.or.jp

１． 公益目的事業
（１）産業廃棄物の適正処理、不法投棄の防止及び資源循環を進めるための調査研究、
 普及啓発等の適正処理推進事業
（２）産業廃棄物の適正処理及び資源循環に係る能力開発のための教育研修・人材育成事業
（３）産業廃棄物に係る地球環境保全対策を目的とした事業
（４）その他、公益目的を達成するために必要な事業

２． その他の事業
（１）正会員の情報交換等の共益的な事業
（２）産業廃棄物の適正処理等に資する講習会等の各種事業への協力連携事業

組織図

主なあゆみ公益社団法人全国産業資源循環連合会とは

事務局所在地

昭和 60 年 7 月 12 日

平成 23 年 4 月 1 日

法人成立年月日

公益社団法人
設立年月日

　本会は、産業廃棄物の適正処理等に係る調査研究及び人材育成等を行うこと
により、我が国における産業廃棄物の適正処理の確保、不法投棄の防止及び
資源循環等の取り組みを促進し、もって公衆衛生の向上、持続可能な循環型社会
の形成及び地球環境保全等の公益の増進に寄与することを目的とする。

法人の目的

事業の概要

※1 委員会

※2 部会

※3 分科会

連合会で行っている事業のうち、理事会が必要と認めた事項について検討
を行います。
 
産業廃棄物処理業の特異性を踏まえ、特定の分野についての適正処理
の推進、処理業界の資質の向上等を目的として各種部会を設置しています。 
部会の運営は各地域ブロックから選ばれた委員からなる運営委員会が担っ
ています。
 
運営委員会で取り上げられる事項の中で、より具体的な検討を行うことが
必要になった場合に設置します。 それぞれのテーマに関して意見交換や勉強
会を行い、業界が取り組むべき課題への意見集約などを行います。

総会

理事会

総務倫理委員会

法制度対策委員会

収集運搬部会

マニフェスト推進委員会

教育研修委員会

安全衛生委員会

災害廃棄物委員会

監事

地域協議会

北海道・東北地域協議会 ７道県

関東地域協議会 ８都県

信越・北陸地域協議会 ５県

中部地域協議会 ４県

近畿地域協議会 ６府県

中国地域協議会 ５県

四国地域協議会 ４県

九州地域協議会 ８県

委員会 ※1 部会 ※2 ・ 分科会 ※3

事務局

事業部 調査部

中間処理部会

医療廃棄物部会

最終処分部会

処分場早期安定化分科会
建設汚泥分科会

再生砕石分科会

建設廃棄物部会

混合廃棄物分科会

総務部

5 6



● 正会員
　都道府県を単位とする産業廃棄物処理業者等の産業廃棄物の適正処理等に関係する事業者の団体で本会の目的に
賛同して入会したもの

● 賛助会員
　　正会員に該当しない者であって本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体

北海道・東北

公益社団法人 北海道産業資源循環協会 〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5条西 6-1-23 北海道通信ビル５F
 TEL:011-241-7611 FAX:011-241-7612

一般社団法人 青森県産業廃棄物協会 〒030-0802 青森県青森市本町 5-5-21 青森県農業共済会館 2F
 TEL:017-721-3911 FAX:017-721-3838

一般社団法人 岩手県産業資源循環協会 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸 16-15 内丸ビル5Ｆ
 TEL:019-625-2201 FAX:019-624-1920

一般社団法人 宮城県産業資源循環協会 〒980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通 1-4-15 仙台市交通局本局庁舎４Ｆ
 TEL:022-290-3810 FAX:022-290-0381

一般社団法人 秋田県産業廃棄物協会 〒010-0951 秋田県秋田市山王 3-1-7 東カンビル3F
 TEL:018-863-7107 FAX:018-863-6977

一般社団法人 山形県産業資源循環協会 〒990-0041 山形県山形市緑町 1-9-30 緑町会館 6F
 TEL:023-624-5560 FAX:023-624-5360

一般社団法人 福島県産業資源循環協会 〒960-8043 福島県福島市中町 4-20みんゆうビル4F 405 号室
 TEL:024-524-1953 FAX:024-523-4723
 

関東

一般社団法人 茨城県産業資源循環協会 〒310-0852 茨城県水戸市笠原町 978-25 茨城県開発公社ビル4F
 TEL:029-301-7100 FAX:029-301-7103

公益社団法人 栃木県産業資源循環協会 〒320-0043 栃木県宇都宮市桜 4-2-2 栃木県立美術館普及分館３F
 TEL:028-612-8016 FAX:028-612-8017

公益社団法人 群馬県環境資源創生協会 〒371-0025 群馬県前橋市紅雲町 1-7-12 住宅供給公社ビル3F
 TEL:027-243-8111 FAX:027-243-4911

一般社団法人 埼玉県環境産業振興協会 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-5-7 高砂建物ビル3F
 TEL:048-822-3131 FAX:048-822-6299

一般社団法人 千葉県産業資源循環協会 〒260-0031千葉県千葉市中央区中央3-3-1フジモト第一生命ビルディング5F
 TEL:043-239-9920 FAX:043-239-9922

一般社団法人 東京都産業資源循環協会 〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-9-13 柿沼ビル7F
 TEL:03-5283-5455 FAX:03-5283-5592

公益社団法人 神奈川県産業資源循環協会 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 1シルクセンタービル２Ｆ
 TEL:045-681-2989 FAX:045-641-8114

一般社団法人 山梨県産業資源循環協会 〒400-0844 山梨県甲府市中町 219-9
 TEL:055-244-0755 FAX:055-244-0756

会　長

 永井　良一 一般社団法人 愛知県産業廃棄物協会会長 （非常勤）

副会長

 佐藤　俊彦 一般社団法人 福島県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 城田　裕司 公益社団法人 群馬県環境資源創生協会会長 （非常勤）

 橘　   正則 一般社団法人 富山県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 粥川　長司 一般社団法人 岐阜県産業環境保全協会理事長 （非常勤）

 片渕　昭人 公益社団法人 大阪府産業資源循環協会会長 （非常勤）

 越生　昭德 一般社団法人 鳥取県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 松本　英高 一般社団法人 香川県産業廃棄物協会会長 （非常勤）

 大野　羊逸 一般社団法人 熊本県産業資源循環協会会長 （非常勤）

専務理事

 森谷　 賢 公益社団法人 全国産業資源循環連合会専務理事 （常　勤）

理　事

 鈴木　 昇 一般社団法人 宮城県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 小林　増雄 一般社団法人 埼玉県環境産業振興協会会長 （非常勤）

 杉田　昭義 一般社団法人 千葉県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 高橋　俊美 一般社団法人 東京都産業資源循環協会会長 （非常勤）

 文　   盛厚 公益社団法人 京都府産業資源循環協会会長 （非常勤）

 武田　全弘 一般社団法人 和歌山県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 大塚　雅司 一般社団法人 岡山県産業廃棄物協会会長 （非常勤）

 篠原　隆博 一般社団法人 佐賀県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 海野　 博 一般社団法人 長崎県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 藤枝　慎治 公益社団法人 神奈川県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 東浦　知哉 一般社団法人 兵庫県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 岩間　雄一 公益社団法人 静岡県産業廃棄物協会副会長 （非常勤）

 浜野　廣美 公益社団法人 大阪府産業資源循環協会副会長 （非常勤）

 沖川　 学 一般社団法人 香川県産業廃棄物協会 （非常勤）

　

監　事

 時田　 茂 公益社団法人 北海道産業資源循環協会会長 （非常勤）

 毎田　正男 一般社団法人 石川県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 芝田　稔秋 弁護士  （非常勤）

役員名簿
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● 正会員
　都道府県を単位とする産業廃棄物処理業者等の産業廃棄物の適正処理等に関係する事業者の団体で本会の目的に
賛同して入会したもの

● 賛助会員
　　正会員に該当しない者であって本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体

北海道・東北

公益社団法人 北海道産業資源循環協会 〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5条西 6-1-23 北海道通信ビル５F
 TEL:011-241-7611 FAX:011-241-7612

一般社団法人 青森県産業廃棄物協会 〒030-0802 青森県青森市本町 5-5-21 青森県農業共済会館 2F
 TEL:017-721-3911 FAX:017-721-3838

一般社団法人 岩手県産業資源循環協会 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸 16-15 内丸ビル5Ｆ
 TEL:019-625-2201 FAX:019-624-1920

一般社団法人 宮城県産業資源循環協会 〒980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通 1-4-15 仙台市交通局本局庁舎４Ｆ
 TEL:022-290-3810 FAX:022-290-0381

一般社団法人 秋田県産業廃棄物協会 〒010-0951 秋田県秋田市山王 3-1-7 東カンビル3F
 TEL:018-863-7107 FAX:018-863-6977

一般社団法人 山形県産業資源循環協会 〒990-0041 山形県山形市緑町 1-9-30 緑町会館 6F
 TEL:023-624-5560 FAX:023-624-5360

一般社団法人 福島県産業資源循環協会 〒960-8043 福島県福島市中町 4-20みんゆうビル4F 405 号室
 TEL:024-524-1953 FAX:024-523-4723
 

関東

一般社団法人 茨城県産業資源循環協会 〒310-0852 茨城県水戸市笠原町 978-25 茨城県開発公社ビル4F
 TEL:029-301-7100 FAX:029-301-7103

公益社団法人 栃木県産業資源循環協会 〒320-0043 栃木県宇都宮市桜 4-2-2 栃木県立美術館普及分館３F
 TEL:028-612-8016 FAX:028-612-8017

公益社団法人 群馬県環境資源創生協会 〒371-0025 群馬県前橋市紅雲町 1-7-12 住宅供給公社ビル3F
 TEL:027-243-8111 FAX:027-243-4911

一般社団法人 埼玉県環境産業振興協会 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-5-7 高砂建物ビル3F
 TEL:048-822-3131 FAX:048-822-6299

一般社団法人 千葉県産業資源循環協会 〒260-0031千葉県千葉市中央区中央3-3-1フジモト第一生命ビルディング5F
 TEL:043-239-9920 FAX:043-239-9922

一般社団法人 東京都産業資源循環協会 〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-9-13 柿沼ビル7F
 TEL:03-5283-5455 FAX:03-5283-5592

公益社団法人 神奈川県産業資源循環協会 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 1シルクセンタービル２Ｆ
 TEL:045-681-2989 FAX:045-641-8114

一般社団法人 山梨県産業資源循環協会 〒400-0844 山梨県甲府市中町 219-9
 TEL:055-244-0755 FAX:055-244-0756

会　長

 永井　良一 一般社団法人 愛知県産業廃棄物協会会長 （非常勤）

副会長

 佐藤　俊彦 一般社団法人 福島県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 城田　裕司 公益社団法人 群馬県環境資源創生協会会長 （非常勤）

 橘　   正則 一般社団法人 富山県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 粥川　長司 一般社団法人 岐阜県産業環境保全協会理事長 （非常勤）

 片渕　昭人 公益社団法人 大阪府産業資源循環協会会長 （非常勤）

 越生　昭德 一般社団法人 鳥取県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 松本　英高 一般社団法人 香川県産業廃棄物協会会長 （非常勤）

 大野　羊逸 一般社団法人 熊本県産業資源循環協会会長 （非常勤）

専務理事

 森谷　 賢 公益社団法人 全国産業資源循環連合会専務理事 （常　勤）

理　事

 鈴木　 昇 一般社団法人 宮城県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 小林　増雄 一般社団法人 埼玉県環境産業振興協会会長 （非常勤）

 杉田　昭義 一般社団法人 千葉県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 高橋　俊美 一般社団法人 東京都産業資源循環協会会長 （非常勤）

 文　   盛厚 公益社団法人 京都府産業資源循環協会会長 （非常勤）

 武田　全弘 一般社団法人 和歌山県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 大塚　雅司 一般社団法人 岡山県産業廃棄物協会会長 （非常勤）

 篠原　隆博 一般社団法人 佐賀県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 海野　 博 一般社団法人 長崎県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 藤枝　慎治 公益社団法人 神奈川県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 東浦　知哉 一般社団法人 兵庫県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 岩間　雄一 公益社団法人 静岡県産業廃棄物協会副会長 （非常勤）

 浜野　廣美 公益社団法人 大阪府産業資源循環協会副会長 （非常勤）

 沖川　 学 一般社団法人 香川県産業廃棄物協会 （非常勤）

　

監　事

 時田　 茂 公益社団法人 北海道産業資源循環協会会長 （非常勤）

 毎田　正男 一般社団法人 石川県産業資源循環協会会長 （非常勤）

 芝田　稔秋 弁護士  （非常勤）

会員

正会員（都道府県協会）一覧
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信越・北陸

一般社団法人 新潟県産業資源循環協会 〒950-0982 新潟県新潟市中央区堀之内南 1-15-6日南ビル2F
 TEL:025-246-9288 FAX:025-246-9726

一般社団法人 富山県産業資源循環協会 〒930-0083 富山県富山市総曲輪 2-1-3 富山商工会議所ビル6F
 TEL:076-425-8663 FAX:076-425-8665

一般社団法人 石川県産業資源循環協会 〒920-0918 石川県金沢市尾山町９-13 金沢商工会議所会館３F
 TEL:076-224-9101 FAX:076-224-9102

一般社団法人 福井県産業廃棄物協会 〒910-0851 福井県福井市米松 2-24-20 梅鉢ビル102号
 TEL:0776-57-0070 FAX:0776-57-0071

一般社団法人 長野県資源循環保全協会 〒380-8567長野県長野市大字中御所字岡田町30-16長野県林業センター1F
 TEL:026-224-9192 FAX:026-224-9188

中部

一般社団法人 岐阜県産業環境保全協会 〒500-8384 岐阜県岐阜市藪田南 1-11-12 岐阜県水産会館内
 TEL:058-272-9293 FAX:058-272-6764

公益社団法人 静岡県産業廃棄物協会 〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町 9-6 県庁西館 9F
 TEL:054-255-8285 FAX:054-252-2845

一般社団法人 愛知県産業廃棄物協会 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山 2-10-9 第 8フクマルビル5F
 TEL:052-332-0346 FAX:052-322-0136

一般社団法人 三重県産業廃棄物協会 〒510-0074 三重県四日市市鵜の森 1-2-19マルキビル5F
 TEL:059-351-8488 FAX:059-353-7470

近畿

一般社団法人 滋賀県産業資源循環協会 〒520-0051 滋賀県大津市梅林 1-3-30こうぜんビル2F
 TEL:077-521-2550 FAX:077-521-6999

公益社団法人 京都府産業資源循環協会 〒601-8027 京都府京都市南区東九条中御霊町 53-4 Johnsonビル2F
 TEL:075-694-3402 FAX:075-694-3425

公益社団法人 大阪府産業資源循環協会 〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋 1-1-22 大江ビル3F
 TEL:06-6943-4016 FAX:06-6942-5314

一般社団法人 兵庫県産業資源循環協会 〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通 2-4-14日栄ビル3F
 TEL:078-381-7464 FAX:078-381-7350

一般社団法人 奈良県産業廃棄物協会 〒634-0063 奈良県橿原市久米町652-2 橿原市商工経済会館 2F
 TEL:0744-48-0077 FAX:0744-48-0078

一般社団法人 和歌山県産業資源循環協会 〒640-8150 和歌山県和歌山市十三番丁 30酒直ビル1F
 TEL:073-435-5600 FAX:073-424-5553

中国

一般社団法人 鳥取県産業資源循環協会 〒682-0022 鳥取県倉吉市上井町 1-138
 TEL:0858-26-6611 FAX:0858-26-6650

一般社団法人 島根県産業廃棄物協会 〒690-0001 島根県松江市東朝日町 112
 TEL:0852-25-4747 FAX:0852-59-5771

一般社団法人 岡山県産業廃棄物協会 〒701-1152 岡山県岡山市北区津高 628-6
 TEL:086-254-9383 FAX:086-254-8766

一般社団法人 広島県資源循環協会 〒730-0052 広島県広島市中区千田町 3-7-47 広島県情報プラザ4F
 TEL:082-247-8499 FAX:082-247-9719

一般社団法人 山口県産業廃棄物協会 〒753-0814 山口県山口市吉敷下東 1-3-24 山陽ビル吉敷第2
 TEL:083-928-1938 FAX:083-928-6513

四国

一般社団法人 徳島県産業資源循環協会 〒770-0942 徳島県徳島市昭和町 3-35-1 徳島県労働福祉会館 5F
 TEL:088-626-1381 FAX:088-623-0381

一般社団法人 香川県産業廃棄物協会 〒761-0311 香川県高松市元山町 124-1コーポ川添内
 TEL:087-847-8400 FAX:087-847-8850

一般社団法人 えひめ産業資源循環協会 〒790-0005 愛媛県松山市花園町 7-3 花園ビル3F
 TEL:089-986-3450 FAX:089-986-3451

一般社団法人 高知県産業廃棄物協会 〒780-0870 高知県高知市本町 2-2-29 畑山ビル6F
 TEL:088-872-5056 FAX:088-872-5055

九州

公益社団法人 福岡県産業資源循環協会 〒812-0046 福岡県福岡市博多区吉塚本町 13-47 福岡県国保会館 2F
 TEL:092-651-0171 FAX:092-651-1065

一般社団法人 佐賀県産業資源循環協会 〒849-0921 佐賀県佐賀市高木瀬西５-１４-１
 TEL:0952-37-7521 FAX:0952-37-7522

一般社団法人 長崎県産業資源循環協会 〒850-0874 長崎県長崎市魚の町 1-23フォーレ長崎 105号
 TEL:095-832-8620 FAX:095-823-4470

一般社団法人 熊本県産業資源循環協会 〒861-8010 熊本県熊本市東区上南部 2-1-113
 TEL:096-213-3356 FAX:096-213-3362

一般社団法人 大分県産業資源循環協会 〒870-0905 大分県大分市向原西１-１-２７大分県トラック会館 ４Ｆ
 TEL:097-503-0350 FAX:097-503-0351

一般社団法人 宮崎県産業資源循環協会 〒880-0802 宮崎県宮崎市別府町 3-1 宮崎日赤会館 2F
 TEL:0985-26-6881 FAX:0985-31-1703

一般社団法人 鹿児島県産業資源循環協会 〒892-0836 鹿児島県鹿児島市錦江町 11-40
 TEL:099-222-0230 FAX:099-222-3533

一般社団法人 沖縄県産業資源循環協会 〒901-2131 沖縄県浦添市牧港 5-6-8 沖縄県建設会館 6F
 TEL:098-878-9360 FAX:098-878-9361
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信越・北陸

一般社団法人 新潟県産業資源循環協会 〒950-0982 新潟県新潟市中央区堀之内南 1-15-6日南ビル2F
 TEL:025-246-9288 FAX:025-246-9726

一般社団法人 富山県産業資源循環協会 〒930-0083 富山県富山市総曲輪 2-1-3 富山商工会議所ビル6F
 TEL:076-425-8663 FAX:076-425-8665

一般社団法人 石川県産業資源循環協会 〒920-0918 石川県金沢市尾山町９-13 金沢商工会議所会館３F
 TEL:076-224-9101 FAX:076-224-9102

一般社団法人 福井県産業廃棄物協会 〒910-0851 福井県福井市米松 2-24-20 梅鉢ビル102号
 TEL:0776-57-0070 FAX:0776-57-0071

一般社団法人 長野県資源循環保全協会 〒380-8567長野県長野市大字中御所字岡田町30-16長野県林業センター1F
 TEL:026-224-9192 FAX:026-224-9188

中部

一般社団法人 岐阜県産業環境保全協会 〒500-8384 岐阜県岐阜市藪田南 1-11-12 岐阜県水産会館内
 TEL:058-272-9293 FAX:058-272-6764

公益社団法人 静岡県産業廃棄物協会 〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町 9-6 県庁西館 9F
 TEL:054-255-8285 FAX:054-252-2845

一般社団法人 愛知県産業廃棄物協会 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山 2-10-9 第 8フクマルビル5F
 TEL:052-332-0346 FAX:052-322-0136

一般社団法人 三重県産業廃棄物協会 〒510-0074 三重県四日市市鵜の森 1-2-19マルキビル5F
 TEL:059-351-8488 FAX:059-353-7470

近畿

一般社団法人 滋賀県産業資源循環協会 〒520-0051 滋賀県大津市梅林 1-3-30こうぜんビル2F
 TEL:077-521-2550 FAX:077-521-6999

公益社団法人 京都府産業資源循環協会 〒601-8027 京都府京都市南区東九条中御霊町 53-4 Johnsonビル2F
 TEL:075-694-3402 FAX:075-694-3425

公益社団法人 大阪府産業資源循環協会 〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋 1-1-22 大江ビル3F
 TEL:06-6943-4016 FAX:06-6942-5314

一般社団法人 兵庫県産業資源循環協会 〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通 2-4-14日栄ビル3F
 TEL:078-381-7464 FAX:078-381-7350

一般社団法人 奈良県産業廃棄物協会 〒634-0063 奈良県橿原市久米町652-2 橿原市商工経済会館 2F
 TEL:0744-48-0077 FAX:0744-48-0078

一般社団法人 和歌山県産業資源循環協会 〒640-8150 和歌山県和歌山市十三番丁 30酒直ビル1F
 TEL:073-435-5600 FAX:073-424-5553

中国

一般社団法人 鳥取県産業資源循環協会 〒682-0022 鳥取県倉吉市上井町 1-138
 TEL:0858-26-6611 FAX:0858-26-6650

一般社団法人 島根県産業廃棄物協会 〒690-0001 島根県松江市東朝日町 112
 TEL:0852-25-4747 FAX:0852-59-5771

一般社団法人 岡山県産業廃棄物協会 〒701-1152 岡山県岡山市北区津高 628-6
 TEL:086-254-9383 FAX:086-254-8766

一般社団法人 広島県資源循環協会 〒730-0052 広島県広島市中区千田町 3-7-47 広島県情報プラザ4F
 TEL:082-247-8499 FAX:082-247-9719

一般社団法人 山口県産業廃棄物協会 〒753-0814 山口県山口市吉敷下東 1-3-24 山陽ビル吉敷第2
 TEL:083-928-1938 FAX:083-928-6513

四国

一般社団法人 徳島県産業資源循環協会 〒770-0942 徳島県徳島市昭和町 3-35-1 徳島県労働福祉会館 5F
 TEL:088-626-1381 FAX:088-623-0381

一般社団法人 香川県産業廃棄物協会 〒761-0311 香川県高松市元山町 124-1コーポ川添内
 TEL:087-847-8400 FAX:087-847-8850

一般社団法人 えひめ産業資源循環協会 〒790-0005 愛媛県松山市花園町 7-3 花園ビル3F
 TEL:089-986-3450 FAX:089-986-3451

一般社団法人 高知県産業廃棄物協会 〒780-0870 高知県高知市本町 2-2-29 畑山ビル6F
 TEL:088-872-5056 FAX:088-872-5055

九州

公益社団法人 福岡県産業資源循環協会 〒812-0046 福岡県福岡市博多区吉塚本町 13-47 福岡県国保会館 2F
 TEL:092-651-0171 FAX:092-651-1065

一般社団法人 佐賀県産業資源循環協会 〒849-0921 佐賀県佐賀市高木瀬西５-１４-１
 TEL:0952-37-7521 FAX:0952-37-7522

一般社団法人 長崎県産業資源循環協会 〒850-0874 長崎県長崎市魚の町 1-23フォーレ長崎 105号
 TEL:095-832-8620 FAX:095-823-4470

一般社団法人 熊本県産業資源循環協会 〒861-8010 熊本県熊本市東区上南部 2-1-113
 TEL:096-213-3356 FAX:096-213-3362

一般社団法人 大分県産業資源循環協会 〒870-0905 大分県大分市向原西１-１-２７大分県トラック会館 ４Ｆ
 TEL:097-503-0350 FAX:097-503-0351

一般社団法人 宮崎県産業資源循環協会 〒880-0802 宮崎県宮崎市別府町 3-1 宮崎日赤会館 2F
 TEL:0985-26-6881 FAX:0985-31-1703

一般社団法人 鹿児島県産業資源循環協会 〒892-0836 鹿児島県鹿児島市錦江町 11-40
 TEL:099-222-0230 FAX:099-222-3533

一般社団法人 沖縄県産業資源循環協会 〒901-2131 沖縄県浦添市牧港 5-6-8 沖縄県建設会館 6F
 TEL:098-878-9360 FAX:098-878-9361
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（公社）全国産業資源循環連合会

〒106-0032東京都港区六本木3丁目1番17号（第2ABビル4階）
TEL.03-3224-0811（代表） FAX.03-3224-0820
URL https://www.zensanpairen.or.jp

0190501

■地下鉄東京メトロ南北線六本木一丁目駅下車 
 　1番出口より徒歩2分
■地下鉄東京メトロ日比谷線/都営地下鉄大江戸線 
　 六本木駅下車 3番出口より徒歩10分

全国産業資源循環連合会公益社団法人 

処理の受け手から、資源・エネルギーの創り手へ

アクセス

環 境 を 守 り 、 産 業 を 支 え る

全国産業資源循環連合会
公 益 社 団 法 人  

AB


