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令和２ 年 12 月 15 日
公益社団法人全国産業資源循環連合会 御中
環境省環境再生・資源循環局
廃棄物規制課

令和２年度産業廃棄物処理業界への暴力団介入防止のための講演会の開催について（依頼）

産業廃棄物行政の推進につきましては、日頃より御尽力頂き、厚く御礼申し上げます。
暴力団の資金源の根絶を図るなど反社会的勢力との関係遮断のため、平成 19 年６月に政府の犯
罪対策閣僚会議において「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が了承され、各
省庁ではその普及啓発を推進しているところです。
環境省ではその一環として、産業廃棄物処理業界への暴力団等反社会的勢力の介入防止
のため、平成 21 年度から産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物行政担当者等を対象に、産業廃棄物
処理業における反社会勢力による被害を防止するために講演会を開催しており、今年度も引き続き
開催することになりました。本講演会に関する事業については下記の請負業者に委託しております。
つきましては、本講演会への御理解及び貴連合会会員への御案内について、御協力頂きますよう
よろしくお願いします。
記
１ 請負業者（事務局）
株式会社オーエムシー 担当：原島
新宿区四谷４-34-１ 新宿御苑前アネックスビル
電話：03-5362-0120 FAX：03-5362-0121
E-mail：a_harashima@omc.co.jp
２ 開催日及び会場（詳細は別添１「日程一覧」を参照してください。
）
令和３年１月 13 日（水）松山会場 愛媛県県民文化会館(別館) 第 11 会議室
令和３年１月 28 日（木）千葉会場 千葉市民会館 特別会議室２
令和３年２月１日（月）広島会場 サテライトキャンパスひろしま 大講義室（501・502）
３ 申込み方法
別添２「参加申込用紙」により、申込みをお願いします。
４ 新型コロナウイルス感染症拡大防止策について
別添３「会場での新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について」をご参照ください。
なお、感染拡大の状況によっては、本講演が中止される可能性もございます。その際には、
参加希望者の方々には迅速にその旨ご連絡いたします。
【担当】環境省環境再生・資源循環局
廃棄物規制課 梶原・勝木
電話：03-5521-9274
FAX：03-3593-8264
E-mail：hairi-sanpai@env.go.jp
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令和２年 12 月 15 日
各都道府県産業資源循環協会 御中
環境省環境再生・資源循環局
廃棄物規制課

令和２年度産業廃棄物処理業界への暴力団介入防止のための講演会の開催について（依頼）

産業廃棄物行政の推進につきましては、日頃より御尽力頂き、厚く御礼申し上げます。
暴力団の資金源の根絶を図るなど反社会的勢力との関係遮断のため、平成 19 年 6 月に政府の犯
罪対策閣僚会議において「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が了承され、各
省庁ではその普及啓発を推進しているところです。
環境省ではその一環として、産業廃棄物処理業界への暴力団等反社会的勢力の介入防止
のため、平成 21 年度から産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物行政担当者等を対象に、産業廃棄物
処理業における反社会勢力による被害を防止するために講演会を開催しており、今年度も引き続き
開催することになりました。本講演会に関する事業については下記の請負業者に委託しております。
つきましては、本講演会への御理解及び貴団体会員への御案内について、御協力頂きますようよ
ろしくお願いします。
記
１ 請負業者（事務局）
株式会社オーエムシー 担当：原島
新宿区四谷４-34-１ 新宿御苑前アネックスビル
電話：03-5362-0120 FAX：03-5362-0121
E-mail：a_harashima@omc.co.jp
２ 開催日及び会場（詳細は別添１「日程一覧」を参照してください。
）
令和３年１月 13 日（水）松山会場 愛媛県県民文化会館(別館) 第 11 会議室
令和３年１月 28 日（木）千葉会場 千葉市民会館 特別会議室２
令和３年２月１日（月）広島会場 サテライトキャンパスひろしま 大講義室（501・502）
３ 申込み方法
別添２「参加申込用紙」により、申込みをお願いします。
４ 新型コロナウイルス感染症拡大防止策について
別添３「会場での新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について」をご参照ください。
なお、感染拡大の状況によっては、本講演が中止される可能性もございます。その際には、
参加希望者の方々には迅速にその旨ご連絡いたします。
【担当】環境省環境再生・資源循環局
廃棄物規制課 梶原・勝木
電話：03-5521-9274
FAX：03-3593-8264
E-mail：hairi-sanpai@env.go.jp

別添1 日程一覧表

【日程一覧表】令和２年度産業廃棄物処理業界への暴力団介入防止のための講演会

本講演会は、暴力団等反社会的勢力からの不当介入等の民事介入及び行政対象暴力の
実態とその撃退のための対策・現場対応能力の向上を目的としています。

開催地

松山市

千葉市

広島市

開催日

令和３年１月13日（水）

令和３年１月28日（木）

令和３年２月１日（月）

開 場

13：00～

13：00～

13：00～

講演会時間

13：30～16：50

13：30～16：50

13：30～16：50

「暴力団情勢と対策」
（警察庁刑事局組織犯罪対策
部暴力団対策課）

「暴力団情勢と対策」
（警察庁刑事局組織犯罪対策
部暴力団対策課）

「暴力団情勢と対策」
（警察庁刑事局組織犯罪対策
部暴力団対策課）

講演内容
「民事介入暴力の実態とその対 「民事介入暴力の実態とその対 「民事介入暴力の実態とその対
策方法」
策方法」
策方法」
（愛媛県内法律事務所(予定)） （千葉県内法律事務所(予定)） （広島県内法律事務所(予定)）

名称

会場

所在地

電話

愛媛県県民文化会館(別館)
第11会議室

千葉市民会館 特別会議室２

愛媛県松山市道後町２－９－
14

千葉県千葉市中央区要町１－ 広島県広島市中区
１
大手町１－５－３

089-923-5111

043-224-2431

南町駅 徒歩２分
ＪＲ千葉駅 徒歩７分
アクセス 南町県民文化会館前（バス）徒歩３分 ＪＲ東千葉駅 徒歩３分
（ＪＲ松山駅より路面電車で15分） 千葉都市モノレール栄町駅徒歩５分

サテライトキャンパスひろしま
大講義室（501・502）

028-643-1000
紙屋町西駅 徒歩３分
（ＪＲ広島駅より路面電車で20分）

本通り（バス） 徒歩５分

令和元年度実施状況（会場アンケートより）
参加者の約9５％が「有意義だった」又は「やや有意義だった」と回答。
一方、企業が反社会勢力による被害を防止するための指針を「知っていた」と回答した参加者は
4４％であった。また、暴力団等反社会勢力への対策として「取組を行っている」と回答した参加
者は４８％であった。

～参加者の声～
○ 普段それほど意識することはなかったが、社会の現状やリアルな報告を聞いて、
いつ身近にやってくるかわからないと、身構える気持ちになった。
○ 具体的な対応策を聞くことができてとても良かった。
○ このような講演会を継続的に実施してほしい。 など

別添2

参加申込用紙
お申込み先：講演会事務局／担当：原島（株式会社オーエムシー内）
Ｅメールアドレス：a_harashima@omc.co.jp

令和２年度産業廃棄物処理業界への暴力団介入防止のための講演会
【下記用紙にご記入の上、上記お申し込み先(Eメール)までご送付ください。】
フリガナ
参加者氏名

申込日

勤務先名
（所属部署）

業種
〒

月

日

ＴＥＬ

勤務先住所

ＦＡＸ
Email

本講演会は、無料でご参加いただけます。

【参加希望会場欄に ○印 をご記入ください】
会場

日程

松山会場
（愛媛県県民文化会館別館
第11会議室）

令和３年１月13日（水）
13：30～16：50（開場13：00）

50名

千葉会場
（千葉市民会館特別会議室2）

令和３年１月28日（木）
13：30～16：50（開場13：00）

50名

広島会場
（サテライトキャンパスひろしま
大講義室（501・502））

令和３年２月５日（金）
13：30～16：50（開場13：00）

50名

講習会定員 参加希望会場

※申込が完了しましたら、Eメールで完了の旨、お知らせ致します。数日経っても回答が無い場合は
恐れ入りますが、下記までお問い合わせくださいませ。

【事務局お問合わせ先】 株式会社オーエムシー内 担当：原島
TEL: 03-5362-0120 FAX: 03-5362-0121

Eメール： a_harashima@omc.co.jp

別添３

令和２年度産業廃棄物処理業界への暴力団介入防止のための講演会
会場内での新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について
講演会においては、下記のとおり新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を
行います。参加される皆さまにおかれましては、ご協力のほど、どうぞよろし
くお願い申し上げます。

① 新型コロナウイルス防止の観点から、100 名以上の規模の会場を準備し、参
加者の間隔を可能な限り空けるように席を配置いたします。
② 人数上限を収容人数の 50％までといたします。
③ 講演者と参加者の間を２ｍ以上空けます。
④ 会場入口に非接触型の検温器を用意し来場者全員の検温を実施し、37.5 度以
上の方の入場を制限いたします。
⑤ 会場入り口にアルコール消毒液を用意いたします。
⑥ 参加者の方にはマスクの着用を義務付けます。

