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東京都は、平成31年度予算編成にあたり、都民の皆様の声を最大限予算に反映し都
民ファーストの都政を実現するため、政策現場の実態に精通する団体から、知事が直接
意見・要望をうかがう場を設けた。当協会は、一昨年及び昨年同様お声がけをいただい
たので、平成30年11月22日㈭に、鈴木副会長、木村専務理事、五十嵐常任理事の3
名で要望を行った（高橋会長は、同日開催された全国産業資源循環連合会関東地域協議
会に出席のため、不参加）。ヒアリングの様子は、東京都財務局HPで見ることができる
ので、概要を以下に記載する。

東京都財務局 HP　☞ https://www.youtube.com/watch?v=cwv3FXrDe4o［当協会は 38 分頃より］

（知事の冒頭発言）
小池 知事 :　都内は年間 2,700 万トンの産業廃棄物が出る。施設の更新に伴って排
出される解体廃棄物がその 6割から 7割を占める。また、中国やタイの廃プラス
チック規制も考えないといけない。今日は現場の声を聴きたい。

（要望事項の説明）
鈴木 副会長 :　次ページの内容を説明。

（要望に対する、当日の回答）
小池 知事 :　協会の名称変更には思いがあるのでしょう、敬意を表します。循環型
社会形成について、プラスチック問題は喫緊の課題と認識している。プラスチッ
クの削減策を考えていく。代替品をどうするかも考え、支援していきたい。

 　人材確保・定着について、人材が足りない中で働き方改革をしなければならな
い。企業をしっかり支援していく。人間という大切な資源を生かしていきたい。

左：小池知事に要望書を手渡す鈴木副会長　右：ヒアリングの様子（左側が当協会役員）

東京都予算に対する小池知事ヒアリング

小池知事ヒアリング

和賀井 環境局長 :　プラスチックについて、国において戦略を考えているが、東京
都も廃棄物審議会で審議している。事業系プラスチックのリサイクルについて、
洗浄・分別すれば資源になる。事業者の意識改革に努めていきたい。

 　リチウムイオン電池の発火問題は、処理業者にとって由々しき問題と認識して
いるので、情報提供に努めていく。

武市 財務局長 :　契約単価については、適切に対応していく。

（再度の要望）
鈴木 副会長 :　プラスチックの処理は危機が迫っている。産業廃棄物の焼却炉はいっ
ぱい。区市町村で緊急対応をしていただきたい。

五十嵐 常任理事 :　人材の確保・定着は重要な課題。最低賃金が上がり、有給休暇
の取得も必要なため、人件費の負担増となるので、積算単価を考えてほしい。

	 	 ３０東産廃協第９８号
	 	 平成３０年１１月２２日

東　京　都　知　事
　　　小　池　　百　合　子　様

	 	 一般社団法人　東京都産業廃棄物協会
	 	 会　長　　高　橋　　俊　美

	 平成３１年度予算に関する要望書

１　循環型社会の形成について

当協会は名称を、平成３１年４月１日から、一般社団法人　東京都産業資源
循環協会に変更します。これは、産業廃棄物の適正処理に加えて、資源循環の
取組をより強化する意思表明であります。

そこで、東京都におかれては、産業廃棄物処理業界の資源循環の取組をより
強力に支援していただきたく、以下の点について要望します。
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小池知事ヒアリング

⑴　建設泥土改良土は、建設廃棄物として扱われているが、建設資材として
品質も良いことから、その再利用が進むよう廃棄物からの卒業基準を定め
ること。

⑵　建設廃棄物であるコンクリート塊の再生骨材としての利用が進むよう、
使用先や規格などを定めた利用基準を策定すること。

⑶　全国で年間約 1千万トンの廃プラスチックが発生し、そのうち 160 万ト
ンが輸出されていたが、中国のスクラップ輸入規制の影響を受けて、日本
国内での処理が求められている。
①	 廃プラスチックの発生抑制及び再利用の促進策を定めること。
②	 再生施設の整備などが進むまでの緊急対策として、熱回収を行っている
区市町村の清掃工場での産業廃棄物の受入が可能となるよう区市町村に
指導・助言すること。
（関係局：環境局、都市整備局、財務局、建設局ほかの工事発注部局）

２　地球温暖化防止の取組みについて

環境先進都市として、資源循環産業分野における地球温暖化防止対策を支援
していただきたく、以下の点について要望します。

⑴　焼却施設における熱回収設備の高度化や、生ごみ処理などでのメタンガ
スの発生回収利用、バイオマス燃料の利用拡大を進めるため、
①	 これら施設整備への財政支援を行うこと。
②	 行政が契約を締結する際には、このような取組みを進める中間処理業者
との契約を優先するなどのインセンティブ付与を制度化すること。

⑵　条例に定める地球温暖化対策報告書の任意提出企業へのインセンティブ
付与として、
①	 産業労働局が実施している製造業者へのＬＥＤ照明等節電促進助成金に
ついて、任意提出企業であれば、製造業者でなくとも、助成対象にする
こと。

②	 行政の契約の登録事業者になる際の格付けなどで優遇措置を講じること。
③	 行政が発注する工事から生じた廃棄物処理において任意提出企業の処理
施設を利用した場合には、工事成績で加点すること。

（関係局：環境局、産業労働局、財務局ほか）

小池知事ヒアリング

３　適正処理に係る排出事業者責任の徹底について

リチウムイオン電池等二次電池による発火等の事故が、処理過程において生
じています。排出者は二次電池の危険性や二次電池を使用する製品が分からな
いことなどから、他の廃棄物に混入させて排出している実態があります。
産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。排出物に関する情報提供が

排出事業者からなされる必要があり、事故防止・適正処理のためには、行政に
よる、排出事業者への指導・周知徹底が必要と考えます。

そこで、周知徹底するための広報活動（マスコミ広告代、行政名が入った配
布チラシの作成経費等）や、立入指導経費を予算措置するよう要望します。

（関係局：環境局、東京消防庁）

４　人材の確保・定着について

人材の確保・定着は、産業廃棄物処理業界でも重要な課題となっており、働
き方改革を進めていくこととしておりますが、そのためには、採用人員の増加
や従業員給与のアップなどの措置が必要になります。そこで、以下の点につい
て要望します。

⑴　行政が発注する廃棄物処理費用の積算単価を値上げすること。
⑵　働き方改革の実践で、長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進に成
果を上げた企業に対して、奨励金や助成金を交付するなどの支援をすること。

（関係局：財務局、産業労働局ほか）
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平成 30 年 11 月 16 日㈮、石川県金沢市において、第 17 回産業廃棄物と環境を考
える全国大会（主催：（公社）全国産業資源循環連合会、（公財）日本産業廃棄物処理
振興センター、（公財）産業廃棄物処理事業振興財団）が開催された。協会からは、
会長ほか計 32 名が参加した。大会の概要を報告する。 （専務理事　木村 尊彦）

１ 開会式
全産連	永井会長からは「この業界は

処理から作り手へと変わっていく。業界
発展のための振興法案を作成したので成
立を目指す。名称変更に伴いロゴマーク
の募集をしている」。環境省の成田廃棄
物規制課長からは「人材の確保育成、生
産性の向上が必要となっている。本日の
講演テーマである AI、IoT を活用してほ
しい」。石川県の竹中副知事からは「石
川県の冬の味覚であるＡＫＢを堪能して
ほしい。」とのあいさつがあった。

２ 環境大臣表彰式典
循環型社会形成推進功労者等環境大

臣表彰受賞者 31名（東京都からの該当
者なし）の授与式が行われた。

３ 基調講演
早稲田大学大学院環境・エネルギー

研究科教授　小野田弘士氏による『AI・
IoT の活用と資源循環』と題した講演が
行われた。
小野田氏は、廃棄物処理・リサイク

ル IoT 導入促進協議会副会長も務められ
ている。ICT を用いた安全・安心対応シ
ステムの開発、３D－ VRによる事故再
現動画の開発、事故・ヒヤリハット事例

収集システム、GPS 測量、ドローンに
よる空撮などについて説明があった後、
廃棄物処理・リサイクル IoT 導入促進
協議会での活動として、低炭素WG、ロ
ジスティクス高度化WG、新規事業創出
WG、海外事業創出WGの内容を紹介さ
れた。コスト削減のために行う「守りの
IoT」からイノベーション・戦略として
使う「攻めの IoT」を目指してほしいと
の発言があった。IoT・AIの検討アプロー
チとして、①画像でできることは何かを
考え、②経験則を人工知能化し、③人手
を介さない仕組みをつくる、の 3点を
挙げていた。

４ パネル討論会
『資源循環の促進と排出事業者責任』
と題するパネル討論会が、コーディネー
ター：長岡文明氏（BUN 環境課題研修
事務所主宰）、パネリスト：成田浩司氏
（環境省廃棄物規制課長）、蔵本和夫氏（石
川県生活環境部次長）、森幸治氏（小松
マテーレ株式会社（排出事業者））、毎田
正男氏（クリーンライフ株式会社（石川
県産業廃棄物協会会長））によって、開
かれた。
長岡氏は、有価物の原料から売れる商
品を作るのは加工業、インプットがマイ

ナスつまり廃棄物から有価物を作るのが
リサイクル業（ただし、有価物になるま
での過程は廃棄物処理であり、そこには
排出事業者責任が適用され、適正処理が
必要になる）、インプットがマイナス廃
棄物をマイナスのまま扱うのが廃棄物処
理業という。
成田課長は、私見としての排出事業者
責任のあり方を次のように述べていた。
１		 優良事業者を育成するのは排出事
業者。適正な処理料金の支払い、有
害物質等に関する産廃処理業者への
情報伝達は排出事業者の責任。

２		 排出事業者は、産廃処理業者を末
永く付き合っていくビジネスパート
ナーとして自らの目で選ぶこと。

３		 環境を大切にする会社としてブラン
ド化・差別化を図ること。
発生量の多い建設廃棄物のリサイク

ル推進のためには、国土交通省等関係省
庁、自治体の土木部局での利用を求めて
いく必要がある。規制の合理化をして、
優良業者が報われるようにしていきた
い、と発言された。
蔵本氏は、石川県では、異業種の排

出事業者が集まって産業廃棄物の減量に
関する意見交換会を行っている、エコ・
リサイクル認定製品制度を運用してい
る、循環産業育成セミナーを毎年開催し
ている、などの話をされていた。
森氏は、ポリエステルを中心とした

繊維素材・製品の製造工場の排水処理工
程で発生する余剰微生物を 1,000℃以上
で成形・焼成して多孔質発泡セラミック
ス「グリーンビズ」を製造・販売しており、
再生品の利用者であるお客様からは環境

配慮が評価されているのでやめられない
と聞いている、一方、その他の品質が一
定しないもののリサイクルは難しい、と
話していた。
毎田氏は、木くずの破砕施設、再生

砕石製造施設、ボード破砕機、RPF 製造
機、食品リサイクル（たい肥化）プラン
トを有しているが、需給バランスが難し
い、混合廃棄物の分別には金がかかるの
で排出者には分別をお願いしたい、と話
していた。
最後に、長岡氏から、適正処理あっ

てのリサイクル、そして売れるものを
作っていこう、との発言があった。

５ 来年度は？
2019 年は、兵庫県で開催予定である。

第 17 回 全国大会（金沢）

石川県副知事発言：Ａ=甘エビ、Ｋ＝	カニ、Ｂ＝ブリ

大会パンフレット
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全国産業資源循環連合会
第 61 回 関東地域協議会 開催される

1 会長会議［12:00 － 12:45］
城田会長（群馬県協会会長）が議長

を務め進行した。初めに事務局より 15
時過ぎからの関東地域協議会次第により
議事進行についての説明と議事内容が確
認された。
次に、13 時からの環境省との産業廃

棄物に係る意見交換の場では、環境省か
らの議事の他に、
①	中国の輸入規制に伴う影響に関するア
ンケート結果及び会員企業からの千葉
県協会と環境省への意見の報告につ
いて（千葉県協会）

②	更新許可申請及び優良認定申請の運
用について（埼玉県協会）

③	働き方改革に伴うマニフェスト事務作
業の軽減策についての意見及び提案
について（東京都協会）
を意見具申すること、とした。

2 産業廃棄物処理に係る意見交換の場
［13:00 － 15:00］

環境省環境再生・資源循環局廃棄物
規制課	成田課長から、中央環境審議会
の議論の中で産業廃棄物処理業界との

平成 30 年 11 月 22 日㈭午後に、横浜市内の横浜ベイシェラトンホテルにおいて、 
公益社団法人全国産業資源循環連合会 第 61 回関東地域協議会（群馬県、茨城県、栃
木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県の各協会で構成）が開催され、当
協会から、高橋会長、乙顔・赤石副会長及び伊藤・細沼・比留間常任理事並びに事務
局長鈴木が参加した。 この協議会の模様を報告する。 （事務局長　鈴木 眞吾）

協議会 会場

意見交換の場を設けることとなり、第 1
回が九州地域協議会、第 2回が本日の
関東地域協議会での意見交換を開催する
こととなった。と冒頭挨拶があった。
以下、意見交換の概要を報告する。
①	優良産廃処理業者認定制度の見直し
について
環境省	白鳥課長補佐から、優良産廃

処理業者認定制度の見直しについて資
料説明
埼玉県協会：優良認定制度の早期普

及の観点から、許可期限を待たずに優
良認定のための条件が整った場合は、
前倒しの更新許可及び優良認定申請が
できるような運用について検討をお願
いしたい。と要望が出された。
環境省：認定業者を増やすことが重

要で広めていくための柔軟な方法があ
れば地方行政機関とも意見交換してい
きたい。
《自由意見》Q：業界　A：環境省
Ｑ：自己資本比率10％の基準について
は、処理業者は設備投資や設備更新
時のネックになっており配慮してい
ただきたい。（千葉・茨城）

A：制度設計時にきちんと業界実態を考
慮できなかったところであり検討し
たい。

Ｑ：認定取消し条項がなく、問題があっ
た業者でも更新時期までマル優を使
い続けているのは排出事業者からの
信頼性を保てない。自主返納すべき
で制度の見直しが必要ではないか。
（神奈川）
A：認定取消しの問題については既に認
識しているところであり、長野県で
は自主返納させている事例があると
聞いているので検討していきたい。

最後に、環境省から排出事業者の現
地確認について、現地まで行く排出事
業者、それに対応する処理業者に負担
が生じていないか聞きたいとあった。
東京・千葉からは、法改正により二

者間契約となり排出事業者の顔が見え
るようになった。また、収集運搬業者、
中間処理業者も同行することがあり良
いことではあるが、反面、個別の対応
に追われていることもあり、現在は月の
うち日を決めて対応しているのが実態
である、との発言があった。
全産連からは、環境省に要望を5点

あげている。
1	再委託、2	保管基準、3	認定

業者の許可更新（7年）を更に延長、
4申請手続きの軽減、5	環境配慮契約
法による優遇措置

②	廃プラスチック類に係る処理の状況に
ついて
環境省	服部主査から、外国政府によ

る廃棄物の輸入規制等に係る影響等に
関する調査結果（概要版）資料につい
て説明
千葉県協会：中国の輸入規制に伴う

影響に関するアンケート及び環境省と
の意見交換会に対する意見・要望の取

意見交換会にて　出席の環境省諸氏
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りまとめ結果が報告された。
意見・要望事項については、①国の

方針の明確化、②需要拡大方策の検討、
③排出事業者への啓発、④公的支援措
置の充実
《自由意見》
Ｑ：シュレッダーダストの問題を考慮し、
排出事業者に値上げの依頼、さらに
搬入数量制限をせざるを得ない。リ
サイクルできないものの埋立処分を
考えてもらいたい。（千葉）

A：適正処理は決してブレずに実態を踏
まえ議論を尽くしていきたい。

Ｑ：当初、国内リサイクルは良い形で循
環していたが、国内経済の問題が大
きく作用し衰退してきた。代わりに
海外リサイクルが主流となり廃プラ
は資源として海外に輸出されてきた。
廃プラに含有する塩素対策は他省庁
と連携して補助金を取ってほしい。
国内リサイクルを主とすべく需要の
ある鉄鋼メーカー、セメントメーカー
を巻き込んで資源化の取組ができな
いか検討すべきではないか。（東京）

A：ごみを有効利用するには他省庁との
協力が必要、ただ、他省庁はごみに
関心がないので、環境省が主導して
進めていきたい。廃プラを欲しがっ
ている業界は鉄鋼メーカーと聞いて
いる。セメントメーカーも活用したい
が塩素の問題があるので予算措置を
検討していきたい。

③	その他産業廃棄物処理業の振興等に
ついて
環境省	工藤課長補佐から、産業廃棄

物処理業の振興方策について資料説明
東京都協会：働き方改革により長時

間労働の規制が2019年 4月から大手
企業、2020年には中小企業も対象とさ
れる。電子化によりマニフェストの事務
作業は人手が掛からないはずであった
が、年々、電子・紙マニフェストの業
務量は増えている実態がある。長時間
労働の規制により排出事業者は、マニ
フェスト事務を（処理業者に）アウトソー
シングしていくことが推測され、益々、
処理業者の人出は奪われ事務量は増え
ていくことを危惧している。この機に是
非ともマニフェスト制度の改革が必要
ではないか。
環境省：働き方改革関連法が施行さ

れることとなり、政府が推進していく
中で極めて重要な問題である。中小企
業いじめにならないような方策を議論
していかなければならない。排出事業
者責任を果たすべき方策を検討したく、
貴重な話しで考えが及ばない点の意見
をいただいた。
《自由意見》
Ｑ：新たに産廃施設を作ろうとすると必
ず近隣から反対運動が起こる。未だ
に産廃施設に対するイメージが悪く、
イメージアップするような施策をし
てもらいたい。また、イメージアップ
を図る自治体の取組や施設を受け入
れた地域には、国からも何らかの支
援策を検討してもらいたい。（栃木）

A：イメージアップについては、働き
方改革を推進していく中で業界をア
ピールすることや、労働災害をゼロ
にする等、人材を確保する道は何か、
選ばれる業界となるよう取組に対し
て何らかの支援をしていく。

最後に、成田課長より、本日は貴重
な意見を多数いただいた、今後の環境行

政に役立てるため意見交換をさらに進め
たい。率直な意見をいただき感謝します。
と意見交換の場を締めくくった。

3 協議会［15:15 － 17:00］
⑴ 　開会
高橋副会長（東京都協会会長）の開

会の辞で始まり、城田会長挨拶、永井全
産連会長挨拶、環境省の成田廃棄物規制
課長挨拶、開催県である神奈川県協会の
藤枝会長から神奈川県の紹介と海洋汚染
が世界規模で大きな社会問題とされる
中、鎌倉市由比ガ浜でシロナガスクジラ
の赤ちゃんが打ち上げられ、胃の中から
プラスチックごみが発見された。これを
クジラからのメッセージと受け止め「か
ながわプラごみゼロ宣言」で、2030 年
までの早期にプラごみゼロを目指すとの
取組が紹介された。

⑵ 　全産連の森谷専務理事の挨拶及び活
動報告
①	新事業を検討するためのワーキンググ
ループについて
総務倫理委員会が全産連における

新事業の検討を行うにあたり、正会員
協会における課題の共有を行い、新事
業に係るアイデア出しと必要な整理を
行っている。
②	平成31年度許可申請に関する講習会
等の開催計画について
「開催計画調整スケジュール（案）」

「平成 31年度講習会開催計画（案）」
が示された。特に、カリキュラムの改
定について (1) 初日の受付時間の変更
9:00 ⇒ 8:40	(2) 概要説明の短縮	9:30
～10:00⇒ 9:10～ 9:30	(3)科目の入替	

などについて説明された。
③	マニフェスト・スマートプラスについて
現在 200 社が利用している。2019

年 7月末まで無料体験実施中であり、
さらに、普及させたく是非ともご活用い
ただきたい。
④	平成30年度における人材育成事業に
ついて
環境省の後援で、産廃処理の基礎的

な知識の習得を目的とした研修会、産
業廃棄物処理業を営むために必要とさ
れる安全な処理に関する知識や技術の
向上に関する研修会、キャリアアップを
目指す方の検定試験など、人材育成を
目的にした様々なプログラムを開催し
ている。
⑤	安全衛生に関する会長会議
本年6月15日に開催された会長会

議から、産業廃棄物処理業における労
働災害の発生状況などが報告され、労
働災害防止計画の目標値と死傷者数に
ついて、過去３年間の平均値から2割
減を目標値に定め、目標達成年度を31
年度とすることなどが説明された。	
⑥	「全国産業資源循環連合会　低炭素社
会実行計画」に基づく第1カテゴリー
会員企業等の公表について
本計画に基づき、カテゴリーごとの

会員企業数及び第1カテゴリーに属す
る企業であると確認できた131社を公
表する。
低炭素社会実行計画の目標対象活動

における温室効果ガス排出量の合計は
2016 年度で106 万ｔCO2となり、基
準年度（2010 年度）の排出量（109
万ｔCO2）と比べて2.7%減少した。



12 第 35巻第 9号　通巻第 340 号 13とうきょうさんぱい　平成 31年 1月 1日発行

⑦	女性部設置等に関するアンケート調査
について
アンケート調査取りまとめ概要の報

告では、46協会から回答を得た。現
在、女性部を設置している協会７（群馬、
埼玉、千葉、東京、福井、鹿児島、沖
縄）、設置予定１（大分）、設置を検討
１（北海道）であった。その他に女性
役員、女性委員、女性経営者の人数等
についての調査報告がされた。
⑧	全国産業資源循環連合会のロゴマー
ク募集について
平成30年 4月1日より名称変更し、

今後、産業廃棄物の資源循環について
様々な事業を進めるために活動する団
体であることを広く知っていただくため
に、新たなロゴマークを募集する。（12
月28日応募締切）

最後に、全産連	青年部が啓発DVDを
作成したので、各協会に 2枚送付する。
ダビング可能なので業界の普及啓発に役
立てていただきたいとのお知らせがあっ
た。

⑶ 環境省主催「意見交換会」結果報告
協議会前に開催された意見交換の場

での意見について、環境省廃棄物規制課	
工藤課長補佐より概要説明された。ま
た、成田課長より、率直な意見をいただ
き感謝している。行政の役割を実感させ
てもらったとの感想を述べた。次は中部
ブロックで開催を予定している。

⑷ 女性部会活動報告
関東地域協議会女性部会について、二

木部会長（東産協	理事）から通常総会（9
月 : 東京）、e-Lady21 のつどい（11 月 :

石川）での活動報告がされ、全国に女性
部会の取組を拡大していきたいと話され
た。

⑸ 次回第 62 回関東地域協議会開催日程
の決定
平成 31 年 4 月 19 日㈮に、東京：ホ

テルグランドパレスにて開催される。

⑹ その他
杉田副会長（千葉県協会会長）より、

建設工事発注者に向けての建設混合廃
棄物処理処分単価のアンケート調査を 2
年に 1回行っており、次回は 1年後で
はあるが最近の物価変動が激しいため、
単価のアンケート調査を実施したく発議
され、賛成多数で可決された。

最後に、杉田副会長より閉会の辞が
述べられ協議会を閉会した。

4 懇親会［17:00 － 18:30］
懇親会には、来賓挨拶で開催地の浅

羽神奈川県副知事がクジラのバッジを付
け、神奈川県は「かながわプラごみゼロ
宣言」により、特に海洋汚染のマイクロ
プラスチック問題からＳＤＧｓ推進への
取組をアピールした。盛大に開催された
懇親会の最後には、中締めに、来年の秋
の開催地である茨城県協会の深澤会長よ
り、都道府県別の魅力度ランキングで
は最下位であるが、JAXA 筑波宇宙セン
ターや観光名所（偕楽園等）の紹介、来
年は国体の開催地でもあり茨城県の魅力
を広く知っていただく年にしたいと話さ
れ閉会した。

［写真提供：群馬県環境資源創生協会］

平成 30 年度第 2 回  産業廃棄物処理実務者研修会
～実践！建設廃棄物契約書・建設系廃棄物マニフェスト～

東京都産業廃棄物協
会は、平成 30 年 11
月 2 日㈮ 14 時より、
フォーラムミカサエコ
7階ホール（千代田区
内神田）に於いて『産
業廃棄物処理実務者研
修会』を実施した。講

師は、当協会専任相談員の高橋辰男	氏
が担当した。参加者は 50名であった。
内容は第１部『建設廃棄物処理委託

契約書について』、第２部『建設系廃棄
物マニフェストについて』の２部構成と
し、いずれも、配布した契約書・紙マニ
フェストのフォーマットに、参加者各自
が記入する記入演習を行った後、関連す
る法令やよくある質問等を交えて解説さ
れた。

研修会終了後のアンケートによれば、
参加者の経験年数の割合は３年未満が
約 6割、３年以上が約 3割となってお
り、「ちょうど不明だったことが聞けて
良かった」「目にする機会はあっても記
入したことはなかったので記入演習は良
い経験となった」等のコメントが多かっ
た一方、「基礎的すぎた」という感想も
散見された。	 （取材　塩沢	美樹）

研修会 会場

講義終了後には個別の質問にも対応

高橋講師
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平成３０年度 第２回

新入会員と協会役員との懇談会

平成 30 年 11 月 27 日㈫ 11 時より協会会議室において、新入会員と協会役員との懇
談会を開催した。平成 30 年 4 月から 9 月までの 30 年度上期に入会した正会員 7 社、
賛助会員 3 社を対象として開いたもので、このうち 4 社が出席した。

高橋会長の挨拶に続き、出席者自己紹介、木村専務理事による協会事業説明の後、
活発な意見交換が行われた。発言の概要、出席者は次のとおり。（順不同・敬称略）

  （取材　塩沢  美樹）

鈴木 
事務局長後列左から 比留間 

常任理事
乙顔 

副会長
五十嵐 

常任理事
加藤 

副会長
都築 

常任理事
白井 

常任理事
木村 

専務理事
細沼 

常任理事

前列左から 高橋 
会長

田村氏 
（中央電力）

櫻井氏 
（二光商運）

今井氏 
（今井まさみ事務所）

吉野氏 
（タイガー）

意見交換では、「事故防止対策につい
て聞きたい（タイガー	吉野氏）」（役員：
各委員会でドライブレコーダーの事故映
像を用いた研修会等を実施している）、「電
力小売自由化の制度を活用している企業
は全国でまだ２割程度、勉強会など機会
を設けて、制度の説明やメリットについ
て、ぜひ協会会員に紹介したい（中央電
力	田村氏）」、「働き方改革関連法が順次

施行されるが、中小企業からは、対応が
困難という声も多く聞いている（今井社
労士・行政書士）」などの話題が出た。また、
二光商運は、バージ（平底の牽引用船舶）
による産業廃棄物収集運搬を行っており、
当協会会員では少数派。細い河川・運河
でも通行でき、一度に大量の廃棄物を運
搬できること、CO2排出が少ないことから、
問合せが増えているとのことだ。

正 会 員 　二
に こ う

光商運 ㈱ http://www.niko-shoun.co.jp

代  表  者 :	 代表取締役　櫻井		美沙子
所  在  地 :	 東京都港区海岸3－26－1　バーク芝浦9F
	 	 TEL　03－3453－0441
出  席  者 :	 代表取締役専務　櫻井		弘紀
処理業開始 :	 平成 27年1月
主 な 事 業 :	 港湾運送事業、内航海運業、一般建設業、産業廃棄物収集
運搬業（東京都／千葉県／鳥取県／川崎市 )等

賛助会員� 社会保険労務士・行政書士
今井まさみ事務所  https://sr-imai-ma.jp

代  表  者 :	 代表　今井		正美
所  在  地 :	 東京都足立区西新井3－5－1－310
	 	 TEL　03－6807－1958
出  席  者 :	 代表　今井		正美
事 業 内 容 :	 社会保険労務士・行政書士業務

賛助会員　中央電力 ㈱  https://www.denryoku.co.jp

代  表  者 :	 代表取締役　中村		誠司
所  在  地 :	 東京都港区赤坂1－9－13　三会堂ビル6F
	 	 TEL　03－6277－8430
出  席  者 :	 田村		眞一
事 業 内 容 :	 電力小売

賛助会員　㈱ タイガー https://www.tiger-inc.co.jp

代  表  者 :	 代表取締役社長　竹添		幸男
所  在  地 :	 東京都千代田区神田猿楽町2－1－14		A&Xビル2F
	 	 TEL　03－5283－7232
出  席  者 :	 営業　吉野		歩
事 業 内 容 :	 パッケージソフト、受託開発・販売・保守等、車載器販売

櫻井 氏

今井 氏

田村 氏

吉野 氏
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都内中間処理業者の受入実績量から 
中国の輸入規制に伴う影響を解析できるか？

 専務理事　木村 尊彦

中国のスクラップ輸入規制を受けて、日本国内の産業廃棄物処理業者がどの程度の影
響を受けているかを把握したいと思い、東京都条例及び八王子市要綱（報告・公表制度）
に基づき中間処理業者から提出されている処理実績のデータを、東京都環境局及び八王
子市のHPから取り出し、図のように並べてみた。
このデータは、中国規制の始まる平成29年度上半期（29年4月から9月までの6か月間）

と、中国規制後の30年度上半期（30年 4月から9月までの6か月間）の、都内の中間
処理業許可業者の廃プラスチック類の受入量を各社ごとに集計したものである。
30年10月現在、都内に、廃プラスチック類の中間処理業許可業者は245社いる。そ

のうち処理実績の提出のない極一部の業者を除いたすべての中間処理業許可業者の29
年度上半期の廃プラスチック受入量は、279,767トンである。
このうち、29年度上半期に1,000トン以上を受け入れた55社の合計が243,731トン

であり、全体の87%も占めている。そこで、集計作業量を減らすため、30年度上半期の
受入量のデータ集計は、この55社に限って行った。55社のうち、30年度上半期の処理
実績をHPで見ることができない（30年12月1日現在）業者は4社あり、図ではその
業者の30年度上半期の値は表示されていない。

（解析結果から得られると思った仮説）
廃プラスチック類の受入量は、30年度上半期には、29年度上半期より相当量増えて

いる。
（解析結果から読み取れたこと）
どの業者も相対的に一律に増えているわけではなく、以下のように業態によって受入量

に差異がある。
1	 	 建設廃棄物の処理を主としている業者の廃プラスチック類の受入量は、30年度上半
期は29年度上半期に比べて減少傾向にあるようだ。［2020東京オリンピック・パラリン
ピックに向けて進められた再開発による解体工事が減っているかも？］

2	 	 焼却業者の廃プラスチック類の受入量には、変化がないようだ。［既に能力いっぱい？］
	（注）東京臨海リサイクルパワーは、グラフ上は3倍も増えている。しかし、廃プラスチッ
ク類以外も含めた全種類の受入量は、29年度上半期も30年度上半期も約57,000トン
である。29年度上半期の廃プラスチック類の受入量は全体量の29%だったものが、30
年度上半期は88%まで急増しているから、3倍になっている。ただし、この廃プラスチッ
ク類の増加分のすべてが中国規制の影響というよりも、受入物から不純物を減らす取組
みや建設廃棄物（木くず等）の受入れを減らしている結果などが大きいと同社から聞い
ている。

3	 	 オフィスや商業施設系等の事業所業務系産業廃棄物を主として取り扱う業者の受入量

■中国輸入規制の影響■

は、30年度上半期は29年度上半期を上回る傾向にあると言えるだろう。［ただし、全体
として増えているといえるか？	特定の業者のところに集中しているようにも思える。］

（仮設の否定及び二次解析の必要性）
これまで中国に輸出されていたものも、都内の産廃業者で、まずは圧縮・梱包等中間

処理されていたならば、各処理業者の処理能力にどれだけの余力があるのか、あるいは
二次処分先・リサイクル先への搬出可能量（セメント工場や製紙工場または全国の処理
業者での受け入れ可能量）にはどれほどの余裕があるのかを知る調査が必要となる。

（その他）
なお、上記のほか、約240社の報告・公表制度のデータを集計して分かったことがあ

るので、以下に記す。
1	 	 HPの表示はトン単位だが、kgで記載して3桁大きくなっていた業者が2社あった。
2	 	 受入量を記載する場所を間違え、廃プラスチックの量を廃アルカリの欄に記載してい
た業者が1社あった。

3	 	 29年度の月ごとの数値と30年度の月ごとの数値が、一部の処理施設で全く同じ値に
なっていた業者がいた。

4	 	 処理施設の処理能力からして明らかに過大な受入量ではないかと疑われる業者もごく
一部に見られた。

単位：t【10,000t 以上】

【5,000 ～ 10,000t】

29 年度上半期 30年度上半期
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単位：t【～ 5,000t】

■中国輸入規制の影響■

29 年度上半期 30年度上半期

［ 29 年度上半期及び 30 年度上半期の両方のデータ
があるうち、廃プラスチック類の受入内容を変更
した東京臨海リサイクルパワーを除く 50 社の 29
年度上半期合計は 213,122 トン、30 年度上半期合
計は 214,970 トン（対前年同期 100.9％）と大きな
違いはない。］

第４８回 理事会決定事項

本号から、理事会で決定された事項について、報告する。
平成30年11月14日に開催された第４８回理事会では以下が決定された。

新入会員の承認
正会員 3社の入会、賛助会員 1社の入会、正会員 2社の退会届

会員資格の喪失
正会員 1社：会費納入義務を 1年以上履行していないため

入会承認の取消し（予告）
賛助会員入会申込 1社：入会承認後、1年以上入会金及び年会費の入金

がないため
	 （専務理事　木村	尊彦）

理事会決定事項

11月4日	㈰に暫定開通した環状２
号線「築地大橋」の下から、旧築地市
場が見えています。築地市場は、1935
（昭和10）年に公設公営の「東京市中
央卸売市場」として開場し、平成最後
の今年、2018年10月に83年の歴史
を閉じました。
市場のルーツは江戸時代に遡りま

す。徳川家康の江戸入り（1590年）
に大阪の佃村から随伴した漁師が、幕
府に魚を納める一方、獲れた魚の残り
を日本橋のたもとで販売するようにな
り、これが魚河岸（魚市場）と呼ばれ
東京の市場のはじまりとされています。
日本橋魚河岸は、1923年、関東大震
災で焼失したため、芝浦の臨時魚市場

表紙の言葉

●今月の写真：	環状２号線「築地大橋」と旧築地市場（中央区）

●撮影者：	塩沢	美樹（機関誌編集担当）　●撮影日：	平成30年10月25日

地図はGoogle�マップより

を経て築地に移転し、水産物の取引では世界最大級にまで発展しました。
環状２号線は、築地市場跡地の地下トンネル工事を残すのみとなりました。全線開

通は、2022年の見込です。【参考】東京都中央卸売市場ウェブページ
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国内研修旅行（金沢）
第 17 回「産業廃棄物と環境を考える全国大会」に参加

女性部（渡邉久美 部長）は、平成 30 年 11 月 15 日㈭～ 17 日㈯、石川県において、
施設見学の実施、「e-Lady21 のつどい」（主催：関東地域協議会女性部会）及び「第 17
回「産業廃棄物と環境を考える全国大会」（主催：公益社団法人全国産業資源循環連合
会ほか）への参加を目的として、「国内研修旅行（金沢）」を実施した。参加者は総勢 23
名であった。

初日は、自動車リサイクル事業を国
内外で展開されている会宝産業株式会社
（金沢市東蚊爪町）の施設見学を実施し
ました。
同社は1969年、取締役会長	近藤典彦

氏によって自動車解体業からスタートしま
したが、循環型社会の創造を目指し、自動
車リサイクル業を経て、中古部品の国際的
な品質規格・教育機関の確立等様々な活
動を行っており、今年で49周年となります。
2015年4月より近藤高行氏が代表取締役
に就任、海外戦略にむけて中古車エンジン
の性能評価規格「世界初PAS777」を確
立するなど、海外でのグローバル事業に力
を入れています。
また、車両解体を行った際に出るオイル

を利用してトマトを生産したり、事務所の
会議室に置かれていた座り心地の良いイス
は、廃車になったシートのリサイクル品と
のことでした。
山口部長より、工場内を見学しながら施

設概要について説明を頂きました。日本人
は乗れるのに廃車、海外では壊れて乗れな
くなったら廃車と、考え方が違うので、中
古でも日本車のエンジンは性能がいいので
人気だそうです。解体現場では車を解体
する前に部品一つ一つを一元管理するシス

テムを導入、無駄な解体をしないようコン
ピュータ管理をしていることに驚きました。
解体後、破砕処理後でも何年式なのか、
また、いつ廃車にしたのか全部わかるとの
事です。工場は広大な敷地を保有し廃車
予定の車両が新車の展示場のように白線に
沿って整列しており、見学現場の先々で従
業員のあいさつがスマートで礼儀正しく、
工場内もきれいに整理整頓され、社員教育
と社風が伺えた施設見学でした。
本見学会の実施にあたり、ご協力いただ

きました会宝産業の皆さまに、心より感謝
申し上げます。

会宝産業にて

研修旅行 2日目の 16日㈮、ホテル日
航金沢（金沢市本町）において開催され
た、今年で 7回目となる「e-Lady21 の
つどい」に参加しました。
今回の「つどい」では、石川県の株

式会社日本海開発		代表取締役の南純代
氏と有限会社ショーケン産業		取締役の
新井智香氏にご講演いただきました。
株式会社日本海開発は、石川県能美

市で一般廃棄物・産業廃棄物の収集運
搬・処分業、機密書類のリサイクル、食
品残渣や剪定枝などを利用した有機肥料
の販売などを事業として行っています。
南氏は、お父様が経営されていた頃は、
家業が嫌で仕方がなかったそうですが、
ある日お父様とクレーム応対をしたこと
をきっかけに経営に興味をもち、人脈と
経営の関係性、各部門が何をやっている
のかなど、より詳しく知りたくなったと
のことです。従業員が安心して働き続け
られる環境を作ろうと、5年ほど前より
事業継承を進め、2018 年 4月に就任さ
れました。今は女性の観点から新たなビ
ジネスや SDGs に取り組んでいるとのこ
とです。
有限会社ショーケン産業は、石川県

小松市で産廃処理業と解体業を事業とし

て行っています。新井氏は、お父様の体
調不良をきっかけに、前職を辞め現在の
会社に入社しました。女性従業員が自由
に発信していける環境作りをしていきた
い、動脈産業では女性が活躍しているよ
うに、静脈産業も女性が自らの働き方に
ついてもっと考え、柔軟性を高めていか
ないといけないと熱い気持ちをお話くだ
さいました。
グループワークでは、「産廃業界をど

う女性達がイノベーションしていくか」
というテーマのもと活発なディスカッ
ションが行われました。

初めて参加された方からは、「こんな
に女性がたくさんいるんですね、参加し
て良かったです」という言葉もあり、回
を重ねるごとにネットワークの拡大を実
感しています。来年は兵庫県での開催、
また皆さんとお会いできるのが今から楽
しみです。
引き続き、同ホテルにおいて開催さ

れた第 17回「産業廃棄物と環境を考え
る全国大会」に全員で参加いたしました。

（	㈱三凌商事　上杉	ゆかり／白井エ
コセンター㈱　木村	英恵	）

e-Lady21 のつどい

金沢駅
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中間処理委員会　中和・脱水分科会（森リーダー）

開催日時：		11月9日㈮15時～	 場所：		協会会議室	 出席委員：		5名
議題及び内容：
●	流動性廃棄物に適したＷＤＳ（廃棄物データシート）の標準フォーマット策定

流動性廃棄物の特性として、サンプル時と性状が変化することがある（沈殿
等）。後々のトラブルを回避するために、流動性廃棄物独自のＷＤＳ標準フォー
マットを策定する。標準フォーマットに、各社オリジナルの項目を追加して使
用できる形を構築し、協会会員が活用できるようにする。

次回開催日：		2月7日㈭15：00～　協会会議室

法制度検討委員会（篠原委員長）

開催日時：		11月12日㈪15時～	 場所：		協会会議室	 出席委員：		8名
議題及び内容：
●あっせん、仲介、代理等の第三者問題

第三者の義務と責任等に関して、前回に引き続き議論を行った。今回の検
討を踏まえ、次回委員会にてこのテーマを終了させ、理事会に報告する。

次回開催日：		12月19日㈬15時～

青年部幹事会（矢部部長）

開催日時：		10月25日㈭15時～	 場所：		協会会議室	 出席者：		11名
議題及び内容：
①	青年部各委員会報告
・	総務委員会：	 （公社）全国産業資源循環連合会青年部協議会の連絡システム

「れん楽網」を活用し、部員紹介の記事を作成する。第1回目
のインタビューは10月31日に行う。

・	研修委員会：	 11月27日に行う研修会についての打ち合わせを行った。

・	コミュニケーション委員会：	青年部内の交流を目的とした工場見学・視察先と懇親会の内容
について打ち合わせを行った。

②	青年部施設見学研修について
今後は、青年部の交流も兼ねて施設見学研修を年２回行いたいとの意見が

出た。次年度は、5月中旬の実施を検討する。

次回開催日：		11月27日㈫15時～　外部会議室

人材確保 PT 勉強会（二木座長）

開催日時：		11月20日㈫15時～	 場所：		協会会議室	 出席者：		14名
議題及び内容：	
●	㈱アクセスヒューマネクスト	南氏から新卒者採用の近況報告と平成31年2月
18日に行う「新卒者を対象とした資源循環業界研究会」の説明を受けた。開催
名を「環境ビジネス☆業界研究フェア」とすることとなった。中小企業層の求
人募集の未充足数が過去最大の採用難となっている。厳しい獲得競争となり選
ばれる会社になるため、企業の魅力PRが必要。「環境ビジネス☆業界研究フェア」
では、新卒者の活動時期に合わせた広報で母集団「量」の確保を狙う。

●	次回は12月19日㈬15：00～　アクセス青山フォーラムにて「環境ビジネス
☆業界研究フェア」に出展企業の事前説明会を開催する。

次回開催日：		12月19日㈬15時～17時　外部会議室

建設廃棄物委員会（鈴木委員長）

開催日時：		11月26日㈪15時～	 場所：		協会会議室	 出席委員：		13名
議題及び内容：
①	委員の交代

新委員の有明興業㈱萬谷和将氏に、10月10日付で委嘱状が交付された。
②	2019年度活動計画

委員会開催は3回、施設見学会1回を行う予定となった。また、汚泥分科
会に関しては来月の全産連の動向を注視しながら、2回程度報告等を行うこと
とした。

③	マニフェスト事務作業の問題点について
排出事業者の働き方改革により、作業の負担がどうしても処理業者にかかっ

てくると予想される。建廃関係だけではなく、他の廃棄物に関しても同じよう
な問題が出ており、排出事業者や国を巻き込んで、もう少し事務作業の簡素化
をしていきたいとの意見が出た。また、排出事業者ごとに排出される廃棄物の
品目の分類が異なること、電子マニフェストに関しては排出事業者の入力ミス
等、現状の問題が提示された。

次回開催日：		未定
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医療廃棄物委員会（五十嵐委員長）

開催日時：		11月30日㈮16時40分～	 場所：		外部会議室	 出席委員：		９名
議題及び内容
①	委員の退任について

ムゲンシステム㈱伊藤副委員長が都合により委員会を退任した。

②	委員会活動計画の変更について
2月15日㈮に予定していた廃プラ油化処理に関するビデオ勉強会を、資源

リサイクル施設見学会に変更した。

次回開催：		2月15日㈮14時30分～

中間処理委員会　破砕・圧縮分科会（福田リーダー）

開催日時：		11月28日㈬15時～	 場所：		協会会議室	 出席委員：		9名
議題及び内容：
●	9月に実施した中間処理委員会と（一社）JBRCとの意見交換会の報告および、
リチウムイオン電池等二次電池の混入事例（対策編）のアンケート結果より、
各社の対策について、木村専務理事から説明があった。

●	中国の輸入規制に伴う廃プラスチック問題について、11月16日㈮の毎日新聞に
深刻化している問題として東港金属㈱と白井エコセンター㈱が掲載された。

●	廃プラスチックの受入に最大5時間かかっている中間処理施設もあり、年末に
向け更なる混乱が見込まれる。11月22日㈭、小池都知事に要望活動を行った。
11月30日㈮に、超党派「資源リサイクル推進議員連盟総会」に廃プラスチッ
ク問題で呼ばれているので、木村専務理事と福田分科会リーダーが状況と要望
を話す予定。

次回開催日：		2月20日㈬15時～

※ 協会からお送りした申込書により１月 17 日㈭までにお申込みください。

● 日 　 時 　平成３１年１月２５日	㈮
　 　新春講演会　16：00～　／　賀詞交歓会　18：00～

● 場 　 所 　ホテル	椿山荘東京	（	文京区関口２－１０－８	）
【新春講演会】	 参加費：無料
【賀詞交歓会】	 参加費：お1人10,000円　＊事前振込

～�会員の皆様へ�～

新春講演会・賀詞交歓会  開催のご案内

（平成 30年 12月 12日現在）

月 日 曜日 行事予定 備考
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7 月 ＜協会仕事始め＞

9 水 常任理事会　１３：３０～	／　第５０回理事会　１４：３０～ 協会会議室

16 水 広報委員会　１０：００～１２：００ 協会会議室

18 金 全産連	;	理事会　１４：３０～／　新年賀詞交歓会　１８：００～ 明治記念館（港区）

22 火 安全衛生推進委員会　１５：００～１７：００ 協会会議室

25 金 平成３１年　新春講演会　１６：００～　／　賀詞交歓会　１８：００～ ホテル椿山荘東京（文京区）

29 火 青年部　幹事会　１５：００～１７：００ 協会会議室

31 木 人材確保ＰＴ勉強会　１５：００～１７：００ 協会会議室
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4 月 総務委員会　１４：００～１７：００ 協会会議室

5 火 ＜全産連主催分＞　平成３０年度産業廃棄物処理実務者研修会　 ベルサール西新宿（新宿区）

6 水 中間処理委員会＝焼却分科会　「施設見学会」 成友興業㈱（大田区）

7 木 中間処理委員会＝中和・脱水分科会　１５：００～１７：００ 協会会議室

12 火 収集運搬委員会　１５：００～１７：００ 協会会議室

13 水 （広報委員会	予定日　午前中）　 協会会議室

14 木 ＜協会実施＞　第３回産業廃棄物処理実務者研修会　９：５０～１６：３０　フォーラムミカサエコ７Ｆホール（内神田）

15 金
医療廃棄物委員会　「医療廃棄物施設見学会」１４：３０～　／　委員会 ㈱五十嵐商会（北区）

関東地域協議会女性部会　「交流会」 （群馬県）

18 月 人材確保ＰＴ勉強会　「環境ビジネス☆業界研究フェア」 アクセス青山フォーラム（港区）

19 火 青年部　幹事会　　１５：００～１７：００ 協会会議室

20 水 中間処理委員会＝破砕・圧縮分科会　１５：００～１７：００ 協会会議室

21 木 女性部　幹事会　（午後） 協会会議室

22 金

全産連	;	全国正会員会長・理事長会議　１３：３０～　（熊本県） 熊本ホテルキャッスル（熊本市）

＜協会実施＞	「電子マニフェスト・導入実務研修会」	　14：00～16：00 ｴｯｻﾑ神田ﾎｰﾙ２号館３階・大会議室　（内神田）

中間処理委員会	「省エネ研修会」１４：００～１６：００　／　委員会１６：００～１７：００ 協会会議室

23 土 都・東京都医師会・協会	共催		「平成３０年度医療廃棄物適正処理研修会」　都民ﾎｰﾙ（新宿区）

25 月 平成３０年度第三回「安全衛生研修会」　１４：００～１６：３０ エッサム本社３階グリーンホール（神田須田町）

27 水 中間処理委員会	「省エネ研修会」１４：００～１６：００　／　（委員会１６：００～１７：００）協会会議室
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那須興産�㈱
代表取締役　 柴 　 健 一

東京都知事　産業廃棄物収集・運搬 （積替え保管を含む）　
〔	 燃え殻、汚泥（脱水後のものに限る）、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、
繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、
がれき類	〕

積替え保管できる産業廃棄物の種類
〔	 がれき類　〕

東京都知事　産業廃棄物処分業 　中間処理
破砕	 〔　廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、

ガラス・コンクリート・陶磁器くず　〕

〒 175-0082	 東京都板橋区高島平２－２－９
☎		０３（３９３６）７５４１

㈱�Ｊ�Ｒ�Ｓ
代表取締役　 鷹 取 　 賢

東京都知事　産業廃棄物収集・運搬 （積替え保管を含む）　
〔	 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラス・
コンクリート・陶磁器くず、がれき類	　（石綿含有産業廃棄物を含む）	（水銀使用製品
産業廃棄物を含む）　〕

積替え保管できる産業廃棄物の種類
〔	 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラス・コン
クリート・陶磁器くず、がれき類		（水銀使用製品産業廃棄物を含む）　〕

東京都知事　産業廃棄物処分業 　中間処理
薬注固化	 〔　汚泥　（無機性汚泥及び不養生コンクリートに限る）　〕

〒 196-0013	 東京都昭島市大神町４－１１５２
☎		０４２（５４６）２１０１

鷹取建材�㈱
代表取締役　 鷹 取 　 賢

東京都知事　産業廃棄物収集・運搬 （積替え保管を除く）　
〔	 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、
金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん　〕

〒 192-0015	 東京都八王子市中野２５４５－２１
☎		０４２（６２５）８４６８

「ヒヤリ・ハット」の事例がございましたら、協会までお寄せ下さい。

何処で 何をしている時 何がどうした 改善すべき事項

1

一般道路で 走行中 日差しがまぶしくサンバイ
ザーを使用していたため、信
号を見落としそうになった。

視界を十分に確保できる
ようサンバイザーを調整
する。

2

現場で バキューム作
業時

吸引ホースが暴れ、作業員の
転倒や、手足を吸引される恐
れがあった。

吸引ホースは支柱等に固
定する。吸引作業者、監
視員、吸引装置の操作者
の3人態勢で作業を行い、
吸引装置の操作者が常に
緊急停止できるように配
置する。

3

現場で コ ン テ ナ を
アームロール
で降ろすとき

コンテナの車輪の接地面が陥
没していたため、コンテナが
バランスを崩しレールからは
ずれそうになった。

コンテナを降ろす前に地
表の状態を確認し、注意
しながら行う。

4

現場で コ ン テ ナ に
シートを掛け
ているとき

コンテナ上で、シートをコン
テナの側面から反対の側面ま
で掛けているときに滑って転
倒しそうになった。

立馬を側面に設置し、コ
ンテナ上には上がらない
でシートを掛けるようにす
る。

5

現場で コ ン テ ナ に
シートのゴム
を掛けている
とき

シートのゴムを引き伸ばし
フックに掛けている時に、劣
化していたゴムが切れて顔に
当たりそうになった。

定期的にシートの破れや
ゴムひもの劣化がないか
確認をし、管理表を作成
する。

6
現場で カゴ台車収納

時に
底板の止金をせず底板が倒
れてきそうになった。

止金をするか、指差し呼
称にて確認する。

7

現場で ダンボールを
積んでいる時

（平ボディー車にて）重ねた
ダンボールの上に乗ってす
べって転倒しそうになった。

荷台での作業時は保護帽
を着用し、ダンボールの
上を歩かないように注意
する。

8

現場で ガラス・瀬戸
物の分別をし
ている時

割れ物類がゴミ袋に入ってい
るのに気付かず、手を切りそ
うになった。

分別作業中は必ず手袋を
着用する。手を切りそう
な物が入っている場合は、
厚手の耐切創手袋等を使
用する。
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年末年始はお仕事にプライベート
にと、皆様お忙しくお過ごしのこと
と思います。
私は 11 月に、新年の到来をいち
早く感じさせる風物詩である浅草酉
の市に、ぶらっと行ってきました。
皆様の会社にも熊手を飾っていらっ
しゃるでしょうか。浅草酉の市は
関東三大酉の市のひとつで、現在最
も有名な酉の市とされていますが、
代々東京生まれ東京育ちの家庭に生
まれ、いわゆる江戸っ子である私に
とっては馴染みの深いお祭りです。
たくさんの熊手店が立ち並び、酉の
市でしか見られない華やかな光景に
包まれると寒さも吹き飛びます。縁
起物の熊手の商いが成立し、「いょ～

おっっ！」という威勢の良い掛け声があちら
こちらの熊手店から聞こえる様子も、江戸っ
子である私の心を躍らせます。よく周りの人
から「元気」「明るい」と言われますが、江戸
の威勢の良さが私の体には流れているのかな
と改めて感じたところです。自分用に小さな
熊手を購入し、熊手を片手に露店も楽しみお
祭り気分を盛り上げて、2019 年は良い年を迎
えられる気分になりました。
当協会では 2019 年 1月 25日㈮に新春講演
会・賀詞交歓会を「ホテル椿山荘東京」（文京
区関口）で開催いたします。多くの会員の皆
様とご挨拶ができる新年最初の行事ですので、
協会事務局一同、皆様のご参加を心よりお待
ち申し上げております。私個人的には、酉の
市の熊手店のように威勢よく皆様をお出迎え
したいところですが、場違いになってしまい
そうですので、心の中で「ソレ、ソレ、繁盛、
繁盛、繁盛！」と掛け声を繰り返しながら、
受付にて新春にふさわしい明るい笑顔で皆様
をお迎えし、福をかき込みたいと思います。
	 （木島）

平成 30 年があと数日となりまし
た。今年一年も皆様には協会活動に
ご理解を頂き、大変お世話になりま
した。
今年の流行語大賞は、平昌オリン
ピック銅メダルのカーリング女子「そ
だねー」。競技の緊張する場面で、ほっ
とする一言でした。一方で、一般公
募の多数決で選ばれる今年の漢字は
「災」。皆さんにとっては、どのよう

な一年でしたでしょうか。
「とうきょうさんぱい」でこの一年間様々な
内容の情報が発信されましたが、多く掲載さ
れた記事は、「中国輸入規制の影響等」、「リ
チウムイオン電池等二次電池事故対策」、「人
材力支援事業」でした。それぞれ記事の内容
は、「年間約 160 万トンと推測されている廃
棄物に対する処理施設能力の供給不足など社
会環境の課題」、「異物混入などに起因する危
険な事故への対策」、「採用難など人材の課題」
についてで、業界が抱える課題が多岐に渡り、
対策も急がれている現状が報告されました。
今年の表紙の写真はパラリンピック応援企
画でした。様々な競技や選手、競技会場の写
真を毎月掲載しました。記事や写真の提供に
ご協力くださった皆様に改めて御礼申し上げ
ます。
まもなく平成最後の年末年始となります。
皆様はどのように過ごされますか。氏神様へ
のお礼詣りや来る年の無事や平安の祈願、ま
た家でゆっくり過ごすのも、この時期ならで
はの事ではないでしょうか。皆様にとりまし
て、佳き年越しとなりますようお祈り申し上
げます。	 （森）
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