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○○ はじめに
東日本大震災が発生した時、私は福島

県警の総務課長として、県警本部長の下
で震災の指揮をとっておりました。

岩手県、宮城県、福島県で約 16,000
人が亡くなり、約 2,600 人が行方不明
のままです。まさに未曾有の大災害でし
た。

近年、自然災害が激甚化していること、
また、南海トラフ巨大地震がいつ発生し
てもおかしくないといわれる今日、我々
が経験した震災の話を、一人でも多くの
方に伝えたいと思っています。

○○ 震災が風化している
国は、東日本大震災が起こった 3 月

11 日に毎年開催してきた政府主催の追
悼式について、発生から 10 年となる
2021 年を最後に打ち切るとの方針を今

週公表しました。震災が風化しているの
ではないかと感じています。あの日、皆
さまが感じたことを、いま一度思い出し
ていただきたいのです。

○○ 殉職者ご遺族の言葉
私は震災後、殉職者ご遺族のケアな

どの対応を担当しました。殉職警察官は
30 名、このうち福島県警察官は 5 名で、
うち 1 名は、住民の避難誘導中に津波
に飲まれ、まだ見つかっていません。

ご遺族の心の傷はいまだに癒えるこ
とはありません。このような状況の中、
あるご遺族から「息子を忘れるな。後世
に伝えろ」と言われました。それで私は、

「死ぬまで息子さんのことを伝えます。
それが私のこれからの使命です。」と、
震災を伝える活動を、現役時代から続け
てまいりました。

東京都産業資源循環協会は、令和2年1月24日㈮16時より○ホテル椿山荘東京（文
京区関口）において、表彰式・新春講演会・賀詞交歓会を開催した。
表彰式では、東京しごと財団から受託した「団体別採用力スパイラルアップ事業」の

支援先企業のうち２社の取組好事例企業を表彰した（14ページ参照）。16時 30分から
は、新春講演会を開催し、元福島県郡山警察署長の遠藤○弘文○氏より、東日本大震災と
原発事故に立ち向かった警察官の「誇りと使命感」、殉職者ご遺族の言葉を語り継ぎたい
との想いから、講演いただいた。18時からの賀詞交歓会には300名超が参加した。新春
講演会終了後から賀詞交歓会終了までの時間帯には、会場前通路の賛助会員コーナーに
て、賛助会員5社が自社の事業内容を紹介した。○ （取材　塩沢○○美樹）

表彰式・新春講演会・賀詞交歓会を盛大に開催

講師：○○遠藤○弘文○○氏
○ 元福島県郡山警察署長
○ 弁護士法人○滝田三良法律事務所○○相談役

「震災を伝える○○〜誇りと使命感〜」

○○ リーダーの在り方
震災当時の松本光弘 福島県警本部長

（本年 1 月に警察庁長官に就任）は、す
ばらしいリーダーでした。本部長ともな
れば、普通は部下に任せるところですが、
松本本部長は関係省庁などと直接やりと
りしてくれたので、ものごとがとても早
く進みました。東京電力福島第１原発事
故後の対応では、立入を禁じられていた
警戒区域内に残された行方不明者の一斉
捜索を決め、自ら防護服を着て、先頭に
立って指揮しました。

また、原発事故の際、住民の安全と事
態の収束に重要な役割を果たした双葉警
察署では、署長の「覚悟してくれ」の一
言で署員が一つになりました。この背景
には、家族のような署員づきあいが出来
上がっていたことがあります。

良好な職場環境や人間関係を構築する
のはトップの最大の務めです。リーダー
の在り方、考え方、普段の行いが、組織
を左右するのだと私は思います。

○○ 原発が爆発したとき、直近にいた警察
官の想い

当時、慶應大学にいた小林良樹 教授が、
「危機状況下における警察官の意識につい
て」、警察官 125 名に対する調査を行い、
学術論文にまとめました。
「原発が爆発した時、死の恐怖を感じ

たか。→ 115 人（92％）が感じた。」「任
務放棄して逃げたいと思ったか。→ 52 人

（41％）が思った。」など、原発の直近にい
た警察官の正直な心情は、今後のためにも
大変貴重なデータです。

恐怖を感じながら逃げなかった理由とし
て、「仲間の連帯感、絆  115 人（92％）」

「警察官の誇り、使命感  107 名（86％）」
上司の命令、指示  82 人（66％）」「郷土愛、
地域住民の感謝・励まし  71 人（57％）」

の４つが挙げられています。
津波に飲まれる寸前の電車から、40 人

の乗客を避難誘導し救った、出張から戻る
途中の２人の警察官がいました。彼らは「警
察学校で、私服であっても心の制服を着て
いなさいと教えられた言葉が、その時浮か
んだから、とっさの救命活動ができた」と
話しています。

警察官の職務倫理の基本は「誇りと使
命感を持って、国家と社会に奉仕すること」
です。これを教えることは非常に困難です
が、教育を通して伝え続けていれば、必ず
頭のどこかに「誇りと使命感」が残っていて、
いざというときに出てくるということだと思
います。

それから、原発に向かう警察官に、地元
の方が「がんばって」「ありがとう」と、手
を振ってくれました。応援をエネルギーに
変えて闘うことができたと全国の警察官が
言っています。我々は地元の方に慕われ、
励まされて仕事を全うできるのです。これ
は皆さまにも共通することだと思います。

○○ 危機管理意識
福島県警は、原発事故の前から爆発

を想定した訓練を提案していましたが、
実現できなかったことが悔やまれます。

電源喪失により失った原子炉の冷却
機能を回復するため、せっかく時限内に
集めた電源車が、訓練していたら気づい
ていた事態により、使用できなかったの
です。

日頃から訓練を行っておくことが大
切だと痛感しました。

○○ 結びに
福島県は、今でも風評被害に苦しみ、

指定廃棄物処理の問題など、大きな悩み
を抱えています。

福島に想いを寄せ続けてください。

新春講演会・賀詞交歓会
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賀詞交歓会
18 時より、五十嵐和代 常任理事の司

会により賀詞交歓会を開催した。
高橋俊美 会長の挨拶に続き、来賓の

方々から祝辞を頂戴した。

会長挨拶

明けましておめでとうございます。
会員の皆さまには健やかな新年を迎えら
れたことと存じます。年頭にあたり、一
言ご挨拶申し上げます。

本日は、私ども一般社団法人 東京都
産業資源循環協会の賀詞交歓会に、環境
省の成田 環境再生・資源循環局 廃棄物
規制課長様、都議会自民党 神林茂先生
をはじめ、協会顧問である東京都議会議
員の先生方、東京都の吉村 環境局長様、
宮澤 資源循環推進部長様、全国産業資
源循環連合会の森谷 専務理事様、日本
環境衛生センターの南川 理事長様、そ
の他、多数の関係団体のご来賓の皆さま
にご出席を賜り、まことにありがとうご
ざいます。

また、会員の皆さまには、賀詞交歓
会に先立って開催いたしました表彰式及
び新春講演会にも多数ご参加をいただ

き、あわせて御礼申し上げます。
働き方改革・女性活躍推進に関する

表彰を授与された方には改めてお祝い申
し上げます。引き続き、業界のけん引役
としての活躍を期待しております。

さて、昨年を振返ると、まずは、一
昨年から続く、中国等での廃プラスチッ
クの輸入規制問題への対応策についてで
す。昨年５月に環境省が排出事業者指導
などに関する通知を自治体に出していた
だくとともに、国の優良評価制度で認定
された事業者に対しては保管量の制限緩
和、自治体の一般廃棄物処理施設での受
入れ・焼却のお願い、流入制限の緩和及
び撤回、いわゆる事前協議の緩和・廃止
に関する通知を出してくださいました。

また、東京都環境局は、協会の要望
を踏まえて、来年度予算に、セメント工
場への緊急輸送実証事業を盛り込むべく
準備を進めてくれていますが、是非とも
スピード感を持って進めて下さいますよ
うお願いしたいと思います。

これらは、国内での資源循環の方向
性を示す第一歩を踏み出したものと歓迎
しております。協会として、全国に発信
できる事業を展開してまいりたいと思い
ます。

さて、待ちに待った東京 2020 であり
ます。前回の 1964 年の東京オリンピッ
ク当時、私は、中学 2 年生でして、東
北の野山を駆け回っておりましたが、し
かし今でも忘れ得ぬ感動を受けた思い出
があります。

今回のオリンピック・パラリンピッ

新春講演会・賀詞交歓会

クは、どんな感動を私たちに与えてくれ
るか今から楽しみにしております。

私の会社を含めて、会員企業の皆さ
まの中には、競技会場や選手村から発生
する廃棄物の処理に従事する方もいらっ
しゃるでしょう。また、従業員の皆さま
は、分別ナビゲーターとして、リサイク
ルボックスの前で汗を流しながら、「こ
れは資源 !」、「燃えるごみはこっちの箱 !」
等専門知識を発揮しての活躍をして頂き
たいところです。楽しい思い出が残るオ
リンピック、パラリンピックとなるよう、
みんなで盛り上げてまいりましょう。

本日は都議会議員の皆さまにもご出
席いただいておりますが、今年の政治イ
ベントは、東京都知事選挙でしょう。我々
としては、未来に希望が持てるように、
資源循環型社会を形成しながら、景気を
上昇させる政策を行っていただける知事
を望んでいます。7 月 5 日の投票日まで
注目していきたいと思います。

もう一点、2020 に関連して申しあげ
るならば、今年は廃棄物処理法制定から
50 周年を迎える年でもあります。

これまでの 50 年間は、規制、規制と
強化ばかりの流れであったかと思います。

しかし、公害国会から半世紀を経て、
そろそろ環境政策の場面でも、事業者の
企業倫理や社会貢献意識、公共性の精神
を信じて、規制緩和に舵を切り、働き方
改革につながる合理的・効率的な事業運
営が行える制度に改めてほしいものです。

協会としては、マニフェスト制度の
改善策や、優良処理業者の育成策などに
ついて、国や東京都、全産連、排出事業
者団体に提言をしていきたいと考えます。

そのための関係者間での協議にご理
解・ご協力をいただければ幸いです。

結びに、本年 2020 が皆さまにとって
より良き年となりますようお祈り申し上
げ、また、協会の運営に対する会員各位
の変わらぬご支援をお願い申し上げまし
て、新年の挨拶とさせていただきます。

来賓祝辞

環境省　環境再生・資源循環局 
廃棄物規制課

課長 成 田 ○ 浩 司 ○氏

明けましておめでとうございます。
まず初めに、東京都産業資源循環協会の
皆様におかれましては、かくも盛大に賀
詞交歓会が開催されましたことを心より
お喜び申し上げます。

また、貴協会および会員の皆様にお
かれましては、日頃より産業廃棄物の適
正処理および環境行政の各般にわたり格
別のご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上
げます。

さて、この場をお借りしまして、本
年 2020 年は産廃行政にとってどんな年
になるのかといった私の考えを申し上げ

新春講演会・賀詞交歓会
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ます。
まず第一は、東京オリンピック・パ

ラリンピックの年ということです。ただ、
これにつきましては、さきほど高橋会長
からも言及がございましたし、また、こ
のあとご挨拶される方も恐らく言及され
ると思いますので、私は別の観点からお
話しいたします。

産廃行政の観点からは、今年も廃プ
ラスチックの処理が引き続き大きな課題
であるということに変化はないだろうと
思っております。環境省は、昨年 5 月
に廃プラ処理の円滑化に関する通知を発
出いたしました。さきほど高橋会長から
も言及がございましたように、セメント
施設に廃プラを入れるなど、東京都さん
独自の取組をされていらっしゃいます。
こうした取組を、環境省としても、しっ
かりと後押ししていきたいと思っており
ます。このほかにも、産廃の関係では、
色々な課題がたくさんあると思います。
東京都産業資源循環協会の皆さまや東京
都の皆さまと連携して、環境省としても
国としての施策をうってまいりたいと
思っております。

もう 1 点ですが、これも高橋会長か
ら言及がございました廃掃法制定 50 周
年ということです。これまでの 50 年と
いうのは、簡単に総括すれば不法投棄、
不適正処理との闘いということだと思い
ます。そのための規制強化、取り締まり
というのが産廃行政の主軸だったと思っ
ております。今後の 50 年ですが、引き
続き適正処理の確保を大前提としつつ、
循環型社会、脱炭素社会、自然共生社会
に向けた取組を進めていくことが必要だ

と思っております。
そのためには、産廃処理業者の皆さ

まには人材を質・量ともに確保していた
だくことが不可欠だと考えています。人
材こそが組織にとってもっとも重要だと
思っております。その人材を確保するた
めに必要なことといたしまして、安全・
安心な職場づくりというのがあると思い
ます。このため、労災の撲滅が決定的に
重要となります。経営者が労災の撲滅を
経営の最優先事項として位置付けていた
だき、ハード・ソフトの両面で労災撲滅
に向けた具体的な取組を進めることが必
要だと思っております。

その次に必要なことは、社員の人間
力の向上だと思っております。適正処理
や循環型社会に向けた取組、さらにはお
客様に選んでいただけるサービス、これ
らは全て高い人間力を持った社員から生
まれるものです。単に知識や技術を持っ
ているだけでは実現しません。

他方で、行政としましても、これま
でのやり方を漫然と踏襲するのではな
く、新しい時代、新しい施策課題にふさ
わしい行政運営や制度づくりを進めてい
くことが必要だと考えております。

こういった一環としまして、本日午
後に環境省で全国都道府県政令市環境担
当部局長会議というのが開催され、この
場で私から各都道府県の環境担当部局
長、あるいはその代理の出席者に対しま
して、産廃行政の合理的な運営について
要請を行ったところです。その詳細をこ
こで逐一申し上げる時間はございません
が、適正処理と循環型社会の形成の中核
となるのは、優良な処理業者であること、
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あるいは、優良な業者と悪質な業者を見
極めてメリハリをつけた産廃行政を行う
こと、などを申し上げた次第です。環境
省といたしましても、本日お集まりの優
良な処理業者の皆さまの声にしっかりと
耳を傾け、産業廃棄物行政を進めてまい
りますので、本年もご指導ご協力をよろ
しくお願いいたします。

結びに、ご参集の皆さまの、ますま
すのご発展、ご健勝を祈念いたしまして、
私の挨拶とさせていただきます。

東京都議会議員
 神 林 ○ ○ 茂 ○氏

皆さま、1 月もだいぶ後半になりまし
たけれども、あらためまして新年明けま
しておめでとうございます。

日頃は、収集運搬、処理処分、また、
リユース・リデュース・リサイクルと、
皆さまにお力をいただきまして、ありが
とうございます。

ものを作るということは、作ったあ
とにしっかりとそれを処理処分しなけれ
ばいけない、今はこれが大変重要な話に
なっていると私は感じております。

記憶も新しい去年の 10 月、台風 19

号がきたわけです。私も驚きましたが、
あのときの災害残土というは東京全体で
約 4000 トンと言われております。膨大
な量でございます。ご存知のとおり、災
害ごみというのはそのままにしておく
と、固まって何も使うことができなく
なってしまうんですね。ところが、私も
ちょうど環境委員会の中で質問させてい
ただきましたが、有効利用する道がたく
さんあるということなんですね。災害ご
みは 90% 以上が土砂です。業界の皆さ
まの中でも扱っている方がありますが、
土砂は土砂で元に戻したり、地盤の弱い
ところに使うこともできます。災害廃棄
物をリユース・リサイクルすれば、東京
のごみは 4000 トンのうちのごく一部で
済んだわけです。

今 後、 リ ユ ー ス・ リ サ イ ク ル や リ
デュースの技術力を高めていけば、災害
ごみを少しでも減らすことができると感
じました。

皆さまもご存知のとおり、地球温暖
化の影響で、今年も大きな台風がいつく
るかわからないような状況ですので、災
害廃棄物の処理の部分でも、皆さま方協
会にお力をいただかなければいけないと
強く感じさせていただきました。

皆さま方には、まだまだこれからも
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左から神林議員、宇田川議員、髙島議員、田村議員
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多くのお力をいただかなければいけませ
んが、我々も全力をもって頑張ってまい
りますので、皆さま方の絶大なるご支援
を心からお願い申し上げる次第です。

皆さま方の業界のますますのご発展
と、そして皆さま方がお元気でご活躍さ
れますことを心から祈念申し上げまし
て、私からの挨拶にかえさせていただき
ます。本日はまことにおめでとうござい
ます。

東京都 環境局 
局長 吉 村 ○ 憲 彦 ○ 氏

皆さま、明けましておめでとうござ
います。まずは令和 2 年の賀詞交歓会
が盛大に開催されますことをお祝い申し
上げます。また、日頃から貴協会ならび
に会員の皆さまにおかれましては、都の
環境行政、とりわけ資源循環、及び廃棄
物の適正処理の推進につきまして特段の
ご理解とご協力を賜りまして、厚く御礼
申し上げます。

さて、東京都では昨年 12 月に、新た
な脱炭素戦略である「ゼロエミッション
東京戦略」を策定し、公表させていただ
きました。この戦略は 2050 年までに世

界の CO2 排出実質ゼロに貢献するため、
そのビジョンと具体的な取組をまとめた
ものです。今回の特徴としまして、その
中で資源循環分野を気候変動対策の一つ
として位置付け、持続可能な資源利用を
目指した 3R の推進や、プラスチック対
策、食品ロス対策について、2050 年に
目指すべき姿を示すとともに、2030 年
までに取り組む具体的な対策を明らかに
させていただいたところです。

また、同時に公表させていただいた
「プラスチック削減プログラム」におい
て、リユースを基調とした仕組の展開
や、循環的利用の高度化、革新的技術・
ビジネスモデルの導入促進などに取り組
み、廃プラスチックの焼却量を 2030 年
までに 2017 年比で 40% 削減し、2050
年までに CO2 排出実質ゼロのプラスチッ
ク利用を目指しているところです。

そのための具体的な方策といたしま
して、区市町村と連携したプラスチック
製容器包装分別収集の拡大、大規模オ
フィスビル等における事業系廃プラス
チックのリサイクルの促進、使用済み
ペットボトルのボトル to ボトルの推進
などにこれから積極的に取り組んでいき
たいと考えているところです。

また、先程来、お話にありました、
近年のアジア各国における廃プラスチッ
ク輸入規制強化により、国内での処理費
の上昇や、在庫の増加を受けまして、都
は緊急対策として、産業廃棄物の排出事
業者向けに廃プラスチックの分別の徹底
や適正な処理コストの負担など情報発信
を強化し、加えて廃プラスチックの原燃
料化を目的とした新たな国内資源循環
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ルートの確保についても貴協会と密接な
連携のもとに積極的に、また、早急に取
り組んでまいりますので、引き続きご協
力をお願いできればと考えています。

続いて食品ロスの削減対策について
ですが、食品ロスの削減に向けては現在、
事業者や消費者などからなる「東京都食
品ロス削減パートナーシップ会議」にお
いて議論を進めているところです。都は、
こうした議論を踏まえながら、来年度、

「食品ロス削減推進法」に規定する「食
品ロス削減推進計画」を策定し、事業者
や消費者、行政など各主体との連携した
取組を推進してまいります。

また、最後に災害廃棄物対策ですが、
都は 2017 年に「東京都災害廃棄物処理
計画」を策定し、現在、同様の計画がま
だ策定されていない区市町村に対して、
策定を積極的に働きかけているところで
す。貴協会も東京都と締結していただき
ました災害廃棄物処理に関する協定を踏
まえまして、各区市町村とも協定締結に
向けて調整を進めているとうかがってい
るところです。昨年もございましたが、
台風などに伴う被害が毎年のように発生
し、また、首都直下型地震の対応も求め
られる中、貴協会との連携はますます重
要になってまいります。今後とも東京全
体の防災力強化に向け、貴協会のご協力
をお願い申し上げるところです。

結びに、東京オリンピック・パラリン
ピックの開催まで180日となりました。
都はこの大会の成功はもとより、2030
年、2050 年を見据えた新たな取組を実
現させていくためには、貴協会との密接
な連携が重要であると考えております。

産業廃棄物の適正処理及び持続可能な資
源循環の一層の推進に向けまして、引き
続きご理解とご協力をお願い申し上げま
す。

本日ここにお集まりの皆さまのご健
勝とご活躍、また、東京都産業資源循環
協会のますますのご発展を祈念いたしま
して、私の挨拶とさせていただきます。
本年もよろしくお願いいたします。

公益社団法人 全国産業資源循環連合会
専務理事 森 谷 ○ ○ 賢 ○氏

皆さま、明けましておめでとうござ
います。今年もどうぞよろしくお願いい
たします。旧年中は、連合会の諸事業に
皆さまの多大なご理解とご協力を賜りま
して、厚く御礼申し上げます。

東京都産業資源循環協会の会員の皆
さまが一堂に会され、各界からご来賓が
多数お越しになっている場にお招きいた
だきまして誠にありがとうございます。

高橋会長から、さきほどありました
ように、本年 2020 年 12 月には、廃棄
物処理法が制定されて、満 50 年となり
ます。産業廃棄物処理業が誕生して半世
紀を迎えるわけですが、次の半世紀では、
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廃棄物の適正処理はもちろんのこと、廃
棄物から資源・エネルギーを作り出す産
業として成長することが、連合会にとり
ましても、また東京都産業資源循環協会
にとっても目標になると思っておりま
す。国民の皆さまのより一層のご理解と
信頼を勝ち取り、この目標の達成に邁進
してまいりたいと考えております。

我々の業界では、働き方改革への対
応、IoT、AI の事業への取り込み、低炭
素化への対応など、他の業界と同様の大
きな課題があります。さらに廃プラのよ
うに輸出から脱却し、国内で資源循環を
強固とすることが求められると考えてい
ます。連合会としては、中小企業が大多
数を占める業界において、⑴人材の育成
確保、⑵労働災害の防止、⑶低炭素化の
推進、⑷災害廃棄物処理への貢献を重点
にしてまいりたいと考えております。

東京都産業資源循環協会の会員企業
をはじめてとして、お集まりの皆さまに
一層のご指導ご鞭撻をいただければ幸い
と感じております。

特に昨年 4 月に、産業資源循環議員
連盟がとりまとめられました提言に沿い
まして、現在、処理現場の主任者に資格
制度を設けること、産業廃棄物処理業を
技能実習制度の対象業種とすること、そ
して、建設廃棄物からの再生品の利用促
進策については環境省、国土交通省のご
協力を得ながら検討を進めてまいること
にしております。

結びに、東京オリンピック・パラリ
ンピックのあるこの 1 年が、東京都産
業資源循環協会の会員企業にとって、さ
らにお集まりの皆さまにとりまして、す

ばらしい年となることをお祈りいたしま
して、私からの新年の挨拶とさせていた
だきます。本日はおめでとうございます。

 ✿　　✿　　✿

続いて、来賓を代表して、一般財団
法人 日本環境衛生センター 南川秀樹 理
事長が「ぜひ皆さんとともに、産廃に伴
う諸問題を解決できるよう、今年も一緒
に努力をしたいと思います。」などと述
べ、「乾杯」と発声した。

会 場 は 和 や か に 歓 談 へ と 移 り、 約
300 名の参加者が、新年の挨拶を交わ
していた。

19 時 35 分、乙顔均 副会長の中締め
で、盛会裏に全日程を終了した。
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上から乾杯の南川○氏、中締めの乙顔○副会長
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当日ご出席の来賓は次のとおり（順不同、敬称略）

環境省  環境再生・資源循環局  廃棄物規制課  課長 成 田 浩 司

協会顧問  東京都議会議員 神 林 　 茂

協会顧問  東京都議会議員 宇田川聡史

協会顧問  東京都議会議員 髙 島 直 樹

協会顧問  東京都議会議員 田 村 利 光

東京都環境局  局長 吉 村 憲 彦

東京都環境局  資源循環推進部  部長 宮 澤 浩 司

東京都環境局  産業廃棄物対策課  課長 上 田 一 彦

公益社団法人 全国産業資源循環連合会  専務理事 森 谷 　 賢

一般財団法人 日本環境衛生センター  理事長 南 川 秀 樹

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター  常務理事 宮 原 順 三

公益財団法人 東京都環境公社  理事長 澤 章

公益財団法人 東京都環境公社  常務理事 齊 藤 和 弥

一般社団法人 日本建設業連合会 関東支部
　　　　　　　　環境委員会ワーキングリーダー 佐 藤 靖 彦

一般社団法人 東京建設業協会 事業委員会 環境部会  部会長 永 井 文 男

一般社団法人 東京建物解体協会  会長 藤 井 　 誠

首都圏廃棄物事業協同組合  理事長 小 出 英 昭○

東京廃棄物事業協同組合  副理事長 尾 崎 泰 裕○

株式会社 循環資源研究所  代表取締役所長 村 田 徳 治○

新春講演会 講師  元 福島県郡山警察署長 遠 藤 弘 文

協会顧問  芝田総合法律事務所  所長・弁護士 芝 田 稔 秋

                芝田総合法律事務所  パートナー弁護士 芝 田 麻 里

協会顧問  梅澤公認会計士事務所  所長・公認会計士 梅 澤 　 隆

協会名誉会長 吉 本 昌 且

【祝電】  公益社団法人 東京都医師会  会長 尾 﨑 治 夫
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賛助会員コーナー

◉出展企業（敬称略）　（○○）内は主な業務

㈱○クレディセゾン
（金融（クレジットカード））

㈱○ゼスト
（産業廃棄物コンサルタント）

㈱○初田製作所○防災事業部
（消火器・設備製造○メーカー）

㈱○アスア
（コンサルティング事業）
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あいおいニッセイ同和インシュアランス○
サービス㈱

（損害保険営業）

団体別採用力スパイラルアップ事業

○働き方改革・女性の活躍推進への取組好事例表彰式　2社が受賞

東京都産業資源循環協会は、令和2年1月24日㈮16時から、ホテル椿山荘東京（文京区）
において、働き方改革・女性の活躍推進への取組好事例企業の表彰式を開催、会員158
名が参加した。表彰式では、株式会社東京クリアセンターと成友興業株式会社が受賞し、
高橋俊美会長より表彰状・記念品が授与された。また、2社の受賞者が取組好事例を発
表した。○ （事務局長　鈴木○○眞吾）

東京しごと財団から受託している「団
体別採用力スパイラルアップ事業」では、
働き方改革や女性の活躍推進の視点に立
ち、採用力向上に繋げる支援事業を行っ
ている。本事業では、その効果を支援先
企業だけでなく、広く業界全体に波及さ
せるため、支援先企業のうち 2 社の取組
好事例を表彰し、働き方改革や女性の活
躍推進への取組の中から以下の好事例に
ついて発表した。

１　㈱東京クリアセンター
慢性的な時間外勤務時間増からの脱却

を図り、人員数や業務量に合わせた見直し
を実施する必要性から本事業に参加した。

①就業規則の改定、②月・土・日曜の
現場の削減、③シフト制休日の導入、④年
次有給休暇管理のルール作成などに取り
組んだ結果、年次有給休暇取得率の前年
比増、休日手当のコスト削減、所定外労働
時間の削減などの成果が上がった。

２　成友興業㈱
働き方改革関連法の順守に向けて、社

内体制づくりや全社的な意識改革を早急に
進めていくこと、また、今後の労働力の確
保に必須の課題である女性の活躍推進の
取組を強化するために本事業に参加した。

①育児や介護、結婚等により遠方に転
居した社員を対象に、始業・終業時間の
繰り上げ又は繰り下げ制度や週 4 日勤務
等のシフト制度を導入（現在 3 名が利用）、
②テレワークの実施（週 1 回の出社で活躍
中）、③育児休業期間の延長（育休後の復
職率 100％）、④「くるみんマーク」取得
に向けて男性社員の育休を推進するなどの
取組を実施し、成果を上げている。

高橋会長を囲んで○成友興業○元石○真祐美○氏（左）、
東京クリアセンター　熊木○浩○氏

左から○東京クリアセンター○向後○一男○氏、
成友興業○元石○氏
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東京都　令和２年度予算案

東京都は、令和 2年 1月 24日に令和 2年度予算案を発表した。その中から、当協
会が要望していた事項（政党要望については機関誌第 349 号、小池知事ヒアリングに
ついては機関誌第 352号を参照のこと。）に対する予算措置を、以下に記載する。
○ 専務理事　木村尊彦

【要望】○ 循環型社会の形成
【対応】○ 廃プラスチック国内有効利用に向けた緊急対策事業○ 2 年度 2億円（新規）

・ ゼロエミッション東京の実現に向けては、プラスチックの持続可能な利用に向
けた対策が急務であることから、令和 2 年度予算において、廃プラスチックの
適正処理のための緊急対策に取り組む。

【要望】○ リチウムイオン電池等二次電池の適正処理に係る、製造・販売業者責任と排
出事業者責任の徹底

【対応】○ 小型充電式電池等の適正回収支援事業○ 2 年度 0.1 億円（新規）
・ 不適正に排出された二次電池等による発火事故を防止するため、区市町村や業

界団体との連携のもと、都内の一般廃棄物・産業廃棄物施設において事故が急
増した原因を調査し、その対応策を検討する。

（参考）
「プラスチック削減プログラム」東京都環境局○○令和元年 12 月 27 日○14 ページより

国内に滞留する廃プラスチックを、石炭代替の産業用原燃料として有効利用するこ
とで、新たな化石資源利用を抑制し CO2 削減を図りながら、国内での円滑なリサイク
ルを進めることが可能となります。

今後、業界団体等とも連携を図りながら、新たな資源循環ルートの確保に向けて取
り組んでいきます。

（一社）東京都産業資源循環協会は、

令和 2 年 1 月 21 日㈫ 14 時より、エッ

サム神田ホール１号館（千代田区神田鍛

冶町）において、『電子マニフェスト導

入実務説明会』を（公財）日本産業廃棄

物処理振興センターの協力により開催し

た。参加人数は３９名であった。

電子マニフェストについての説明動

画を約 10 分間上映後、講師の鶴島亨氏

（（公財）日本産業廃棄物処理振興セン

ター 電子マニフェストセンター）が電

子マニフェストの仕組みやメリット・導

入手続き・操作方法等について、パワー

ポイント資料をもとに説明した。説明の

途中で、デモシステムを使用して実際の

操作方法を確認することもできた。また、

予約登録やＡＳＰ（アプリケーションソ

フト提供事業者）を活用した運用事例な

どの説明もあった。

今回の参加者がほとんど排出事業者

であったことからも伺えるが、排出事業

者側の電子マニフェストへの関心が高

まってきている。令和２年４月１日から、

特別管理産業廃棄物多量排出事業者には

電子マニフェストが義務化されることも

あり、処理業者としても業務上、利用が

不可欠になると予想される。

なお、電子マニフェストの有効性を

考えるうえでも、当協会機関誌第 353

号（令和２年 2 月 1 日発行）の 22 ペー

ジ「つぶやき」をぜひご覧ください。

電子マニフェスト導入説明会は令和 2

年度も実施を予定しています。

 （事務局　佐伯 初美）

電子マニフェスト○導入実務説明会

（左）セミナー会場
（上）講師の鶴島○氏
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『第 5回○○医療廃棄物排出事業者向けセミナー』開催報告

医療廃棄物委員会（五十嵐和代○委員長）は、令和元年11月29日㈮13時30分からエッ
サム神田 2号館４階大会議室（千代田区内神田）にて第 5回医療廃棄物排出事業者向
けセミナーを開催し 94名が参加した。
今回は 2部制とし、1部に講師による講演、2部にパネルディスカッションを行った。
冒頭　医療廃棄物委員会委員長　五十嵐和代氏から挨拶があった。

（上）セミナー会場にて講演会風景
（左）上から講師の杉本○氏、芝田○弁護士
（右）パネルディスカッションの様子

第 1部　講演
医療廃棄物の基礎知識
講師 :○ 杉本大輔○○氏

株式会社日本シルバー
（一社）東京都産業資源循環協会
医療廃棄物委員会委員

感染性廃棄物の行方をスライドを用い
て説明された。

バイオハザードマークの色の説明・容
器の説明をし、容器は万全ではないこと。

マニフェストで、しっかり内容を確認す
ること。

収集運搬業者は、保冷機能を用いた車
両を使用していること。

処分業者へ搬入された後、一時保冷倉
庫にて保管後、容器ごと焼却すること。

処分業者での工程は、焼却後溶融され
てスラグ及び金属ペレットに分けられるこ
と。

と、事細かく排出事業者から排出され
た廃棄物の行方を説明された。

また、医療廃棄物は、適正に処分しな
いと重大な事故を起こす。感染性廃棄物
の容器は何でも入れられる魔法の箱では
ない。感染性廃棄物への混入禁忌品、特
に水銀は重大な環境汚染を起こす事にな
る事も力説された。

収納容器を扱うときの注意点としては、
「容器には強度の限界がある。詰めすぎに
注意。」「医療従事者の針刺し防止のため
リキャップをせず専用容器に入れる。」「容
器を密閉する際に、物が挟まっていない
か注意する。」をあげられた。

また、感染性廃棄物の判断基準として
は、必ず安全を優先する。

最後に、どのような物が感染性廃棄物
となるか図を示して説明され、締めくくっ
た。

これだけは！守っておきたい排出者責任
とルール
講師 :○ 芝田○麻里○○弁護士

（一社）東京都産業資源循環協会
○○顧問弁護士事務所

冒頭、廃棄物処理責任の説明で、廃棄
物処理責任を負っているのは排出事業者
であり、自らの責任で処理しなければなら
ない。汚染者負担の原則がある。処理業
者に委託した後も責任があるとの説明を
頂いた。

マニフェストに関する義務としては、１．
交付義務、２．保存義務、３．確認義務、４．
交付状況報告義務、５．状況把握義務及
び適切な措置義務などがあり、違反する
と罰則がある。

また、排出者責任の原則としては、１．
減量、２．適正な処理が困難にならないよ
うに製品、容器等の開発を行う、３．廃棄
物の適正な処理の方法についての情報を
提供する（WDS）をあげられた。

針刺し事故が発生した場合の法的責任
は、不法行為・業務上過失致死傷罪・債
務不履行が該当する可能性があることを
説明された。

最後に、医療事故の発生を防ぐには、
性状に応じた分別・梱包を行う。また適
切な情報を提供する。排出事業者は、自
覚をもって処理を委託することが大切で
あるとし、講義を締めくくった。
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第 2部　パネルディスカッション
医療廃棄物の安全と排出事業者責任につ
いて
コーディネーター
○ 児玉敏男○氏（㈱○日本シューター）
パネリスト
○ 芝田麻里○弁護士（顧問弁護士事務所）
○ 石川浩章○氏（㈱○シンシア）
○ 高木利幸○氏（㈱○トキワ薬品化工）
○ 杉本大輔○氏（東京工業大学○学術研究員・
○ ○ ㈱○日本シルバー）

トピック１　針刺し事故事例
針刺し損傷動画にて針刺し事故の例を

紹介する予定だったが、機械トラブルによ
り口頭での説明となった。

杉本氏自身の針刺し損傷の事例報告が
あった。

医療機関がすべき予防策としては、リ
キャップをしない。仕事前に一呼吸。す
べて危険なものとして扱うこと。針刺し事
故が起こった場合、流水での洗浄、現在
感染性がないことの確認、労災の確認等
を行う。

芝田弁護士から責任の説明があった。
第 1 部で紹介があった責任を再度確認。
刑法２１１条の説明があった。

児玉氏から誰が責任を持つのか？の質
問に対し、芝田弁護士から、同志社大学
の例をもって説明。管理責任者が処罰さ

れる可能性あり。
児玉氏からどのよう

な点を注意すれば良い
のか？との質問に対し、
芝田弁護士から、担当
者がざっと確認したら

どうか？（入りすぎていないか？針が飛び
出ていないか？）管理責任者は、安全管
理システムが機能しているか確認する。

トピック２　排出事業者責任
芝田弁護士　第 1 部の復習。許可証の

確認（無許可での処理を防止）
○ 　WDS に関して説明。利根川水域の

ホルムアルデヒド発生の事例をあげて
WDS の大切さを訴えた。

石川氏　処分業者が安全に処理するに当
たって、事前の情報を頂き、受け入れ
判断を行うため、WDS は大切である。

芝田弁護士　事故が発生してしまった場
合、排出事業者にも責任が発生する。
針刺し事故は使用者責任を免れない。
院内勉強会を開催したほうが望まし
い。

高木氏　紙マニフェストの内容説明。紙
マニフェストは 5 年間
保存義務があり、交付
状況等報告書を提出し
なければならない（H28
年度の医療機関の交付
状況等報告書提出率は

46.8%）。電子マニフェストは保存義務
がなく、交付状況等報告書を提出する
義務もない。

児玉氏　業者の選び方は？
杉本氏　安価な処理価格には裏がある。

コストがかかっているため。東京都の
優良認定事業者を説明される。感染性
廃棄物を委託するなら、優良認定事業
者を選んだほうが良い。

芝田弁護士　優良業者に認定されている
業者を選ぶ。プロフェッショナル・エ児玉○氏

高木○氏

キスパートを持っている業者なら尚良
い。

トピック3　感染性廃棄物の排出
石川氏　収納容器 1 個の重量が少なく

なってきている。収納
容器 1 個の重量が少な
くなると、箱数が多く
なり、処理出来なくな
る。適正に処分するに
は能力以上の依頼は受

けられない。
高木氏　WDS 等を確認し契約を行うが、

最初の設定と量箱数が変化すると、重
量で請求する場合、容器代の比率が高
くなり、処分コストをかけにくくなる。

児玉氏　容器が増えると重量も増えるた
め、排出事業者にとって損をする事と
なる。その事が医療の現場まで浸透し
ていないことが現状である。

高木氏　クリニックの場合、ひと箱いく
らで値段を設定しているため、詰め込
みすぎる可能性が高い。

杉本氏　容器の安全性を考え、中身を 8
割位で蓋をするのが望ましい。

■質疑応答
事前質問　災害が多い昨今で、処理業者

の考えがあれば話してほしい。
高木氏　離れた場所の複数の処分場と

契約。
石川氏　初動対応が大切である。海から

離れた処理場と連携。複数の処理場と
契約を勧めている。

児玉氏　処理委託契約を速やかに変更
できるような法律の特例を認めてもら

いたい。
杉本氏　容器等も災害時に備えて複数社

から購入する。また、他処理業者との
提携を行う。

児玉氏　処理業界の宿題として考えてい
きたい。

事前質問　輸入廃棄物の記載をしなくて
はいけないのか？
芝田弁護士　輸入廃棄物があるときのみ

記載する。なければ記載する必要はな
い。

事前質問　過去の重大な事故事例について
杉本氏　針刺し事故等
石川氏　爆発事故等（ボンベ・溶剤）
高木氏　針刺し事故等　タンクのキャッ

プの劣化等
三田氏（株式会社リスト）　爆発火災が

起きた。（ボンベ等が原因）半年停止
した。未だに危険物の混入は有る。

在宅医療廃棄物の処理責任は？
芝田弁護士　産業廃棄物以外は一般廃

棄物。在宅医療廃棄物は一般廃棄物
であるが、病院で集めた針は、産業廃
棄物となる。

杉本氏　病院等決まった施設からのみ出
てくる廃棄物が感染性特別管理産業
廃棄物である。

医療廃棄物委員会副委員長 千明賢人氏
より閉会の挨拶があり、盛大な拍手を頂き
締めくくった。

 （コスモ理研㈱　鈴木 知巳  記）

石川○氏
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投　稿

講演の内容で以下の点が気にかかったので、投稿しました。

○○ 排出事業者責任
法第１１条には、「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」との

規定があるので、この第１１条を説明すべきではないか。この規定があって、法第１２
条の処理基準や委託基準がでてくると思うので。

○○ マニフェスト
排出事業者処理責任の原則とは？（２）のパワーポイント（PP）４の３では、「処分

完了まで管理・監督する義務」の吹き出しが「３条１項」となっているが、処分終了ま
でをマニフェスト制度で管理しているならば、吹き出しは法第１２条の３とすべきでは
ないか。また、法第１２条第７項に最終処分の終了までの必要な措置の努力義務規定
があるからそちらも説明すべきではないか。

○○ 感染性廃棄物の収納容器
感染性廃棄物を容器に密閉する根拠は法第３条第２項だと聞き取りましたが、法第

３条第２項の容器は、PET ボトルや食品包装容器などの製造者、加工者、販売者等の
責任を規定したものである。感染性廃棄物からの感染防止のために収納する運搬容器
は、特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準　法第６条の２、施行令第４条
の２、特別管理産業廃棄物では法第１２条の２、施行令第６条の５の定めによるのでは
ないか。

○○ ＷＤＳ
排出事業者（医療機関等）から処理業者にＷＤＳを渡すのは、PP１２の、「③その製品、

容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供する」規定ではなく、
産業廃棄物の処理委託基準（委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情
報（施行規則第８条の４の２第６号））に基づく措置の一つではないか。

○○ 針刺し事故と廃棄物処理法違反の関係
針刺し事故が発生した場合の法的責任の PP１７で、「Ｑ処理法違反？⇒直接の該当

条文なし」とあるが、針が刺さったということは、「収集又は運搬は、特別管理廃棄物
による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること」や「運搬容器に
収納して収集し、・・・」という処理基準に違反していると考えられるから、排出事業
者自らが運搬したときの被害発生は改善命令の対象になるのではないか。このことから、
運搬業者に委託する場合は、処理基準に適合するようにして引き渡す必要がある（そ
うしないと運搬業者が行政処分を受ける）、と話すべきではないか。

○○ 優良処理業者
優良業者には、国の優良産廃処理業者認定制度と東京独自の第三者評価制度（エキ

スパート・プロフェッショナル）の二つがあることを説明しないとよくわからないと思う。

11月29日の医療廃棄物排出事業者向けセミナーに参加して

 一受講生より

昨年もまた大きな風水害に見舞わ

れた年となりました。治山治水は国の

形が出来上がった頃から、政の最優先

課題でした。現代は、これが破綻して

しまっているのでしょうか。それとも

気候の変化が大き過ぎて、人間の思考

を上回ってしまっているのでしょうか。

とにかく、災害が発生すると廃棄

物が山ほど発生することは事実です。

必ず誰かが片付けなくてはなりませ

ん。ところが、廃棄物処理法では、災

害廃棄物は基本的には一般廃棄物とな

り、行政が所管するところとなります。

東京都では、区市町村が処理を担うこ

ととなります。廃棄物が行政の保有す

る処理施設で全て処理出来れば何も言

うことはありませんが、種々雑多なも

のを一括して処理出来る施設は残念な

がらありません。

では、どうすることが良いかと言

えば、ひとつには産業廃棄物の処理施

設を有効活用することです。もちろん、

ひとつの業者で完結することは出来ま

せん。そこで、事前に区市町村と関連

する業界団体が協定を結んでおくこと

が有効となります。

何を目的に協定する必要があるか

は、昨今の事実を検証すれば、そう難

しいことではありません。東京都にお

いては、東日本大震災後の混合廃棄物

処理に際して用いた手法は、大きな効

果を発揮しました。また、その折に重

要な役割を果たした東京都環境公社の

存在を忘れてはなりません。同公社は

環境に関する廃棄物処理以外の有用な

機能も保有しています。ただ、先に書

いたように災害廃棄物の定義や処理費

用の負担については、法令の定めがあ

るため、どのような場合にどのような

措置を採るかを事前に決めておく必要

があります。国は、こうした課題に積

極的に関与してくれているので、その

点は心配しなくても良さそうです。

人間は基本的に物事を他人ごとに

しがちです。いざ、災害に直面すると

棒立ちになってしまいます。しかし、

災害は必ずやってきます。発生したら

対処しなければなりません。関与でき

る民間企業の業界団体は限られます。

現状は、都内の災害廃棄物処理に関し

ての民間企業の業界団体と区市町村と

の協定という備えは十分とは言えませ

ん。速く、備えをこしらえておくべき

です。

災害廃棄物処理への備えは十分か？
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女性部○勉強会
五十嵐常任理事○○講演「職場内教育のコツ」

2019 年 12 月19日㈭、株式会社五十嵐
商会の代表取締役であり当協会常任理事で
ある五十嵐和代氏に「職場内教育のコツ」
という題目で講演を行っていただいた。株
式会社五十嵐商会は建物清掃業務、廃棄
物処理業務、警備業務などの様々なサービ
スを提供する総合ビルメンテナンスを行っ
ている。その中で、技術はあるが、お客様
への接客マナーが悪い従業員にクレームが
きて、五十嵐氏自らが職場内教育、いわゆ
る OJT を行うようになったという。

五十嵐氏が行うOJT は、時間を決めて
行うものではなく職場の日常業務を通じて、
マン・ツー・マンにより部下ひとりひとりに
対し教育を行う。この方法をとることにより、
個人の得意・不得意に合わせた指導を行う
ことができ、社員のモチベーション維持に
もつながる。また、隙間時間で行う短時間
での OJT が信頼関係の構築にもなり、上司
は部下の相談相手となることもできるという。

OJT を行うコツも、ゲームを通じて教え
ていただいた。初めに行ったのは「傾聴力
テスト」というもので、簡単な計算問題や
指示が19 個あり、それを 3 分間のうちにす
べて終わらせるというテストである。このテ
ストには仕掛けがあり、問１の「まず問題を
すべて読みなさい。」という指示に従い、す
べての問題を読んだ後に最後の問の「問２
のみをやりなさい。」という指示に従えばよ
いだけのテストである。しかし、3 分間で終
わらせなければならない、という先入観から、
多くの部員が順番通り問題を解いてしまっ
ていた。私も引っかかってしまったひとりで
あり、簡単な問題でも思い込みや先入観に
より、指示通りに行うことができないという

ことを実感できる実践問題であった。つまり、
人の話を最後まできちんと聴いているかど
うかがわかるテストである。

次に A4 の紙にランダムに置かれた 50
までの数字を1 分間のうちに若い順から丸
をしていく、というゲームを行った。こちら
も1 度目は 25 ほどしか囲めなかったが、中
心に縦横 1 本直線をひくことにより4 つの
グループができ、右回りに数字が置かれて
いる、という「ルール」を知ることにより、
ほぼ全員が 50 まで囲うことができた。これ
は社内でも同じことで、ルールを決めること
により社員の作業効率が格段に上がるので
ある。

今回の勉強会では、従来の OJT のやり
方ではない、新たなかたちの OJT 教育を知
ることができた。実施時間の工夫や伝え方
次第で効率良く仕事ができ、細やかなコミュ
ニケーションを行うことで社員間の信頼関
係も築くことができるこの OJT を活用でき
るよう、今後実施していきたい。

 （加藤商事㈱　佐藤 萌  記）

五十嵐氏（左）と
勉強会会場

安全衛生推進委員会（細沼委員長）

開催日時：  1 月17日㈮ 15 時～ 場所：  協会会議室 出席委員：  7 名
議題及び内容：

① マニフェスト制度の改正に関する要望について検討した。
排出事業者と処理業者の両方の効率化のため、電マニ化を進めてほしい。

② ２月 7 日安全衛生研修会について打ち合わせを行った。

③ 「労働災害防止計画」について
協会策定の「労働災害防止計画」の 2019 年目標は達成できなかった。

今後の予定：  2 月 7 日㈮ 14 時～ 16 時 30 分　安全衛生研修会  
 エッサム神田ホール２号館にて

人材確保 PT勉強会（二木座長）

開催日時：  1 月28日㈫ 15 時～ 場所：  協会会議室 出席者：  9 名
議題及び内容： 
● 次年度の活動計画は、業界の人手不足解消に向け活動していく。
 具体的な活動について、採用の対象（新卒・中途・ドライバー・オペレーターな

ど）の重点はどこか。会員向けの情報発信手段（機関誌掲載・セミナーの開催など）
は何か。情報源（人材エージェントから聴く、会員の好事例を集める、異業種か
ら集めるなど）はどこか、などの意見が出された。次回、具体的な活動計画をまと
める。

● 次年度は「人材確保プロジェクト」としてメンバーを再編成する。

次回開催日：  2 月 25 日㈫　15 時～ 17 時

建設廃棄物委員会　建設混合廃棄物分科会（伊藤座長）

開催日時：  1 月21日㈫ 15 時～ 場所：  協会会議室 出席委員：  4 名
議題及び内容：

● マニフェスト品目の統一化の現況と課題について
現在、日本建設業協会・建設廃棄物協同組合・東京都産業資源循環協会の三団

体のワーキングで品目の統一化の検討を重ねている。作成中のスライドと資料に
て谷口氏より概要の説明を行い、完成版については、一都三県建設混合廃棄物意
見交換会のセミナー（2/25 ㈫エッサム神田 1 号館）で建廃系の各協会員に説明
を行う。セミナーの開催案内・次第等の詳細は、一都三県建設混合廃棄物意見交
換会幹事会（１月 30 日）で決めることとなった。

次回開催日：  未定
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大学入試問題を解いてみよう

専務理事　木村尊彦

2020 年 1 月 18、19 日に行われた大学入試センター試験問題で、環境問題に関わ
るものを解いてみませんか。

【現代社会】
問１  環境に関わる法律と条約に関する記述として最も適切なものを、次のうちか

ら一つ選べ。
１ 環境保全施策の総合的かつ計画的な推進を図るために、環境基本計画の策定

を政府に義務付けた法律は、公害対策基本法である。
２ 環境影響評価法（環境アセスメント法）によれば、環境影響評価の対象には

道路や空港の建設といった国の公共事業は含まれないとされている。
３ 地球温暖化対策の国際的枠組みを定めた気候変動枠組み条約は、国連環境開

発会議（地球サミット）において採択されている。
４ 動植物のなかでも特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地について、そ

の保全を図ることなどを定めた条約は、生物多様性条約である。

問２  環境・資源問題に関する記述として適当でないものを、次のうちから一つ選べ。
１ オゾン層を破壊するフロンの全廃に向けた規制措置を定めた国際的な取決め

は、モントリオール議定書である。
２ 有害廃棄物の国境を越える移動やその処分に関わる問題に対処するための国

際的な取決めは、バーゼル条約である。
３ 循環型社会形成推進基本法の下では、いわゆる３Ｒのうち、原則としてリサ

イクル（再生利用）が最優先される。
４ 輸入した農畜産物の生産を輸入国内で行ったと仮定した場合に必要と推定さ

れる水資源は、バーチャルウォーター（仮想水）と呼ばれる。

【地理Ｂ】
問  近年、世界各地で自然環境をいかした発電方法が導入されつつある。２０１５

年における年間発電量のうち、総発電量に占める風力の割合が２０％を超える
国・地域に該当するものを、次の１～４のうちから一つ選べ。
１　イラン ２　カナダ ３　台湾 ４　ポルトガル

投　稿

【政治・経済】
問  日本の住民投票制度について述べた、次の文章中の空欄　　ア　　・　　イ

　　に当てはまる語句の組合せとして最も適当なものを、次の１～４のうちか
ら一つ選べ。

日本国憲法は、地方自治特別法の制定に関する住民投票を規定している（第
95 条）。また、この憲法上の住民投票とは別に、1990 年代以降、原子力発電所
や産業廃棄物処理施設の受入れなど、特定の施策の是非をめぐり、条例による
住民投票が各地で行われている。こうした憲法上の住民投票や条例による住民
投票のように、投票によって民意を政治に反映させる制度は　　ア　　と呼称
されることがある。

条例による住民投票は、近年、住民意思を地方政治に直接反映し間接民主制
を補完するものとして評価されており、地方公共団体の中には条例による住民
投票を常設化する動きがみられる。また、定住外国人や一定年齢以上の未成年
者に投票権を認める地方公共団体もある。これまでに行われた条例による住民
投票は、投票結果に法的な拘束力が　　イ　　点で、憲法上の住民投票とは異
なる。
１ ア　レファレンダム イ　認められている
２ ア　レファレンダム イ　認められていない
３ ア　イニシアティブ イ　認められている
４ ア　イニシアティブ イ　認められていない

【生物基礎】
大気中の二酸化炭素は、　　ア　　や　　イ　　などとともに、温室効果ガスと呼

ばれる。化石燃料の燃焼などの人間活動によって、・・・大気中の二酸化炭素濃度は年々
上昇を続けている。また、陸上植物の光合成による影響を受けるため、大気中の二酸
化炭素濃度には、周期的な季節変動がみられる。・・・冷温帯に位置する岩手県の綾
里の観測地点と、亜熱帯に位置する沖縄県の与那国島の観測地点とでは、二酸化炭素
濃度の季節変動のパターンに違いがある。
問１  上の文章中の　　ア　　、　　イ　　に入る語として適当なものを、次の１～

７のうちから二つ選べ。ただし、解答の順序は問わない。
１　アンモニア ２　エタノール ３　酸素 ４　水素
５　窒素 ６　フロン ７　メタン

問２  次の文章は、大気中の二酸化炭素濃度の変化について考察したものである。
ア～ウに入る語の組合せとして最も適当なものを、下の１～８のうちから一つ
選べ。
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２０００～２０１０年における大気中の二酸化炭素濃度の増加速度は、
１９６０～１９７０年に比べて　　ア　　、また、亜熱帯の与那国島では、冷
温帯の綾里に比べて、大気中の二酸化炭素濃度の季節変動が　　イ　　。この
ような季節変動の違いが生じる一因として、季節変動が大きい地域では、一年
のうちで植物が光合成を行う期間が　　ウ　　ことが挙げられる。

ア イ ウ ア イ ウ
１ 大きい 大きい 短い ５ 小さい 大きい 短い
２ 大きい 大きい 長い ６ 小さい 大きい 長い
３ 大きい 小さい 短い ７ 小さい 小さい 短い
４ 大きい 小さい 長い ８ 小さい 小さい 長い

【生物】
生物が誕生して以来、生物と地球環境は深く関わり合いながら移り変わってきた。

原始大気中には酸素がほとんど存在していなかったと考えられるが、酸素発生型の　
　ア　　を行う生物が出現したのちに環境中の酸素が増加した。酸素が大気中に放出
されるようになると、大気中の酸素濃度の増加とともに、生物に有害な紫外線を吸収
する　　イ　　の濃度が増加して　　イ　　層が形成された。
問  上の文章中のア、イに入れる後の組合せとして最も適当なものを次の１～ 4

のうちから一つ選べ。
ア イ ア イ

１ 化学合成 フロン ３ 光合成 フロン
２ 化学合成 オゾン ４ 光合成 オゾン

【化学】
問  高分子化合物に関する記述として下線部の誤りを含むものを、次の１～５の

うちから一つ選べ。
１ 高密度ポリエチレンは、低密度ポリエチレンに比べて枝分かれが少なく、透

明度が低い。
２ フェノール樹脂は、ベンゼン環の間をメチレン基―ＣＨ ₂―で架橋した構造

をもつ。
３ イオン交換樹脂がイオンを交換する反応は、可逆反応である。
４ 二重結合の部分がシス形の構造をもつポリイソプレンは、トランス形の構造

をもつものに比べて室温で硬く弾性に乏しい。
５ ポリ乳酸は、微生物によって分解される。

○ ※回答は 35 頁

当社は、1978 年に収集運搬業から創業
し、42 年間にわたり廃掃法が目指す適正
処理及び資源循環に向けて事業を展開し
てきました。

1987 年、千葉県市川市に積替保管施
設を設置後、建設系混合廃棄物の選別に
ついて追及してきました。その結果を形に
したのが、1987 年市川市に建設した市川
エコ・プラント（中間処理施設）です。そ
の当時、屋外で行われることが多かった中
間処理作業を建物内に集約し、周辺生活
環境に配慮した資源リサイクル型の工場
です。市川工場での経験から、リサイク
ル率の更なる向上を目指すには徹底した
選別を可能とする高度な選別技術が必要
となり、その技術を巧みに組み合わせた
高精度の選別システムを考案・構築しま
した。2004 年、それを設置した東京臨海
エコ・プラント（中間処理施設）を東京
都が推進した東京スーパーエコタウン（大
田区城南島）の第一号施設として建設し
ました。この施設では、資源化・リサイク

ルが困難と言われてきた建設系混合廃棄
物を高精度に選別し、平均リサイクル率
を重量ベースで約 90％を維持しておりま
す。

現在、当社は、市川市及び大田区城南
島の２中間処理施設で、首都圏の排出事
業者様からの要請に臨機応変に対応でき
る体制を備えております。また、当社の
中央技術研究所では処理技術やリサイク
ル品質の向上に向けた研究開発を行って
おります。一例ですが、再生砕石の製造
ラインには新たに色彩選別装置を設置し、
光の反射で色物を除去しています。直近
では近赤外線を用いた材質選別機を設置
し、木・廃石膏ボード・塩ビ管等の異物
を除去することにより、搬出先の受入基準
の遵守と、さらなる品質の向上に努めてい
ます。当社は、これからも、適正処理の徹
底及びリサイクル率の向上に尽力してま
いります。
（高俊興業㈱　法務事業本部
 佐野 藤治　記）

高俊興業株式会社
これからも選別にこだわり

資源リサイクルの更なる向上を目指します

産業資源
循環情報

No.○9

処理能力○2,784㌧／日 処理能力○779.6㌧／日

許可品目○：○○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・
コンクリート及び陶磁器くず、がれき類、鉱さい（臨海のみ）、水銀使用製品産業廃
棄物（臨海のみ）

ベイエリアに２施設、アクセス最適
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廃棄物処理法★基本のキ
産業廃棄物処理委託契約の要否

芝 田 麻 里
弁　護　士

当社（Ａ社）は収集運搬及び中間処理を行っている会社ですが、排出
事業者から相談を受けることがあります。そんな業務を行う中で何点か
疑問に思ったことについて質問させてください。

まず、排出事業者が自社敷地内で廃棄物保管場所に廃棄物を移動させ
るにあたり、移動について他社に運搬を委託する場合、産業廃棄物処理委託契約
は必要でしょうか（Ｑ．１）。

また、昨今の人手不足に対応するため、社員だけでは対応が難しく、アルバイ
トを雇ったりしていますが、今後収集運搬のドライバーとして派遣社員の利用を
考えています。派遣社員の利用は可能でしょうか（Ｑ．２）。また、以前、当社の
社員でしたがその後独立した者（Ｂ）に当社の中間処理施設において廃棄物を破
砕機にかける前の手選別を行わせることに問題はないでしょうか（Ｑ．３）。

１○ 産業廃棄物処理委託契約の要否
産業廃棄物を処理（収集運搬及び中間処理）するにあたっては、産業廃棄物処理委託

契約の締結が必要ですが（法第１２条第６項、令第６条の２第４号）、そもそも産業廃棄
物処理委託契約の締結が必要となる場面かどうかが問題となることがあります（Ｑ．１）。

また、第三者に産業廃棄物の処理を委託する場合には、再委託を可能とする要件とと
もに、当該第三者と産業廃棄物処理委託契約を締結する必要がありますが、そもそも「再
委託」にあたるのかどうかがＱ．２．及びＱ．３では問題となります。

２○ Ｑ．１自社敷地内の廃棄物の移動について
（１）結論

まず、自社敷地内の廃棄物の移動を他者に委託する場合に、産業廃棄物処理委託契
約の締結が必要かどうかですが、結論としては、産業廃棄物処理委託契約の締結は不要
です。

（２）理由
理由としては、自社敷地内の移動であれば、未だ廃棄物を「排出」していないので、

他社との廃棄物処理委託契約の締結は不要です。
民法上の一般的な契約の目的は、当事者間の権利義務を明確にし、後日の権利行使

を可能とするためですが、廃棄物処理委託契約は、誰が誰に対してどのような廃棄物処
理を委託したかを明らかにすることによって、後日の廃棄物のトレーサビリティの確保

及び適正処理の担保とすることを目的としています（法第１条）。トレーサビリティは、
マニフェストと一体化することによってさらに効力を発揮します。自社敷地内の廃棄物
の移動については、未だ「排出」されておらず、起点が定まっていないため、トレーサ
ビリティを問題とする必要はなく、産業廃棄物処理委託契約の締結は不要といえます。

ただし、自社敷地内の廃棄物の移動については産廃処理委託契約の締結は不要であ
るとしても、事業者が自社の産業廃棄物を自社の保管施設で自ら保管する場合には、法
第１２条第２項により「その産業廃棄物が運搬されるまでの間の技術上の基準（産業廃
棄物保管基準）」の遵守が義務付けられています。

３○ Ｑ．２派遣社員と再委託？
（１）結論

Ａ社はアルバイトを雇い入れるだけでは間に合わず、派遣社員の受入を考えています
が、派遣社員を利用することは、第三者に対する廃棄物の処理委託にならないか、再委
託に当たらないか問題とされます。

結論としては、派遣社員の受入は再委託、第三者に対する廃棄物の再委託には当たら
ず、派遣社員をアルバイトと同様に受け入れることは可能です。

（２）理由
第三者に対する廃棄物の処理委託である再委託との区別基準は何かというと、排出事

業者から処理委託を受けた者が廃棄物を自己の責任をもって行っているか、ということ
であり、従業員等を使ってこれを行う場合には、それらの者に対して、個別の指揮命令
監督関係が及んでいるかどうかにかかわります。

会社と従業員との法律関係は雇用契約（民法６２３条）、会社（使用者）が従業員に
対して指揮命令監督権を有しているかが本質です。指揮命令監督権が及んでいる者に
処理を行わせる場合には、処理について会社の責任であるということができます。これ
に対して、例えば、他の会社に処理を委託する場合には、他の会社に対して指揮命令監
督権があるということはできませんので、再委託にあたります。委託先が個人事業主の
場合であっても同様です。

派遣社員の場合は、雇用関係を派遣元と労働者との間に維持しながらも、労働者は派
遣先の指揮命令監督権のもとに業務に従事することから（労働者派遣法第２条第１号）、
再委託にはあたりません。

４○ Ｑ．３個人事業主に中間処理前の手選別を行わせることは可能か
（１）結論

以前、社員であった者に会社の中間処理施設内で破砕機に投入する前の手選別を行
わせることは可能か。

可能であると考えます。
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（２）理由
① 「処分」とは何か

上記２で述べたことを踏まえれば、「社員であった者」に会社の指揮命令監督権は及
んでおらず、この者に「処分」を行わせることは再委託となるものと思われます。

本問の場合、自社の中間処理施設内で作業を行わせていることから「指揮命令監督
権」が及んでいるか否か、「破砕機にかける前の手選別」であるという点で、「処分」
に当たるのか、が問題となります。

「処分」とは、廃棄物を減量・減容化、安定化、無害化、資源化することをいい、廃
棄物の性状に応じた焼却、破砕、粉砕・圧縮、中和、脱水などをいいます。そのため、
破砕機に廃棄物を投入することと、破砕機に廃棄物を投入するにあたり不可欠な機械
を用いた選別は「処分」にあたるといえますが、破砕機に投入する前の「手選別」は「処
理」当たらないと思われます。なぜなら「処分」とは廃棄物処理法上の許可を有する
行為であり、許可を要するとする相当の環境負荷を有する行為であると考えられるとこ
ろ、破砕機投入前の手選別には、そのような環境負荷を考えることができないためです。

そこで、本問の「破砕機に投入する前の手選別」は「処分」にあたらない可能性が
高い（なお、「簡単な手選別の解釈については各自治体で異なりますので、最終的には
管轄の行政庁の判断になります。）ため、第三者に委託することが可能であり、「社員
であった者」に行わせることは可能ということになります。

② かつて「社員であった者」に「処分」を行わせることは可能か
仮に本問でＢが行う行為が破砕機に廃棄物を投入するなど「処分」にあたる行為だっ

た場合、Ｂにこれを行わせることは可能でしょうか。
この点、Ｑ．２の解説で述べたとおり、Ｂに処分を行わせることが違法な再委託とな

らないためには、Ｂに対してＡ社の「指揮命令監督権」が及んでいるかどうかが問題と
なります。Ｂが「社員であった者」である場合、通常そのような者には指揮命令監督
権は及んでいないことから、そのようなＢに処分を行わせることは、たとえ自社の敷地
内の行為であっても許されないことになります（再委託の要件を満たす場合を除く）。

これに対して、現場にＡ社の社員が監督者として存在し、ＢがＡ社の社員の指揮命
令監督のもと作業を行っているといえるような実態がある場合、Ｂに処分を行わせるこ
とはアルバイト社員に作業を行わせることと同様であるとして、適法となる場合があり
ます。

ただし、Ｂのような社員ではない者に業務を行わせる場合、Ａ社とＢの法律関係は
「雇用」ではなく「請負」です。「請負」は形式上は注文主の指揮命令監督権が請負人
に及んでおらず、請負人は独自の判断で業務を遂行するのが通常です。そのため、原
則として、Ｂには「処分」を行わせることができないところから議論が出発しますので、
Ｂのような者に処分にかかわらせるにあたっては慎重な検討が必要です。

③ 本問
本問においては、破砕機に投入する前の手選別は「処分」にあたらないと考えられ

ますので、Ｂがたとえ法律上は「請負人」であったとしても、Ｂに行わせることは可能
と考えます。

５○ 自治体の判断は自治体によって異なることがある
以上、産業廃棄物処理委託契約締結の要否について触れてきましたが、事実関係によっ

て、また自治体によって、異なる指導がある場合があるので自治体との細やかな確認が重
要です。

  以上

（注） １ 　産業廃棄物処理業の許可の要不要については、個々具体のケースや行政
によって解釈運用が異なる場合がありますので、行政に確認を求めてくだ
さい。

 ２ 　派遣については、労働者派遣法の制限もありますので、そちらも参照す
る必要があります。

   協会広報委員会委員長　乙顔  均
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健康経営について

今 井 正 美
社会保険労務士

苦労して採用し、育てていた若い社員が２年目で退社したり、熟練のベテ
ラン社員が体調不良で退社したりするケースが続き、人材不足に悩んでいま
す。若い人の採用が厳しい状況の中で、高齢化が進む社員の健康を維持し、

長く、元気に働いてもらうことも重要になって来ています。
「人生１００年時代」というフレーズが、最近行政やマスコミ等でよく使われ、その

中で「健康経営」という言葉を見聞きしますが、健康経営とはどのような内容でしょ
うか。また、健康経営の取組方法や参考となる事例があれば教えて下さい。

Ａ１　健康経営とその取組方法について

（１）健康経営とは
従業員の健康を重要な「経営資源」として捉え、健康促進に積極的に取り組む企業経

営スタイルを言います。
① 企業が従業員等の健康に配慮することによって、経営面においても大きな成果が期

待できるとの基盤に立って、健康管理を経営的な視点から考え戦略的に実践するこ
と。

② 従業員等の健康増進・労働衛生等の取り組みにかかる費用をコストではなく投資と
してとらえること。

従業員の高い健康度を維持継続×企業の高い生産性を維持継続

WIN-WIN の関係を構築

組織の活性化

業績の向上、組織としての価値の向上、人材の確保

企業の継続的な成長

⇩

⇩

⇩

⇩

（２）健康経営への投資に対するリターン（「投資＜リターン」）
① 投資

ア 人件費（スタッフ等）
イ 設備費（施設整備・健康器具購入等）
ウ 健康指導等利用費

② リターン
ア 生産性の向上（腰痛、頭痛、不眠、不安感など目に見えない体調不良の解消、

欠勤率の低下など）
イ 医療コストの削減（長期的な医療費抑制、事故労災リスクの低減など）
ウ モチベーションの向上（コンプライアンス意識や帰属意識の向上など）
エ リクルート効果（優秀な人材の確保や定着率の向上など）
オ 企業イメージのアップ（企業価値の向上、株価上昇など）
 　（※ジョンソン＆ジョンソングループ資料等参照）

（３）取組方法について
① 協会けんぽ東京支部・健保連東京連合会の健康優良企業「銀」の認定

ア 健診状況や職場環境整備などをチェックシートで確認
イ 申し込み（「健康企業宣言」）
ウ 課題への取組・実践と実施結果レポートの提出（約１年程度）
エ 「銀」の認定書交付（ステップアップ）

② 健康優良企業「金」の認定への申請
③ 経済産業省健康経営優良法人（中小規模法人）への申請

Ａ２　取組事例（当協会正会員「株式会社ヨシモリ」（収集運搬・中間処理））

（１）健康企業宣言（２０１８年１２月）
従業員への健康企業推進メッセージ

「働く人が身体の健康（安全）と心の健康（安心）を基本に、明るく生き生きと弊社
で活躍して頂きたい。」

（２）課題への取組・実践（主な取組項目）
① 生活習慣病対策

健康診断結果に基づき、産業医や保健スタッフが保健指導を行い、生活習慣
病対策を推進します。ISO の社内トレーニングに於いて、病気や食習慣・運動習
慣・睡眠に関する社内教育で健康増進活動を行っていきます。
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② 喫煙対策
健康増進、受動喫煙の防止のため、禁煙の奨励・禁煙相談・啓発活動を行っ

ていきます。
③ 過重労働対策

長時間労働の対象者に産業医・上長の面接指導で、就労環境の変更など健康
障害発生のリスク削減に努めます。

④ 高齢者の就労支援
高齢者の就労意欲があれば、個々人の適正に応じて職場環境の整備により、

定年後再雇用終了（７０歳）後もさらに雇用する制度を実施します。
⑤ 有給消化率の促進

有給消化率の低い対象者に個別に指導して、消化を義務付けます。
⑥ ストレスチェックの活用

年１回のストレスチェックを実施して、心の健康を診断し、産業医や保健ス
タッフが対応するようにします。

（３）協会けんぽ東京支部より健康優良企業「銀」の認定（２０１９年１０月）

（４）担当者の声
「会社として、個々人の健康に対する意識の向上を先導的に実施しています。一般的に

は個々の社員は、普段 “ 健康に気を付けよう ” と思っていても、何となく行動には移さな
い人が多いものです。このような状態から “ 一歩踏み出す ” 道しるべを会社が啓蒙しなが
ら、実践まで行い、社員全員が自身の健康管理が出来るようになって行けば、社員の健
康への自信、幸福感の向上になるはずです。それは会社にとっても良い結果になると思い
担当しております。」

①○生活習慣病対策（玄関に設置）
②○喫煙対策の啓発と「銀」の認定周知①

②

（令和 2 年 2 月 12 日現在）

月 日 曜日 行事予定 備考

3

3 火 ＜協会実施＞ 「電子マニフェスト・導入実務説明会」 　１４：００～１６：００ エッサム神田ホール１号館（神田鍛冶町）

4 水 中間処理委員会　１５：００～１７：００ 協会会議室

6 金 多摩支部　幹事会／適正処理意見交換会　　１４：００～１７：００ たましんRISURUホール （立川市）

11 水
広報委員会　１０：００～１２：００ 協会会議室

常任理事会　１３：３０～ ／　第５９回理事会　１４：３０～１７：００ 協会会議室

13 金
安全衛生推進委員会　１５：００～１７：００ 協会会議室

青年部　研修会（春合宿） 大橋会館（目黒区）

14 土 　↓

19 木 女性部　幹事会　／　勉強会　　（午後） 協会会議室

23 月 人材確保ＰＴ勉強会　１５：００～１７：００ 協会会議室

24 火 総務委員会　１４：００～　／　常任理事会　１５：００～ 協会会議室

25 水 令和元年度　第 2 回 関東地域協議会 事務責任者会議　１５：００～１７：００ 当協会会議室

26 木 青年部　１５：００～１７：００ 協会会議室

4

8 水
（広報委員会　予定日　午前中） 協会会議室

常任理事会　１３：３０～ ／　第６０回理事会　１４：３０～１７：００ 協会会議室

16 木 女性部　（午後） 協会会議室

17 金 第６４回関東地域協議会 ホテルグランドパレス（千代田区）

22 水 収集運搬委員会　１５：００～１７：００ 協会会議室

28 火 常任理事会　１５：００～１７：００ 協会会議室

表紙の言葉
●今月の写真：  ［東京 2020 パラリンピックマラソンコース］神田（千代田区）

いよいよレース終盤に突入です。フルマラソンで 30km 以降になると急にペース
ダウンしてしまう現象を「30km の壁」というそうで、いかに突破するかが見どころ
のひとつです。写真は、マラソンが通過する「須田町交差点」付近です。

神田は江戸開府以来の歴史があり、当協会が所在する「内神田地区」には、日用
品から武器まで多種多様な商品を扱う商人や職人が集まり、「竪大工町」「蝋燭町」「白
壁町（左官職）」などの町を形成していました。JR 神田駅周辺には今も「鍛冶町」「紺
屋町」などの町名が残り、当時の人々の暮らしを偲ぶことができます。

●撮影者： 塩沢 美樹（機関誌編集担当）●撮影日：  令和元年 5 月 30 日

※「大学入試問題を解いてみよう」（本誌 24 〜 26 頁）の回答
【現代社会】 ［問１］　３ ［問２］　３ 【地理Ｂ】 ［問］　４
【政治・経済】 ［問］　２  【生物基礎】 ［問１］　６，７ ［問２］　３
【生物】 ［問］　４  【化学】 ［問］　４
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解氷の候、皆様にはますますご清
祥のことと、お喜び申し上げます。1
月 24 日㈮に開催いたしました東産
協賀詞交歓会へ多数ご参加いただき、
厚く御礼申し上げます。

電車の中から見る品川 - 田町間の風
景もガラリと変わってから早 3 か月
が経ち、新駅「高輪ゲートウェイ駅」
を何度通り抜けたら東京オリンピッ
クが始まるのか、7 月 24 日の開会式
後の東京が楽しみです。

さて、夏季オリンピックがあると
いう事は 2020 年の今年は閏年、も
しかすると皆様のお手元にこの「と
うきょうさんぱい」が２月 29 日に
届く可能性もありますが、日本で閏

日が導入されたのは 1898 年と思っ
ていたよりも近年に改暦がされたことが調べ
てみて分かりました。世界的に閏日のあるグ
レゴリオ暦が制定されたのは各国によってま
ちまちで、最も早く導入されたのは 1582 年
と日本より 300 年以上も前で、さらに過去の
記述によれば 13 世紀のイギリスの哲学者ロ
ジャー・ベーコンが既に閏日による数日のず
れを推定し、旧暦の改定の必要性を説いてい
たとの記述が残っていました。また、日本が
明治に改暦した理由も「当時支払いが月給制
に移行したばかりの官吏への報酬を、1 年間
に 13 回支給しなければならないのを 12 回へ
と減らせる為」という逼迫していた政府の苦
肉の策と書かれており、700 年以上も前から
この 1 日の為に多くの人間が関わってきたの
だと思うと閏日が今まで以上に特別な日と感
じずにはいられませんでした。余寒なお去り
難き折どうぞご自愛専一にてますますのご活
躍をお祈り申し上げます。 （松田）
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1 月 24 日に目白の椿山荘にて令
和最初の新春講演と賀詞交歓会が行
われました。本号のトップ記事とし
て当日の内容をまとめました。是非、
ご一読ください。

賀詞交歓会では、環境省の成田課
長、東京都の吉村環境局長をはじめ
多くのご来賓、会員、賛助会員の皆
様にご参加いただき、会場内は以前
にも増して活気に溢れているように

感じました。
いよいよ、今夏の東京２０２０大会へのカ

ウントダウンが始まり、会場内では、開催に
向けた備えや、開催中、その後の話がされて
いました。一方、廃プラ対策に関しては、廃
棄物の受入制限や処理価格の見直しなどへの
各社の対応など、直近の情報交換がなされて
いたようです。

そして、賀詞交歓会の数日後、新型肺炎の
ニュースが入り、あっという間に緊急を要す
る事態となりました。今後、想定されうるパ
ンデミックへの対処として、間違いなく大量
に発生するであろう感染性廃棄物の保管や取
り扱い方法、処理施設の確保など、足元の応
急処置と今後の為の恒久体制が必要となる事
でしょう。都内での廃棄物の発生量に対して
処理施設が不足している事には変わらず、東
京の廃棄物を取り巻く環境は相変わらず他県
に依存していて課題が多いです。関係する協
会の各委員会や会員間で、それぞれの専門性
を活かし協力して、この難局を乗り切れれば
と願っております。 （森）

集

編

後

記

お詫び
本誌第３５３号 25 頁に、第３５２号の編集後記を再度掲載してしまいました。読者の皆さま、

関係者各位にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。


