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令和２年３月１９日、�特別区長会が特別区における災害廃棄物対策に向けた協定の
締結についてプレス発表しました。
当協会は協定（２）の締結当事者です。
� 専務理事　木村�尊彦

内　容
大規模災害による災害廃棄物が東京２３区内で発生した場合、２３区及び東京

二十三区清掃一部事務組合（以下「各区等」という。）が、円滑かつ迅速に災害廃
棄物の対応を行うため、各区等の共同処理及び事業者団体等への協力要請に関する
基本的事項を定めた協定を締結します。

（１）災害廃棄物の共同処理等に関する協定
締結者：	 各区長及び東京二十三区清掃一部事務組合管理者
主な内容：　東京２３区内の１か所以上で震度６弱以上の地震が観測された場

合または必要があると認められた場合は、発災後１週間を目途に特
別区災害廃棄物処理初動本部を設置し、各区等の被害情報の集約・
共有等を行います。

	 　災害廃棄物の共同処理が必要な場合は、特別区災害廃棄物処理対
策本部を設置し、災害廃棄物の共同処理における基本方針及び基本
施策の策定をはじめ、車両、二次仮置場、広域処理、国庫補助等の
調整を行います。

	 　初動本部長は特別区清掃リサイクル主管課長会会長、対策本部長
は特別区清掃主管部長会会長をもって充てます。また、両本部が設
置された場合、各区等は従事職員を選定します。

（２）災害時における事業者団体等との協力協定
締結者：	 別表のとおり
主な内容：　災害時には各区等は事業者団体等に対し、し尿や災害廃棄物の収

集運搬、処理処分等の協力を要請します。事業者団体等は各協定に
基づき協力を実施します。

特別区における災害廃棄物対策に向けた
協定の締結について

■災害時協力協定■

協定名及び主な協力内容 区側締結者 事業者側締結者

名称：	 災害時におけるし尿の収集	
及び運搬に関する協定

協力内容：	 し尿の収集及び運搬

２３区
（一般社団法人）東京環境

保全協会

２３区 東京廃棄物事業協同組合

名称：	 災害時におけるし尿の処理、
処分等に関する協定

協力内容：	 し尿の受入れ並びに処理及び
処分

２３区及び	

清掃一組
株式会社　京葉興業

２３区及び	

清掃一組
株式会社　太陽油化

名称：	 災害時における災害廃棄物の
収集及び運搬に関する協定

協力内容：	 災害廃棄物の収集及び運搬

２３区 東京廃棄物事業協同組合

２３区
（一般社団法人）東京環境

保全協会

名称：	 災害時における災害廃棄物の
処理、処分等に関する協定

協力内容：	 災害廃棄物の撤去、収集及び
運搬、処理及び処分、二次仮
置場の造成及び監理

２３区及び	

清掃一組

（一般社団法人）東京都中

小建設業協会

２３区及び	

清掃一組

（一般社団法人）東京都産

業資源循環協会

� 別表
災害時協力協定一覧
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中間処理委員会（比留間久仁男�委員
長）は令和 2年 2月 17 日㈪ 14 時から、
エッサム神田ホール 2号館３階大会議
室（千代田区内神田）において、「CO2
削減取り組み発表会」を開催した。
第 1 部は「我が社の CO2 削減の取り

組みについて」と題し、当協会会員企業
7社が自社の取組について発表した。第
2部は東京都環境局、公益財団法人東京
都環境公社より講師を招き、それぞれ「東
京都中小規模事業所における省エネ効果
分析」「東京都の省エネ施策」をテーマ
に講演いただいた。参加者は57名であっ
た。
（中間処理委員会�委員／
� ㈱�アンカーネットワークサービス　碇��隆司��記）

◉開会
比留間委員長が開会挨拶に立ち、「今

は生活が豊かになり、CO2 を発生させな
いと生きていけないが、地球温暖化を止
めるために、皆で知恵を絞り、その力を
結集し、頑張っていきましょう」と呼び
かけた。

◉第１部（14：05〜 16：05）

「廃棄物からCO2削減　一石三鳥！」

比留間運送㈱
　取締役副社長
� 比留間�宏明�氏

創業67年目を迎え、多摩地域を中心に
中間処理、積替保管など5施設を運営し
ている。このうち2000年に開設した入間
工場での取組を紹介する。
入間工場では、従来、埋立処分されて

いた建設系廃棄物の軽量気泡コンクリート
（ALC）を破砕した粒と、CO2を吸収した
伐採樹木のチップ、食品系廃棄物（動植
物性残さ及び生ごみ）を発酵させた堆肥
を混合し、「人工軽量土壌」を製造している。
廃棄物を100％リサイクルすることで、

①埋立処分無し、②焼却無し（運搬による
排気ガスの削減）、さらに、③生成物の「人
工軽量土壌」が、屋上緑化等の植栽用土
壌として利用されて CO2削減に貢献すると
いう「一石三鳥」を実現した。
このほかの取組として、

・	 照明器具のLED化と太陽光発電の活用
により、2.1トン／年のCO2を削減

・	 モーダルシフト輸送にて91.2トン／年
のCO2を削減

・	 省エネ機材（ハイブリッド油圧ショベル、
バッテリー式フォークリフト等）への切
り替えで50.2トン／年のCO2を削減
など、様々なアイデアで地球環境に配

慮した工場として日々努力している。

CO2 削減取り組み発表会

会場の様子

�●中間処理委員会
CO2削減取り組み発表会

SDGs目標達成の為の我が社のCO2削減

大谷清運�㈱
　経営管理部
� 小野田�晃嗣�氏

1962年に大田区で創業、運送事業（一
般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬業等）
をメインに事業を展開している。「私たち
は “Re”の為の提案を通して、当社に関わ
る全ての人々に安心と幸福、そして利益を
もたらす『真心込めて愛ある丁寧な仕事』
を提供します。」を経営理念に、2000年
にリサイクルプラント＜RE-BORN＞（ビン・
缶・ペットボトルの圧縮、容リプラの選別・
圧縮）を、2010 年にRPF 製造ができる
＜ RE-BORN2010＞を稼働した。
ISO14001の取得（2002年1月）を機

に「大谷清運�環境マネジメントマニュア
ル」を作成し、各部門ごとに環境目的・目
標を定め、毎月の達成状況を確認している。
具体例として、

・	 事務用品のグリーン購入５％UP
・	 LED照明への交換（電力使用量が前年
比84％に）

・	 コピー機等のスイッチOFFの掲示
・	 トライエス活動の取組。ドライバーが
毎回記入する走行距離や燃料をもとに
外部コンサルによる面談等を実施し、
ドライバーにフィードバックする。この
活動により、ドライバーの安全運転、
エコ運転につながっている。

・	 クールネット東京の省エネ診断を活用
これらの活動を通じて、「持続する会社」

大谷清運として、SDGs の実現に向けて
取り組んでいく。

構内オペレーション効率化によるCO2の
排出削減策

東港金属�㈱
　人事課長
� 山下�田鶴�氏

東港金属㈱は、金属スクラップリサイ
クルの買取加工・産業廃棄物の中間処理
を行っている。トライマテリアル㈱（グ
ループ各社の物流）・トライメタルズ㈱（主
にスクラップの海外向けの輸出）・トライ
シクル㈱（世界初サーキュラーエコノミー
系 IT企業）との４社で東港金属グループ
を構成し「サーキュラーエコノミーを体
現する」をグループのビジョンに掲げて
いる。
東港金属は、大田区京浜島・千葉県富

津市で複合型リサイクル工場を運営し、
２拠点あわせて年間約13万トンの廃棄
物を受入れ、リサイクル率は95％である。
京浜島本社工場は、土地の形状などの

事情で、入り組んだつくりになっており、
処理ヤード間が離れているため、安全確
保、燃料・CO2 排出量の多さ、人員と機
材確保に課題があった。そこで、設備投
資による横持オペレーションの解消に取
り組んだ。延べ100ｍ、5基のコンベア
ラインを設置し、導入前比で 75.8％の
CO2 削減に成功した。
CO2の削減以外にも、構内の車両移動

の減少による安全面、破砕物の移動減に
よる粉塵の減少、他オペレーションへの
2名分の人員確保、運搬資材のローテー
ション効率UP、新ヤードへの重機導入、
台貫待ち時間の短縮などのメリットを得
られたことが紹介された。
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中間処理委員会�●
CO2削減取り組み発表会

�●中間処理委員会
CO2削減取り組み発表会

CO2削減への取り組み状況

相田化学工業�㈱
　環境事業部　部長
� 板橋�虎太郎�氏

1963年に創業、写真廃液等に含まれ
る感材銀のリサイクル業からスタートし
た。現在は、貴金属の回収・精製と産業
廃棄物処理を柱に全国 18拠点で事業展
開している。CO2削減の取組として、
1. 照明の LED化
	 2019年に全社設置を完了した。
2. 電気使用量の削減
①	　SMART	METERを導入。電気使用量
を30分毎に監視し、設定値を上回ると
警告されるので使用の抑制になる。

②	　スクラバー夜間運転
	 　ファンの回転速度をインバーターで
落として消費電力を低減。夜間の騒音
低減にもなった。

③	　電気ドラフト加熱
	 　加熱方式をガスからホットプレート
に変更し、エネルギーロスを低減。オー
バーヒートによる有害ガスも減った。

④	　チラータイマー運転
	 　夜間は、循環ポンプをタイマーで止
めることで節電できた。

これらの取組により2006年比で 15％の
電気使用量削減に成功した。
このほか、「Green	Gift」プロジェクト

への協力（紙資源使用量を削減すること
で環境保護活動を推進する東京海上日動
火災保険㈱主催のプロジェクト）、エコド
ライブの推奨、タイヤ空気圧点検等の取
組が紹介された。

成友興業㈱のCO2削減取組

成友興業㈱
　経営企画部��主任
� 月澤�麻衣�氏

1.�工場事務所棟の太陽光パネル設置の効
果
受入ヤードの建屋の屋上に太陽光パネ

ル（太陽電池容量：20.52kW、設置面積：
13.5m×10m）を設置し、管理棟の電力
に使用している。発電量に季節変動はあ
るものの、平均して管理棟電力使用量の
30％をまかなうことができている。
太陽光パネルの横には屋上緑化を設け

ている。羽田空港発着時に、機内から緑
の「SEIYU」の文字が見えるので是非確認
してみてほしい。
2.�ハイブリッドバックホウ導入の効果
油圧ショベルの旋回装置を電気駆動化

したハイブリッド機を導入し、大幅な燃費
低減（通常機の燃費平均12.1	L/h →ハイ
ブリッド機8.5	L/h）を達成した。燃料費は、
1台あたり約120 万円／年の削減につな
がった。
3.�デジタコ導入（10t ダンプ）における
燃費削減の効果
勤怠管理の徹底と燃費向上を目的に、

デジタルタコグラフを大型全車両80台に
導入した。走行距離・燃費消費量・燃費
をドライブ点数として「見える化」し、安
全運転順位を発表したところ、安全運転
意識と燃費が向上した。
月1回の安全協議会で行動目標の成果

を全員参加で議論するほか、エコドライ
ブ講習会・表彰も行っている。

道路交通安全とCO2削減対策�
〜収集運搬における省エネへの取組み〜

高俊興業㈱
　企画開発部
� 河原田�友輔�氏

収集運搬部門での道路交通安全への取
組とその省エネ効果が紹介された。
1.�安全管理体制
「運行管理推進室」、「安全衛生委員会」、

「安全教育部」、「ドライバーG長職15名」
の４つで構成し、全員で取り組んでいる。
2.�デジタコを活用した教育
①	　デジタコを確認し、速度超過、急加速、
急減速、アイドリング超過の違反があっ
た場合、発生原因をヒアリングし、必
要に応じて指導している。

②	　毎月実施のドライバー勉強会で、個
別データを用いて指導･教育している。

3.�ドライブレコーダー映像の活用
デジタコやGPSでは見えない弱点も把

握することができ、事故発生要因の明確
化と再発防止に役立てている。
4.�ISO方針及び環境行動計画
1999年にISO14001認証を取得した。

その環境方針において「かけがえのない
地球を私たちの行動で守り続けます」の
スローガンを掲げ活動している。
5.ドライバーに対する教育・指導
ドライバー教育を専門に行う「安全教

育部」において、様々な教育を実施して
いる。入社後３ヶ月、６ヶ月、18ヶ月に
も研修を行い、この結果、エコドライブ
活動前（2008年）と比べ、燃費は16％
改善され、事故件数は56％削減の効果が
あった。

未
あ す
来の地球に持続可能な環境を創る企業�

〜我が社のCO2削減の取り組みについて〜

加藤商事㈱
　環境イノベーション事業部
　コンサルティング課��係長補佐
� 佐々木�由佳�氏

1960 年設立、一般廃棄物・産業廃棄
物・特管産業廃棄物の収集運搬、資源再
生、環境コンサルティング等を手がける。
2002 年に ISO14001を取得した。本講
演のタイトルが同社の経営理念である。
CO2削減の取組は、

1.�環境コンサルティング［サービス］
①	　省エネ商材（LED照明等）の提案

200 件以上に導入、省エネ率最大
80％を実現した。

②	　省エネ関連の補助金・助成金活用サ
ポート

③	　エネルギー管理士（同社社員）による
省エネコンサルティング

④	　カーボンオフセットの支援
2.�太陽光発電システムの導入［設備投資］
同社発電所4拠点において、発電・売

電を実施。2018 年度の発電量は計 278
万 kWh、CO2 削減量は約1,400トンと、
直接的にCO2 排出量削減に貢献した。
3. 社内の現状把握・見える化［運用改善］
①	　東京都地球温暖化対策報告書、CSR
報告書により、エネルギー使用量の実
績を社内共有、公表している。

②	　収集運搬の全車両にデジタコを導入
し走行状況を把握、エコドライブのト
レーニングを日々実施している。
同社は CO2 排出量「2050年実質ゼロ」

を中長期ビジョンに掲げ、今後も社員の
意識改革やAIの活用等に取り組んでいく。
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◉第２部（16：15〜 16：35）

東京都中小規模事業所における�
省エネ効果分析

東京都環境局
　地球環境エネルギー部
　地球エネルギー課��課長代理
� 植木�博章�氏

1.�ゼロエミッション東京戦略（2019 年
12月公表）

・	 資源循環分野を本格的に気候変動対策
に位置づけた。

・	 戦略を体系化し「2050年に目指すべ
き姿」、「2030 年に到達すべき主要目
標」と、その目標を上回るための具体
的取組「2030 年目標＋アクション」
を設定した。例えばエネルギー分野の
「再生可能エネルギーの基幹エネルギー
化」では、2030年目標を再エネ電力使
用割合 30％、エネルギー消費量 38％
削減（2000年比）などとしている。

2.�地球温暖化対策報告書制度
・	 都内全ての中小規模事業所（原油換算
エネルギー使用量が年間で1,500kL 未
満の事業所）の地球温暖化対策の推
進を目的として、環境確保条例により
2010年 4月から開始した。

・	 9年連続で提出した中小規模事業所全
体で、CO2 排出量を約15％削減した。

・	 産業廃棄物処理施設においては、再生
可能エネルギーの導入がまだ少ないの
で、積極的に導入してほしい。（省エネ
促進税制等の支援策あり）

・	 新制度（2020年度から適用）では義
務提出者を対象に「地球温暖化対策の
取組実績が優良な事業者」として評価・
公表する。

東京都の省エネ施策

（公財）�東京都環境公社
　東京都地球温暖化防止活動推進センター
　（クールネット東京）省エネ推進チーム
� 笹川�大善�氏

1.�無料省エネルギー診断
・	 経験豊富な診断員が、最適な省エネ対
策を提案する。

・	 診断実績は約 4,300 件、80％が効果
を実感している。ある中間処理施設で
は運用・設備改善の指導により、年間
240 万円（12.5％）削減できた。事例
はホームページにて公表している。

2.�東京都の助成金等支援策
・	 中小企業者向け省エネ促進税制

省エネ設備の取得価額に応じた個人
事業税、法人事業税の減免

・	 電気自動車用充電設備の導入補助
事務所・工場等の充電設備の購入費・

工事費を補助
・	 環境関係の補助制度等を紹介する冊子
「エコサポート2019」（東京都補助金・
支援策ガイド）を活用してほしい。

◉閉会
木村専務理事より「7社それぞれ異な

る取組だった。各社で応用してほしい。
会社の方針と推進体制を整えることが重
要だとわかった。省エネ対策は、労働安
全だけでなく騒音低減等の環境保全、業
務改善にもつながる。CO2 実質ゼロのた
めには、省エネに加え、再エネや蓄電池
の導入が不可欠。次回は、今回の受講生
からの発表を期待している。」と閉会の挨
拶があり、研修会を終了した。

中間処理委員会�●
CO2削減取り組み発表会

一都三県建設混合廃棄物意見交換会
「建設廃棄物の適正処理の推進と業務効率化セミナー」

〜排出事業者に知ってもらう処理の現状と適正処理〜

一都三県建設混合廃棄物意見交換会（埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都各協会で構成）
は、令和2年 2月25日㈫13時 30分から、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、一都三県建設混合廃棄物意見交換会「建設廃棄物の適正処理の推進
と業務効率化セミナー」を開催した。本セミナーは、昨年8月開催に続き取り上げる「特
殊品目名称の統一とデジタル・プラットフォーム構想」をテーマとした第2弾である。建
設混合廃棄物においては、排出事業者ごとに資源化物が細分化されていたり、マニフェ
ストに基づき処理料金を請求する際の品目の名称も多岐にわたるため、マニフェスト事
務作業量が煩雑かつ複雑化している。そこで、業務を効率化し生産性を向上させるため、
新たなシステムの構想の実現に向け、意見交換したくセミナーを企画した。おかげさま
で 40名余りの企業の皆様に参加していただいた。� （事務局長　鈴木�眞吾

今回のセミナーは、“ 排出事業者に知
ってもらう処理の現状と適正処理 ” と題
して二部構成とし、日報ビジネス株式会
社の取締役東京事業所長　冨 ( と ) 見田
( みた ) 陽一氏、建設廃棄物委員会委員・
建設混合廃棄物分科会（一都三県建設混
合廃棄物意見交換会幹事）の谷口敏幸氏
（株式会社ワイエムエコフィーチャー取
締役 CS 推進部部長）にご講演いただい
た。以下、セミナーの概要を報告する。

開催にあたり、４協会会長を代表し
て、東京都産業資源循環協会の高橋会長
から「働き方改革により、長時間労働の
是正や人手不足を解消するため、生産性
の向上を図り業務効率化が求められるな
かで、新たなシステムの構想が実現する
よう取り組んでいるところである。本日
の講演をお聴きいただき、今後の新たな
システムの実現に向け意見交換をしてい
きたい。」と挨拶があった。

セミナー会場
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1� 首都圏建廃処理の現状と今後の展望
（課題点と改善案）

冨見田氏から現状
について、紙生産量
の推移、セメント生
産量の推移の統計デ
ータからリサイクル
市場が縮小傾向であ

ることが説明された。中国輸入規制から
始まった東南アジアのリサイクルルート
の遮断による “廃プラの流通・処理危機 ”
と、要因は廃プラ危機と類似点が多い、
“ 木材チップ及び古紙の流通危機 ” は、
今後、深刻化していくおそれがある。“急
増する大規模災害への対応 ” で管理型処
分場や焼却施設の枠にも影響し、新型コ
ロナウイルス関連の焼却処理も同様の可
能性が考えられる。また、交通網の新ル
ートが開通する一方、働き方改革で長距
離収集運搬に限界があること等による廃
棄物の物流網の変化やドライバー不足の
深刻化、首都圏からの建廃の処理原価の
著しい高騰に対する対処が必要であるこ
となどの課題点が説明された。
次に、展望として、今後の建設・建

廃市場については、新築建廃が減り、改
修・解体廃棄物が増大する、東京 2020
大会後も数年は新築需要が堅調に推移す
る見通しである。廃プラ危機を乗り切る
ための 7つの打開策として、①排出段
階と中間処理段階の分別選別の徹底を図
る。②少量・多数の搬出ルートを確保し、
分散流通を促す。③緊急避難策として仮
置きスペースを確保する。④焼却施設の
新増設で処理能力を増やす。⑤既存のサ
ーマルマテリアル需要の喚起と再資源化

施設の新増設で再資源化量を増やす。⑥
新たなサーマル・マテリアルリサイクル
の受け皿を開拓する。⑦そのうち、特に
自家消費量のシステム構築を図る。など
取組事例を挙げながら説明された。最後
に、今後 2-3-5 年以内に焼却・サーマル・
処分場の充実により、プラ等の処理問題
は収束する可能性がある。処理業界は、
事業の高効率化を追求し、社会貢献で地
域から名実ともに認められる企業・業界
を目指すことが求められると講演を締め
くくった。

2� 特殊品目名称の統一とデジタル・プ
ラットフォーム構想

谷口氏は、「迫りく
るデジタル・ディス
ラプション（デジタ
ルテクノロジーによ
る破壊的創造・破壊
的イノベーション）

の脅威をどう乗り越えますか？『建設廃
棄物・特殊品目名称の統一化』がプラッ
トフォーム実現の肝となる！」と強調し
講演を開始した。講演内容は、スライド
を使用し説明され、概要は以下のとおり
である。
I� オリンピック後の建設需要と課題
五輪後の建設投資が堅調に推移する

見通しであるが、人手不足のために、
受注しながら未着工案件は6.3 兆円の
最高水準まで積み上がっている。先行
きの建設投資は緩やかながらも息の長
い増加傾向を維持する。処理業界は人
材難から人件費が上がりコスト増とな
る。

一都三県建設混合廃棄物意見交換会 一都三県建設混合廃棄物意見交換会

II� 処理業界の「働き方改革」に向け
た課題
働き方改革により、時間外労働の上

限規制が導入されることにより、生産
性向上が求められている。現行のマニ
フェスト制度は構築されてから数十年
が経過しており、AI・IoT の技術開発
の普及が急速に進む中、新たな産業廃
棄物の情報伝達・追跡管理システムの
検討・開発が望まれる。また、現在、
建設廃棄物・特殊品目名称統一ワーキ
ングが建設廃棄物協同組合、日本建設
業連合会、当協会で組織され、暫定最
終案の策定に向けて進められている。
その取組内容は、JWNET のコード分
類を基に、排出事業者ごとに細分化さ
れた品目を統合することである。こう
すれば統一品目ごとに価格設定ができ
るため請求書との紐づけも可能となる。
現場でのマニフェスト登録はタブレッ
トにより操作し排出事業者への説明や
承認に利用できるため排出事業者の利
便性も高くなり適正処理への理解が得
られるシステムとなることなどを紹介
した。
III�「悪貨が良貨を駆逐する」業界から
の脱却
動脈産業では、高い品質は高値で取

引がされ市場原理が機能している。こ
れに対して静脈産業である産廃処理業
界は、適正な処理や高品質の再資源化
を行っても価格に見合う価値が伝わり
にくく市場原理がうまく機能しない。
産業廃棄物処理の市場では、売主（処
理業者）と買主（排出事業者）の廃棄
物処理に関する専門知識や情報の非対

称性が強く発生している市場と言える。
デジタル・プラットフォームを構築し
てタブレットを活用し、排出事業者（買
主）が必要な情報を手軽に入手できる
ようになれば、「値付け」から「プライ
シング」へと価格のあり方を見直し、
適正処理という共通の価値の実現に向
かって廃棄物情報のやり取りを行うこ
とが可能となり、情報の非対称性が解
消する。それには、建設廃棄物・特殊
品目名称の統一がプラットフォーム実
現の肝となる。
後半には、廃棄物情報について共通

の認識を持つように品目分類の複雑さ
を解説したQ＆Aについて事例が説明
された。「特殊品目の分類には、タブレ
ットによる品目ごとのQ＆A集を盛り
込んでいきたい。それには、皆様から
品目分類についてのご意見や現場写真
などの提供をお願いするとともに、関
係各所の協力を得たうえでプラットフ
ォーム構想を実現していきたい」と述
べ講演を終えた。

最後に、千葉県産
業資源循環協会の杉
田会長から、「統一化
に向けて電子化によ
るマニュアル作りは、
排出事業者にも共通

の情報が見える形となりデジタル化が有
効に機能するものである。完成に向けて
は大変な労力が掛かることと思うが是非
進めていただきたい。」とセミナーのご
講評と閉会の挨拶をいただいた。
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令和元年 12 月 5 日、公益財団法人 東京都環境
公社（以下「公社」という。）の本社会議室において、
令和元年度申請者の評価基準への適合の可否を
判定する第三者評価機関評価委員会を開催いたし
ました。

今年度、公社では審査事業者数の年度間の平
準化を目的として、「前倒し申請」を依頼したとこ
ろ、23 社の事業者の方から申請を頂きました。その結果、新規申請 5 社・更新 29 社に
加え、前倒し申請 23 社の合計 57 社全てが適合と判定されました。

評価委員会は、適合の可否の判定のほか、制度の一層の充実を図るため、事務局から
主な評価項目における取得率の傾向と課題について報告し、有識者である評価委員の助
言を得る場でもあります。そのなかから代表的な項目について、取得率の傾向と課題や
取組をご紹介します。

■インターネット情報公開
○ 取 得 率
①会社概要（事業概要）	 エキスパート	 100％	 プロフェッショナル	100％
②施設及び処理状況（処理の実績）	 エキスパート	 97％	 プロフェッショナル	 86％

○ 傾 向
産廃エキスパートの取得率が①②の平均で98%と高い取得率となっており、これは、情

報公開が優良な事業者の必須要件としての認識が定着しつつあるためと思われます。
また、産廃プロフェッショナルの取得率は①②の平均が93%とこちらも比較的高い取得

率となっており、前回の平均取得率70%から23ポイントアップしています。
○ 課題と対応

情報公開は、詳細に内容を掲載する事業者と必要最低限しか掲載しない事業者があり、
取組に差が生じています。今後も、説明会で情報公開の重要性を伝え、掲載内容の充実を
促します。また、公社でのホームページを活用し、優良認定事業者として排出事業者により
良い情報を提供するよう周知していきます。

■労働安全衛生組織、労災防止、無事故
○ 取 得 率
①労働安全衛生組織の設置	 エキスパート	 100％	 プロフェッショナル	100％
②労災防止の取組	 エキスパート	 100％	 プロフェッショナル	100％
③無事故	 エキスパート	 80％	 プロフェッショナル	 82％

（公財）東京都環境公社 優良性認定評価室より

令和元年度��優良性基準適合認定制度
適合判定結果における評価項目別取得率の傾向と課題について

東京都環境公社・優良性認定評価室より

○ 傾 向
①労働安全衛生組織の設置、②労災防止の取組みは、エキスパート、プロフェショナル

共に100%となっています。
○ 課題と対応

①や②の結果により、業界をあげて安全衛生の向上に取り組んでいることが、うかがえま
す。しかし、一方③では100％に達していません。それだけ産業廃棄物処理業界は危険を
伴う労働環境と言えます。事務局としても、無事故を目指し、安全衛生組織の体制や労災
防止の取組内容について、説明会及び審査時に周知していきます。

■企業の社会的責任体制（エキスパートのみ）
○ 取 得 率  59％
○ 傾 向

前回の取得率38%からは21ポイントアップしていますが、依然として低調な取得率と
なっています。しかしながら、得点した事業者のなかでは、中小企業でも取り組みやすい「エ
コアクション21」等を実施するケースが増えている傾向が見受けられます。

○ 課題と傾向
ESG投資や SDGsへの取組など持続可能な資源利用に向けて世の中は大きく動き出して

おり、排出事業者はCSR調達や上流から下流までを含めたサプライチェーン管理に取り組
み始めています。
排出事業者の取組に応えるため、産業廃棄物処理業界においてもこの取組を浸透してい

くことが重要です。経営姿勢の効果的なPR、ブランド力の強化、従業員が誇りを持って働
ける職場への転換を図るためにも、「企業の社会的責任体制」の充実が排出事業者に選択さ
れる優良な事業者に欠かせない取組になっていくことを説明会で周知して行きます。

■技術の開発・研究（エキスパートのみ）
○ 取 得 率  44％
○ 内 訳
・収集運搬業（積替え保管を除く）	 27%
・収集運搬業（積替え保管を含む）	 55%
・中間処理業	 52%

○ 傾 向
依然として低調な取得率であります。難しい取組と受け取られ、取得を見送るケースが

見受けられます。
特に収集運搬業（積替え保管を除く）の事業者においては、車両に関する取組に限定さ

れるため、取得率が低下しています。
○ 課題と対応

技術の開発・研究だけでなく実務での改善、創意工夫も評価の対象となることから、生
産性の向上や業務改善のためにも積極的に取得に努めて頂くことを周知するとともに、参考
事例も例示して行きます。
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令和2年2月21日㈮、湯島天満宮（文
京区湯島）にて公益社団法人	全国産業資
源循環連合会	関東地域協議会女性部会の	
勉強会及び賀詞交歓会を行いました。
早咲きの梅が見ごろとなる中、勉強会

は㈱チームイノベーションの代表取締役
である村田美穂氏をお迎えし、SDGsに
関する学びの場となりました。SDGs：
Sustainable	Development	Goals（持続可
能な開発目標）とは2015年 9月に採択
された国際社会共通の目標です。17の項
目とそれに付随する全169の細目からな
り、2030年の全項目達成を目標とします。
SDGsのメインメッセージとは「誰一人

取り残さない」ことを誓うものです。現在、
世界的に見て多くの問題が存在しますが、
私たちは見て見ぬふりをしています。その
「見て見ぬふりをやめる」と採択したもの
なのです。
「風が吹けば桶屋が儲かる」ように「チョ
コレートが児童労働」につながっているこ
とを私は知りませんでした。これはチョコ
レートの原料であるカカオの採取に児童
が投入されていることを指したものです

が、SDGsゲームというカードゲームでは
参加者を約20チームに分け、経済・社会
（福祉など）・環境のそれぞれの発展を試
みました。しかし、限られた手札では経済
が過度に発展する傾向にあり、社会と環
境が悪化。反省点の多い結果となりまし
たが、参加者全体で問題解決のために話
し合い「世界は循環しておりバランスと発
展には協力関係が重要である」ことを身
に染みて感じることもできました。
世界は私たちの生きる場所であり、遠

いものではありません。その世界のために
24時間以内に簡単にできて、でも普段し
ないことをしようと参加者全員が何か小さ
なアクションを掲げました。個人にできる
小さなアクションを重ねることは、個人を
超えた大きなビジョンの実現につながって
いると強く感じられる勉強会でした。
その後、希望者は湯島天満宮にて御祈

祷を受け、賀詞交歓会では平安時代から
受け継がれる時太鼓として「白梅太鼓」
が披露されるなど、賑やかしくも華やかな
席となりました。
	 （㈱	昌和プラント　廣木	直江		記）

（公社）全国産業資源循環連合会�関東地域協議会�女性部会
交流会を開催

（左）集合写真
（右）村田�氏
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当協会は、団体の会員企業に向けたテレワーク導入を支援し業界全体の働き方改
革の推進を目指す団体に対して補助する東京都の事業に取り組みました。本事業の一
環として「業界内モデル就業規則の作成・周知」に取り組み、産廃業界特有の事情に
合わせた、モデルとなる「テレワーク勤務規程（例）」を作成しました。当協会ホー
ムページからダウンロードできますので、テレワーク勤務の導入をご検討されている
会員企業の皆様は、是非ご活用ください。
� （事務局長　鈴木��眞吾）
※モデル「テレワーク勤務規程（例）」の使用上の注意
 ・網掛け部分は、「テレワーク」か「在宅」に書換え
 ・下線部分は、在宅勤務のみ導入の場合には削除
 ・　囲み線　部分は、自社に合わせて書換え

業界団体連携によるテレワーク導入促進事業
モデル「テレワーク勤務規程（例）」

テレワーク勤務規程（例）

第１章　　総 則

第 1条（テレワーク勤務の目的）
この規程は、〇〇株式会社（以下「会社」という。）の就業規則第〇条に基づき、従業

員がテレワーク勤務を実施する際に必要な事項について定める。
テレワーク勤務により、従業員の私生活の向上および生産性の高い働き方を可能とす

ることを目的とする。

第２条（テレワーク勤務の定義）
この規定でテレワーク勤務とは、次のとおりとする。また、各勤務について限定して定

める場合は、下記勤務の名称にて示すものとする。
（１）	 在宅勤務

従業員の自宅、その他自宅に準じる場所（会社指定の場所に限る。）で情報通信
機器を利用した業務をいう。

在宅勤務のみ導入する場合は、第２条（２）（３）および第 3 条以下のモバイル
勤務とサテライトオフィス勤務について表記している箇所を削除してください。
また「テレワーク」という表記を「在宅勤務」に変更してご利用ください。

（２）	 モバイル勤務
社外	　（移動中、取引先、カフェ等）　	で情報通信機器を用いて行う業務をいう。

（３）	 サテライトオフィス勤務
	　処理施設等　、会社所有の所属事業場以外の会社専用施設（以下「専用型オフィス」
という。）、又は、会社が契約（指定）している他会社所有の共用施設（以下「共
用型オフィス」という。）で情報通信機器を用いて行う業務をいう。

第２章　　勤 務 等

第３条（テレワーク勤務の対象者）
テレワーク勤務の対象者は、就業規則第〇条に規定する従業員であって	　営業に従事す

る者とする。ただし、営業に従事しない者でも育児・介護・病気等の事由により会社が認
めた場合は、在宅勤務をすることができる。　
２．	 前項に依るテレワーク勤務対象者は、次の各号の条件を全て満たした者とする。
（１）テレワーク勤務を希望する者、または業務の都合により会社が命じた者
（２）勤続〇年以上の者で、社外での業務が円滑に遂行できると所属長が認めた者
（３）在宅勤務は自宅の執務環境、セキュリティ環境、家族の理解のいずれも適正と認

められる者

第４条（テレワーク勤務の頻度）
（１）	 在宅勤務の利用は、原則として	　週〇　	回を限度とする。
（２）	 モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の利用は、所属長と協議して決定する。
２．	 育児・介護・病気等の事由により、会社が一定期間継続して在宅勤務を認めた
場合は、前項の規定は適用しない。

第５条（テレワーク勤務利用の手続き）
在宅勤務を希望する者は、所定の許可申請書に必要事項を記入の上、原則として１週

間前までに所属長からあらかじめ許可を受けなければならない。そのうえで、在宅勤務日
の前日までに所属長へ利用を届け出るものとする。
２．	 モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の利用手続きについては、所属長が決
定する。

３．	 育児・介護・病気等の事由により一定期間継続して在宅勤務を利用することを
希望する者は、原則として○ヵ月前までに会社に申し出て、承認を得なければな
らない。

４．	 会社は、第６条の服務規律違反および業務上、その他の事由により、テレワー
ク勤務の許可を取り消すことがある。

テレワーク�｜�モデル勤務規程
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第６条（テレワーク勤務時の服務規律）
テレワーク勤務に従事する者（以下「テレワーク勤務者」という。）は就業規則第〇条

及びセキュリティガイドラインに定めるもののほか次に定める事項を遵守しなければなら
ない。
（１）	 テレワーク勤務の際に所定の手続きに従って持ち出した会社の情報及び作成した

成果物を第三者が閲覧、コピー等しないよう最大の注意を払うこと。
（２）	 テレワーク勤務中は業務に専念すること。
（３）	 第１号に定める情報及び成果物は紛失、毀損しないように丁寧に取扱い、セキュ

リティガイドラインに準じた確実な方法で保管・管理しなければならないこと。
（４）	 テレワーク勤務中は会社が承認した場所以外で業務を行ってはならないこと。
（５）	 テレワーク勤務の実施に当たっては、会社情報の取扱いに関し、セキュリティガ

イドライン及び関連規程類を遵守すること。

第３章　　在宅勤務時の労働時間等

第７条（テレワーク勤務時の労働時間）
テレワーク勤務時の労働時間については、就業規則第〇条の定めるところによる。

２．	 前項にかかわらず、会社の承認を受けて始業時刻、終業時刻及び休憩時間の変
更をすることができる。

３．	 前項の規定により所定労働時間が短くなる者の給与については、育児・介護休
業規程第〇条に規定する勤務短縮措置等の給与の取扱いに準じる。

第７条の２（テレワーク勤務時の事業場外みなし労働制）
テレワーク勤務を行う者が次の各号に該当する場合であって、会社が必要と認めた場

合は、就業規則第〇条に規定する事業場外のみなし労働制を適用し、所定労働時間の労
働をしたものとみなす。
（１）	 会社とテレワーク勤務者間の情報通信機器の接続はテレワーク勤務者に任せてい

ること。
（２）	 テレワーク勤務者の業務が常に所属長から随時指示命令を受けなければ遂行でき

ない業務でないこと。

※（注）（１）（２）に該当する場合がないときは、この条は不要

第８条（休憩時間）
テレワーク勤務者の休憩時間については、就業規則第〇条の定めるところによる。
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第９条（労働時間中の中抜け）
勤務時間内に私的事由により労働を中断する場合は、予め所属長の許可を得て〇時間

を限度に中抜けすることができる。ただし、やむを得ない事情で事前に申し出ることがで
きなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
２．	 中抜けした時間に対する給与は支払わない。
３．	 前項にかかわらず、所属長の許可を得た場合、中抜けした時間を所定の終業時
間の後に移動して労働することができる。

第 10条（始業終業時間のスライド）
私的事由により始業終業時間をスライドする場合は、予め所属長の許可を得て行うこ

とができる。

第 11条（移動時間）
在宅勤務またはサテライトオフィス勤務中に自宅・サテライトオフィスと会社または取

引先等との間を移動した場合の移動時間は、休憩時間とする。ただし、業務上の事由に
より在宅勤務またはサテライト勤務中に移動を命じられた場合は、当該移動に要する時間
については、労働時間として扱う。

第 12条（所定休日）
テレワーク勤務者の休日については、就業規則第〇条の定めるところによる。

第 13条（時間外及び休日労働等）
テレワーク勤務者は原則として時間外、休日、深夜の労働を行ってはならない。

２．	 前項にかかわらず、やむを得ず時間外労働、休日労働及び深夜労働をする場合
は所定の手続きを経て所属長の許可を受けなければならない。

３．	 時間外及び休日労働について必要な事項は就業規則第〇条の定めるところによ
る。

４．	 時間外、休日及び深夜の労働については、給与規定に基づき、時間外勤務手当、
休日勤務手当及び深夜勤務手当を支給する。

第４章　　テレワーク勤務時の勤務等

第 14条（業務の開始及び終了の報告）
テレワーク勤務者は就業規則第〇条の規定にかかわらず、勤務の開始及び終了につい

て次のいずれかの方法により報告しなければならない。
（１）	 電話
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（２）	 電子メール
（３）	 勤怠管理ツール

第 15条（業務報告）
テレワーク勤務者は、定期的又は必要に応じて、電話又は電子メール等で所属長に対し、

所要の業務報告をしなくてはならない。

第 16条（テレワーク勤務時の連絡体制）
テレワーク勤務時における連絡体制は次のとおりとする。

（１）	 事故・トラブル発生時には所属長に連絡すること。なお、所属長が不在時の場合
は所属長が指名した代理の者に連絡すること。

（２）	 社内における従業員への緊急連絡事項が生じた場合、在宅勤務者へは不測の事態
が生じた場合に確実に連絡がとれる方法をあらかじめ所属長に連絡しておくこと。

２．	 緊急の事態が生じた場合は、テレワーク勤務者に出社を命じることがある。

第５章　　在宅勤務時の給与等

第 17条（給与）
テレワーク勤務者の給与については、就業規則第〇条の定めるところによる。

２．	 前項の規定にかかわらず、在宅勤務（在宅勤務を終日行った場合に限る。）が
週に４日以上の場合の通勤手当については、毎月定額の通勤手当は支給せず実際
に通勤に要する往復運賃の実費を給与支給日に支給する。

３．	 モバイル勤務およびサテライトオフィス勤務の通勤手当については、実情を考
慮して決定する。

第 18条（情報通信機器・ソフトウェア等の貸与等）
会社は、テレワーク勤務者が業務に必要とするパソコン、プリンタ等の情報通信機器、

ソフトウェア及びこれらに類する物を貸与する。なお、当該パソコンに会社の許可を受け
ずにソフトウェアをインストールしたり、私的に利用してはならない。
２．	 前項にかかわらず、会社はテレワーク勤務者が所有する機器を利用させること
ができる。この場合、セキュリティガイドラインを満たした場合に限るものとす
る。

第 19条（費用の負担）
会社が貸与する情報通信機器を利用する場合の通信費で、業務に使用したことが把握

できる費用については原則として会社負担とする。
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２．	 テレワーク勤務者が所有する情報通信機器を利用してテレワーク勤務を行うに
あたり、新たにセキュリティ環境の確保のためにかかった費用については、原則
として会社負担とする。

３．	 在宅勤務に伴って発生する水道光熱費は在宅勤務者の負担とする。
４．	 業務に必要な郵送費、事務用品費、消耗品費、その他会社が認めた費用は会社
負担とする。

第 20条（教育訓練）
会社は、テレワーク勤務者に対して、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を

図るため、必要な教育訓練を行う。
２．	 テレワーク勤務者は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、
特段の事由がない限り指示された教育訓練を受けなければならない。

第 21条（災害補償）
在宅勤務者が自宅での業務中に災害に遭ったときは、就業規則第〇条の定めるところ

による。ただし、私的行為を要因とする災害については、対象外とする。

第 22条（健康管理）
在宅勤務者の健康を保持するために、在宅勤務者は下記に努めなければならない。

（１）	 恒常的な時間外、休日、深夜の労働はしないこと。
（２）	 適宜、体操をするなどし腰痛等、体の負荷を軽くすること。
（３）	 適正な執務環境（照明、椅子、温度）を保つこと。
（４）	 その他、上記に準ずる事項

この規則は令和〇年〇月〇日から施行する。
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テレワーク�｜�モデル勤務規程

テレワークをセキュリティの危険性から避け、適正に管理するために労働者が守るべき事項（例）
～セキュリティガイドライン～

①	事故発生時は、担当者に迅速に連絡をし、指示を仰ぐ
②	マルウェア配布等が報告されている危険なサイトにはアクセスしない
③	アプリケーションをインストールする際は、事前にシステム管理者の確認をとる
④	作業開始前に、端末にウィルス対策ソフトがインストールされ、最新の定義ファ
イルが適用されていることを確認する

⑤	作業開始前に、テレワーク端末のＯＳ及びソフトウェアについて、アップデート
が適用され最新の状態であることを確認する

⑥	端末や業務情報が記載された書類等をオフィス外に持ち出すときは、盗難や紛失
のリスクに気をつける

⑦	機密性が高い情報を保存する際には、暗号化し、端末や電子データの入った記録
媒体（USB など）などが盗難に遭わないようにする

⑧	機密性が高い電子データを送信する際には、暗号化する
⑨	テレワークで無線 LANを利用する場合は、確保すべきセキュリティレベルに応じ
た対策が可能な範囲で利用する　例）VPNの利用、無線 LANの PW設定

⑩	第三者と共有する環境で作業する場合、端末の画面にプライバシーフィルターを
装着したり、作業場所を選ぶなどにより、画面の覗き見防止に努める

⑪	社外から社内システムにアクセスするための利用者認証情報（パスワード、IC カ
ード等）を適正に管理する

⑫	インターネット経由で社内システムにアクセスする際、システム管理者が指定し
た通信手段のみを用いる

⑬	テレワークで使用するパスワードは、使いまわしを避け、他人に推測されにくい
ものを用いるように心がけ、定められたルールに従って適宜変更する

⑭	テレワークで SNS のメッセージ機能を利用する場合は、機密情報の漏洩のリスク
を考え、社内で定められた利用ルールに従う

⑮	テレワークでファイル共有サービス等のパブリッククラウドサービスを利用する
場合は、アップロードするデータを暗号化したり、相手がダウンロードしたらす
ぐ削除できるようにする

⑯	フィッシング等の標的にならないように、電子メールの添付ファイルの開封やリ
ンク先のクリックに一層の注意を払う

※総務省　平成 30 年「テレワークセキュリティガイドライン（第 4 版）」を基に作成

（令和 2年 4月 8日現在）

月 日 曜日 行事予定 備考

5

13 水
広報委員会　１０：００～１２：００ 協会会議室

常任理事会　１３：３０～	／　第６１回理事会　１４：３０～１７：００協会会議室

19 火 人材確保プロジェクト　１５：００～１７：００ 協会会議室

21 木 女性部　（午後） 協会会議室

28 木 第	８	回	定時総会　１５：００～ ホテル椿山荘東京
（文京区）

6

10 水

協会役員と新入会員との懇談会　１１：００～ 協会会議室

常任理事会　１３：００～１４：００ 協会会議室

第６２回理事会　１４：００～１５：００ 協会会議室

11 木
広報委員会　１０：００～１２：００ 協会会議室

安全衛生推進委員会　１５：００～１７：００ 協会会議室

12 金 多摩支部会 たましんRISURU
ホール（立川市）

15 月 収集運搬委員会　１５：００～１７：００ 協会会議室

16 火 人材確保プロジェクト　１５：００～１７：００ 協会会議室

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

18 木 女性部　（午後） 協会会議室

19 金 全産連	;	第１０回定時総会　 明治記念館（港区）

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

24 水 法制度検討委員会　１５：００～１７：００　 協会会議室

25 木 中間処理委員会　１４：００～１７：００ 協会会議室
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青年部�幹事会（矢部�部長）

開催日時：		2月18日㈫15時～	 場所：		協会会議室	 出席者：		14名

議題及び内容：

①	 青年部委員会報告
・	 総務委員会より、1月度分の会計報告があった。全産連青年部協議会の連
絡システム「れん楽網」による部員紹介シリーズの次回インタビューの調
整を行っているとの報告があった。

・	 研修委員会より、1月 29日に行った青年部賀詞交歓会の概要報告があった。
3月 13・14 日に行う青年部春合宿研修会のタイムスケジュールと研修内
容についての確認が行われた。

・	 コミュニケーション委員会より、首都圏外郭放水路の施設見学を予定して
いるとの報告があった。日程に関しては今後の幹事会にて決定することと
なった。

②	 令和 2年度事業計画及び幹事会開催日程について
・	 青年部の定時総会の日程が 6月 5日㈮に決定した。また、総会の後には研
修会を行う予定とした。青年部幹事会の開催日程も合わせて決定した。

次回開催日：		3月26日㈭　15時～17時　協会会議室

法制度検討委員会（篠原�委員長）

開催日時：		2月26日㈬15時～			 場所：		協会会議室	 出席委員：		10名

議題及び内容：		

①	 令和 2年度の委員会日程を決定した。
②	 マニフェスト制度の改正に関する国・都・全産連への要望内容について、各委
員よりマニフェストに関する問題点と改正点を述べてもらった。

次回開催日：	4月15日㈬　15時～17時　協会会議室

人材確保 PT勉強会（二木�座長）

開催日時：		2月25日㈫15時～	 場所：		協会会議室	 出席者数：		11名

議題及び内容：	

①	 令和 2年度は「人材確保 PT勉強会」から「人材確保プロジェクト」と名称変更し、
メンバーも再編成する。（協会会員に3月下旬に追加募集をかける。）

②	 新卒対象の「業界研究フェア」は引き続き開催することとした。
③	 採用に加えて定着についても重要課題の一つとして活動していく。

人材確保プロジェクト初回開催予定日：		5月19日㈫　15時～17時　協会会議室

多摩支部�幹事会（赤石�支部長）

開催日時：		3月6日㈮14時～	 場所：		外部会議室	 出席委員：		11名

議題及び内容：		

①	令和 2度活動計画について
令和 2年度の多摩支部各委員会の活動計画について、具体的な内容を検

討した。
教育研修委員会の活動として、6月 12 日（金）に災害廃棄物処理につい

て講演会を開催することとなった。
コミュニケーション委員会の活動については、9月11日 (金 )～12日 (土）

で施設見学会を開催することとなった。
法制度検討委員会の活動として、令和 3年 3月に意見交換会を実施する。

②	 幹事会後、同会議室にて東京都多摩環境事務所廃棄物対策課と八王子市資源
循環部廃棄物対策課との適正処理意見交換会が行われ、有意義な意見交換が
なされた。

次回幹事会及び講演会・研修会開催日：		 		
	 6月12日㈮	 たましんRISURUホール（立川市市民会館）

中間処理委員会（比留間�委員長）

開催日時：		3月4日㈬15時～	 場所：		協会会議室	 出席委員：		9名

議題及び内容：		

●令和２年度活動内容について
①	 ６月：	プラスチックの資源化施設の視察を分科会と合同で行う。
②	 ６月：	東京都環境局と意見交換を行いたい。
③	 ９月：	昨年に引き続き火災予防研修会を行う。また、リチウムイオン２次電

池の電池リサイクル事業者に講演依頼する。

次回開催日：		6月25日㈭　14時～17時　協会会議室
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中間処理委員会　焼却分科会（三田�座長）

開催日時：		3月10日㈫15時～	 場所：		協会会議室	 出席委員：		5名

議題及び内容：		

●新型コロナウイルスについて
感染性廃棄物を受け入れている焼却施設もあるため、新型コロナウイルス

関連の廃棄物の受入れ条件や注意事項、従業員への感染予防、処理量の現状
と感染拡大により増え続けた場合の対応策など情報共有した。

次回開催日：		4月21日㈫15時～17時　協会会議室

安全衛生推進委員会（細沼�委員長）

開催日時：		3月13日㈮15時～	 場所：		協会会議室	 出席委員：		5名

議題及び内容：		

①	 令和 2年度安全衛生表彰について
会長賞 1名の候補者が決定した。4月の理事会に提案する。

②	 令和２年度労働災害防止計画について
平成２９、３０、３１年度の３ヶ年計画に引き続き、協会の令和 2年度

労働災害防止計画を策定する。

③	 令和２年度の日程について
令和２年度の事業計画を確認した。６月の研修会については、新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響を鑑みて実施しない。
安全パトロールは１１月実施予定とする。

④	 研修会のテーマについて
１０月の研修会は会員企業からの安全管理、衛生・健康管理、女性・高齢

者への取組み等を発表してもらうこととしたい。
２月は東京労働局へ依頼予定。

次回開催日：		6月11日㈭　15時～17時　協会会議室

女性部�幹事会（渡邉�部長）

開催日時：		3月19日㈭14時～	 場所：		協会会議室	 出席者：		9名

議題及び内容：		

①	 マニフェスト制度に関するアンケート調査（対象：		部員企業）の集計結果に
ついて
・	 アンケート調査の集計結果について担当幹事より報告があり、引き続き協
会総務委員会に提出する提言内容について協議し取りまとめを行った。

②	 来年度のチーム分けと活動目標について
・	（チーム分けについて）	部員各位が会社で所属する部署をもとに、「営業」「経
理・総務」「経営・経営企画」の 3チーム編成とする。

・	（活動目標）	部員各位の日頃の業務に役立つ取組、またキャリア形成の後押
しとなることを意識した活動を行っていく。

次回開催日：		4月16日㈭　15時～	17時　Web会議

表紙の言葉
●今月の写真：		［東京2020］高輪ゲートウェイ駅（港区）

東京2020オリンピック・パラリンピック大会
が延期となりました。表紙写真もマラソンを一時
お休みし、東京の再開発スポットなどをご紹介し
ていきます。
今回は、3月14日㈯に開業したばかりの「高

輪ゲートウェイ駅」です。改札を入った先の光景
に、まず驚きました。大部分が吹き抜けになって
いて（表紙写真は、改札階から山手線ホームを撮
影）、プラットホームにも屋根からの自然光が届き、

昼間は照明が必要ありません（本項左上の写真）。
環境配慮型の駅舎「エコステ」として、木材の使用（CO2固定化）、

屋根の熱反射（内部の温度上昇抑制）、照明電力量の削減、太陽
光・風力等再生可能エネルギーの導入など環境負荷を減らす様々
な工夫が施されています。思いがけないところにも木材が使用さ
れていますので、皆さまも是非探してみてください。
無人コンビニやロボットなどの最新鋭設備も注目されていま

す。左下の写真は、自律型の警備ロボットで、センサーにより人
の流れを妨げないように巡回する仕掛けですが、この日が “初出
勤 ”のため、後ろにぞろぞろと警備員や担当者が「ついて歩いて
いるんですよ」とのことでした。

●撮影者：	塩沢	美樹（機関誌編集担当）●撮影日：		令和 2年 3月24日
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東京では、記録的な暖冬から桜の
開花も観測史上最速となった。想定
外と言えば、新元号「令和」2年目
の GWは、新型コロナウイルスの影
響から、遠方への外出やイベントの
自粛等により、全く計画が立てられ
ない人が大半ではないだろうか。そ
れに加えて、東京 2020 大会が来年
夏まで延期と公表され、今年夏まで
の仕事も含め様々な計画の見直しが
必要とされる。全世界での感染が一
刻も早く収束に向うことを願い、人
類がウイルスに打ち勝った祝典とし
て開催してほしい。そんな先行きの
不透明感が高まる中ではあるが、東
京 2020 大会の開会式まで 1年余り
の猶予ができたが、東京都では大会
期間中の交通混雑緩和に向けた準備と

して、テレワーク・時差出勤の実践や配送の
リードタイムの緩和等は、新型コロナウイル
ス等の感染症の予防にも役立つ取組としても
お願いしているところである。
「テレワーク」については、新型コロナウイ
ルスの感染拡大を防ぐため、企業が社員に在
宅勤務などを促す動きが広がっている。万が
一、社内に感染者が出た場合には企業が負う
「従業員への安全配慮義務」として在宅勤務へ
の移行が求められる可能性があるという。し
かし、事前に就業規則などで明示していない
場合は、事業所で勤務を続けられなくなって
も、在宅勤務を強要することはできないため、
休業補償をして休ませるしか選択肢がない。
４月１日からは、「働き方改革」で中小企業の
長時間労働上限規制が施行された。本号では、
「業界団体連携によるテレワーク導入促進事
業」での取組の一環としてモデル就業規則「テ
レワーク勤務規程」を掲載したので、働き方
改革の推進、さらには感染拡大により在宅勤
務の必要に迫られた時のためにも、是非この
機会に準備されてはいかがでしょうか。
	 （鈴木）

新型コロナウィルス感染症により
お亡くなりになられた方々に謹んで
お悔やみ申し上げますとともに、罹
患された方々に心よりお見舞い申し
上げます。
例年であれば春を喜び新年度の挨
拶をしていた筈の本号ですが、今年
は新型肺炎によるパンデミックとそ
の長期化への不安によって世界中が
混沌としています。例年より早く咲
いた桜や、食卓に並ぶ春野菜がいつ

もより有難く感じます。
テレビで観る欧米の事態が、今日本でも心
配されるようになってきました。医療関係者
の方々の安全が確保しきれない問題や「医療
崩壊」という言葉までが使われるようになっ
てきています。恐ろしい事です。正しい情報
を共有して、誠実な行動で協力しなければな
りません。それにもかかわらず、週末の都内
では、外出自粛要請がなかなか徹底できませ
ん。感染者増加の勢いは止められません。技
術が進歩しても、モラルや文化が大切である
ことを実感します。この先どうなるのか解り
ませんが、緊急事態宣言の発令は避けられな
いと思います。
私達の仕事は、休むわけにはいきません。
WEB 活用をする業者が増え、テレワーク等働
き方改革で取り組もうとしていた新しい取組
みが一気に広がってきています。長期化する
中で、社員をいかに守るかが同業各社の重要
且つ困難な課題になってくることと思います。
安全第一で、如何に回収や処理をするか、各
社で知恵を出し工夫しされている事と思いま
す。各社の取組事例を本機関誌で共有したい
です。元来、公衆衛生を生業としてきた私達
ですので、BCP の観点も含めてしっかりとこ
の事態を乗り切れる事と思います。
	 （森）
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