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株式会社 デイ・シイ 川崎工場

最初の見学先、㈱ デイ・シイ 川崎工
場は、1917 年 7 月（大正 6 年）浅野セ
メント株式会社の川崎工場として操業開
始。創業者は、「セメント王」「京浜工業
地帯生みの親」と呼ばれた浅野総一郎で
ある。1949 年（昭和 24 年）に第一セ
メント株式会社と社名変更。2003 年（平
成 15 年）中央商事㈱と合併し、株式会

社デイ・シイを発足。2016 年（平成 28
年）太平洋セメント株式会社の完全子会
社となった。

まず、セメント事業本部川崎工場の山
下政志 工場長よりご挨拶があり、工場
沿革に続き概要説明があった。川崎工場
は、京浜工業地帯の中央部に立地し、敷
地面積 103,161㎡、操業 102 年の長い
歴史をもつセメント工場である。生産品
目は、普通ポルトランドセメント・高炉

東京建設業協会・東京建物解体協会との三団体合同施設見学会
デイ・シイ 川崎工場／浜田 京浜島エコロジセンターを見学

PCB 処理促進・廃プラスチック対策をテーマに勉強会を開催

東京都産業資源循環協会は、令和元年 10 月 9 日㈬に「建設廃棄物委員会施設見学
会・勉強会」を実施した。午前に㈱ デイ・シイ 川崎工場（神奈川県川崎市）を見学し、
午後は、㈱ 浜田 京浜島エコロジセンター（東京都大田区）の見学と、（一社）東京建
設業協会会議室にて東京都環境局より講師を招き勉強会を開催した。参加者は、当協
会と（一社）東京建設業協会、（一社）東京建物解体協会の 3 団体の会員と事務局で
施設見学会 23 社 28 名、勉強会 23 社 31 名であった。 （事務局長　鈴木 眞吾）

㈱ デイ・シイ  川崎工場にて

セメント・各種混合セメント・高炉スラ
グ微粉末（セラメント）・地盤改良材（ネ
オセラメント）である。また、リサイク
ル実績としてセメントの生産量 1 ｔあた
り当工場は約 700㎏（他のセメント工場
が 500㎏前後）の産業廃棄物・副産物を
原燃料として有効利用しており循環型社
会の形成に寄与している等の説明があっ
た。

続いて、中林豊 生産課長代理から、
工場の生産能力：セメント 1,000,000 ｔ
／年、従業員：200 名弱、工場全景から
の設備配置等の施設概要と工場でのセメ
ント製造フローや処理品目等について以
下の説明があった。

 ■ セメントの製造フロー
原料工程：石灰石は北海道（峩朗鉱山）

や高知（土佐山鉱山）などから専用
船で、他の原料はトラックで運ばれ、
最近は、多くの廃棄物・副産物を原
料の代替として使用している。調合
した原料等をドライヤで乾燥し、原
料ミルで微粉砕する。

焼成工程：サスペンションプレヒータ
で予熱（約 900℃）され、ロータリー
キルン 52 ｔ／ h ×２基により 1 分
間に約 2 回転 1,450℃以上の高温で
焼成反応を経て、急速冷却されてク
リンカという半製品になる。  
セメント製造時に副産物が発生しな
いため、二次廃棄物が発生しない。
廃プラスチック等の可燃廃棄物の燃
焼後の灰はセメント原料としてクリ
ンカに取り込まれる。

仕上出荷工程：クリンカへ少量の石膏
を添加し、セメントミルで微粉砕す
ると普通ポルトランドセメントとい
う製品になりトラックや船で出荷さ
れる。

〇高炉セメント：製鉄所の高炉から発
生する高温（約 1500℃）の溶融ス
ラグを水で急冷したものが高炉スラ
グである。高炉スラグには潜在水硬
性があり、乾燥・粉砕した粉末を普
通ポルトランドセメントに一定の割
合で混合したものが高炉セメントで
ある。高炉セメントは耐海水性や化
学抵抗性という優れた性能を持ち、
主力製品のひとつとなっている。ま
た、高炉スラグ微粉末は様々な混合
セメントに使用されている。

 ■ 環境リサイクル事業処理品目等
〇産業廃棄物・副産物

燃え殻、汚泥、がれき類、ばいじん
等 14 種類の処分業許可を取得して浄
水ケーキ、下水汚泥焼却灰等各種の
産業廃棄物・副産物を受入、確実に処
理を継続している。搬入形態もダンプ
車バラ積みによる受入れから粉体は圧
送車、フレコンでの受入等と発送元の
様々なニーズに応えている。

〇廃プラスチック・可燃物
軟質系・硬質系の廃プラスチックは

もとより紙くず・木くず、それらの混
合物まで、各種の可燃系産業廃棄物の
処理が可能である。搬入はダンプ車、
パッカー車、フレコン、ダンボール詰、
袋詰等の様々な形態に対応している。

（※塩ビ及び塩ビ混合物は対象外）

［建設廃棄物委員会］  三団体合同施設見学会
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工場内見学は、今回の見学を担当され
た環境事業部の武石康宏 管理課長もご案
内役に加わり、構内施設を廻り説明して
いただいた。稼働中のロータリーキルン
は、長さ 62m、直径 4m である。環境リ
サイクル施設の廃プラスチック置場の廃
プラスチックは圧縮梱包されているものも
ある。代替燃料の廃プラスチックは、二
軸破砕機と一軸破砕機により破砕される。
廃プラスチックに含まれる塩素に関しては
設備的に支障があるため受入れには一定
の許容量があるという。構内見学の終わり
に拝見したセメントサイロ（コンクリート
製の各 2,500ｔ）4 基は、操業時から 102
年経つが、現在でも使用されており近代
化産業遺産に指定されている。

今回見学したセメント工場は、産業廃
棄物の廃プラスチックを代替原燃料とし
て大量に利用できる国内の資源化ルート
のひとつとして重要な拠点として考えら
れている。

株式会社 浜田 京浜島エコロジセンター

午後の見学先、株式会社 浜田（本社：
大阪府高槻市）は、太陽光パネルリサ
イクルの他、蛍光灯リサイクル施設とし
て京浜島エコロジセンター（大田区）を
2016 年（平成 28 年）に開設した。

まず、常務取締役 丸木啓 東京支社長
よりご挨拶があり、会社概要について説
明がされた。従業員は 140 名（うち東京
40 名）、東京の拠点には、他に東京支社（新
宿区）、東京リサイクルセンター（江戸川
区）がある。

続いて、営業部 山田真大 主任から、
「太陽光パネルリサイクルの【今】と【こ
れから】」についてスライドで説明があっ
た。

太陽光パネルの廃棄量推計では、寿
命パネルの排出量予測（災害による廃
棄パネルや不具合パネルは含まない）
で 2018 年 時 点 の 総 廃 棄 量 は 年 間 約
4,400 ｔ（内訳：リユース 約 3,400 ｔ、
産廃 約 1,000 ｔ　※ H30 環境省ガイ
ドライン第二版）である。約 20 年後の
2040 年には、約 80 万ｔ（パネル換算
5,000 万枚）となり、最大で約 200 倍
の廃棄パネルが出ると予測され、天災、
施工不具合、リプレイスなどでより多く
出る場合もある。

環境省ガイドライン※ 1 では、発電事
業者・設置者に対して、①太陽光パネル
処理の方法提示、②適正な処理費用の見
積、③廃止に関する届出書の提出など、
撤去作業・発注時の注意点を掲げている。
販売会社・解体工事会社に対して、①ガ
イドラインに則った処理遵守、②処理業
者への適切な情報提供、③分別の徹底な
ど、撤去工事請負の注意点を掲げている。

㈱浜田では、発電事業者・設置者・販
売会社・解体工事会社から排出された太
陽光パネルを検品・処理し、リユース実
績 31,783 枚を国内・海外に中古パネル
として販売と、リサイクル実績 14,900
枚を金属・ガラスとして産廃及びリサイ
クルしている。ガラス基板は板状のまま
ガラスメーカーに納入され、EVA ※ 2 ／
セルシートは精錬処理施設の溶融炉等で
有価金属を回収し再資源化される。

太陽光パネルリサイクル処理は、国

［建設廃棄物委員会］  三団体合同施設見学会

内外の様々なメーカーの多様な形状のサ
イズにも対応できるアルミフレーム除去
装置で太陽光パネルのフレームを取り外
す。フレームを除去したパネルは、ガラ
ス／ EVA 分離装置で分離回収される。

本装置は、廃棄に対する課題の解決
策として、ＮＥＤＯ「太陽光発電リサイ
クル技術開発プロジェクト」基本計画に
おいて、㈱エヌ・ピー・シーとの共同開
発で【ホットナイフ分離法によるガラス
と金属の完全リサイクル技術開発】にて、
太陽光パネルを構成するガラス・EVA・
太陽電池セル・EVA・バックシート（保
護材）の 5 層を分離回収する技術を実
証し、ガラス／ EVA 分離装置を実用化
した。

ホットナイフ分離法とは、電流を流し
約 300℃に熱した刃物に太陽光パネル
をローラーコンベヤで装置に流し、ガラ

スと EVA ／セルシートの間にナイフを
入れ込み削ぎ落とし分離する仕組みであ
る。特長は、①ガラスを割らずに EVA
／セルシートやバックシート等を分離す
ることにより、異物混入が少なくガラス
カレットとしての利用価値があがる。②
ガラスと EVA ／セルシートの分離処理
ができる。③パネル 1 枚あたり約 50 秒
で分離処理できる。

リサイクル処理においては、廃棄パ
ネルの歪み具合の違いや様々な要因によ
り、廃棄される状態が異なり、試行錯誤
を繰り返しながら改良しており、自然災
害などでガラスが割れた状態のパネルも
処理できるよう更に研究を進めている。
今後について、大量の廃棄パネルが発生
することを踏まえ、ゼロエミッションリ
サイクルを促進する環境ソリューション
企業として取り組み続ける。

［建設廃棄物委員会］  三団体合同施設見学会

㈱ 浜田  京浜島エコロジセンターにて

※ 1 環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」  
　☞ https://www.env.go.jp/press/files/jp/110514.pdf

※ 2 EVA：樹脂素材の封止材
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三団体合同の勉強会

施設見学の行程を終え、東京建設会館
（中央区八丁堀）に移動し、一般社団法
人 東京建設業協会会議室にて、15 時よ
り勉強会を開催した。まず、当協会建設
廃棄物委員会の鈴木委員長が本日の施設
見学会を無事に終え、これより勉強会を
開会するにあたり、これからも、三団体
からの色々なテーマを東京都に提案させ
ていただきたいと挨拶した。

本日の最初の講演は東京都環境局 資
源循環推進部 産業廃棄物対策課課長代
理（PCB 処理対策担当）和田貴樹 氏より、

「PCB 廃棄物の処理促進に向けて」をテー
マに講演いただいた。

 ■ PCB 廃棄物の処理促進に向けて
我が国は、世界規模の取組となる PCB

に関して、平成 14 年にストックホルム条
約を締結した。この条約では、令和 7 年
までの使用の全廃、令和 10 年までの適
正な処分が求められている。PCB は、特
別管理産業廃棄物として処理をするだけ
でなく、PCB 特別措置法によって処理そ
のものを一定の期間に確実に行わせる点
に重きを置いて立法措置がとられている
ことが特徴となっている。また、普段、様々
な事業場から処理を委託される皆様方が
自らの事業場において PCB を保有してい
る場合は、PCB の保管事業者として自ら
責任をもって専門業者に処分を委託しな
ければならない。本日は、PCB 廃棄物の
処理促進に向けて、PCB を保有している
可能性がある全ての事業者の皆様に向け
たお話をさせていただきたい。

〇 PCB 含有機器等眠っていませんか？
【東京都 PCB パンフレット】にて説明

された。
※詳細な内容は、下記のホームページ

アドレスから
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/

resource/industrial_waste/pcb/index.
files/new_pamphlet.pdf

PCB 含有機器等には処分期間が設けら
れており、期間内に適正処分を完了する
ことが所有者に法律で義務付けられてい
る。期間を過ぎてから発見された場合、
事実上処分できず、永久に保管し続けな
ければならない。

PCB は、電気機器用の絶縁油の他にも
各種工業における加熱用・冷却用の熱媒
体、潤滑油、シーリング材等に含まれる
可塑剤、感圧複写紙など様々な用途に利
用されていた。最近では、PCB を含有し
た塗膜が全国的に多量に存在する可能性
があり、非常に大きな課題となっている
ところである。引き続き事業者の皆様に
は、PCB 廃棄物の適正処分、期限内処理
の完了に向け、ご理解ご協力を求め講演
を終了した。

次に、資源循環推進部専門課長 古澤
康夫 氏を講師に招き、「東京都の廃プラ
スチック対策について」をテーマに講演
いただいた。

 ■ 東京都の廃プラスチック対策について
廃プラスチックの持続可能な資源利用

について、東京都廃棄物審議会で議論さ
せていただいているところで、10 月 8

［建設廃棄物委員会］  三団体合同施設見学会

日に最終答申がまとめられたところであ
る。政策としてはこれからであるが、今
日は全体の概要をお話しする。

プラスチックに関わる３つの課題とし
て、①海洋プラスチック問題（海洋生物
への直接的影響・海洋生態系への影響
等）、②気候変動と資源利用（CO2 の排
出）、③廃プラスチックの国際取引（中
国の輸入規制等による国内市場の混乱・
国内外での不適正処理を防止する必要）
である。

パリ協定では、2050 年前後に温室効
果ガス実質ゼロとする必要があるとし
た。プラスチック資源利用についても
CO2 実質ゼロに向けて、長期的にエネル
ギーや各種資源利用のあり方を大きく変
革していく必要があり、化石燃料由来の
プラスチックの生産や使用後の燃焼に伴
う CO2 についても実質ゼロとする必要が
ある。バイオマス資源への代替に当たっ
ては、バイオマスが再生される速度の範
囲内、かつ、供給源での温室効果ガス排
出、生態系への影響その他の環境社会影
響について持続可能性に十分配慮する必
要がある。

当面、都が取り組むべきプラスチック
対策の中でも、「廃プラスチックの適正
な処理・有効利用を確保するための緊急
的対応」に関して、材料リサイクルが困
難なものについては、当面の緊急的対応
として、産業用の原燃料化など廃プラス
チックの有効利用の拡大を図ることが重
要であるとしている。国内に滞留する廃
プラスチックを有効利用するために業界
団体（東産協）の取組を後押しして新た
な国内資源循環ルートの構築を図ってい

くべきと審議会でもまとめたところであ
る。

東京都としては、業界団体の皆様と建
設系の関係について CO2 削減、あるいは
建設廃棄物系プラスチックの３R に関し
て引き続き協力を求めたいとし、講演を
終了した。

※詳細な内容は、下記のホームページ
アドレスから東京都廃棄物審議会最終答
申を参考にしていただきたい。

【東京都廃棄物審議会答申】
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/

basic/conference/resource/tokyo/index.
files/20191008plasaisyuutoshinhonb
un.pdf

最後に、当協会の木村専務理事が、
PCB 処理促進や海洋の廃プラスチックも
含めた問題に関しては、将来に向けて解
決していかなければならない重要なこと
であり、東京都（行政）と業界団体（排
出事業者・処理業者）とのつながりの輪
というのが大切だと思う。今後、それぞ
れが役割を果たし、さらに連携を深めて
いきたいと述べ、勉強会を閉会した。

勉強会 会場

［建設廃棄物委員会］  三団体合同施設見学会
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安全衛生推進委員会では今年度より新しい取組み活動として、自社とは違った目

で見る事により、改善事項を提案する安全パトロールを実施することにいたしました。

第一回目は株式会社 京葉興業に伺いました。皆さんの企業でも、安全衛生推進委員

会に安全パトロールをして欲しいという希望がございましたら、E メールにてご連絡

お願いします。詳しくは、ヒヤリ・ハット事例のページ下部をご覧ください。

 （事務局より）

昨今、資源循環業界全体として労働

災害が減らず、ここ数年は休業４日以上

の数は増加傾向にあることから、「どの

ようにしたら労働災害が減るのか？」と

いう協会からのアンケートに回答し、今

後の安全管理に役立てたいという思いか

ら、今回の安全パトロールに立候補させ

ていただきました。

はじめに廃水処理プラント内会議室

で冒頭の挨拶・概要説明を行い、安全担

当より安全衛生の取組みを説明させてい

ただきました。弊社の安全衛生管理の特

徴は、現場の作業員全員が主体となって

取組んでいるということ。どのようにし

たら怪我をしないか？どのようにしたら

安全で効率よく作業できるかなど、作業

員が全員で考え作業ルール等を決めてい

くことを基本としております。「知らな

かった、聞いていない」はご法度。その

他緊急時訓練や衛生面の教育などを説明

させていただきました。

実施日時： 令和元年９月１８日（水）
場　　所： 株式会社 京葉興業　改質固化処理プラント・廃水処理プラント
参加人数： 細沼順人 委員長　ほか 計 11 名

会議室にて概要説明

安全衛生推進委員会

安 全 パ ト ロ ー ル

 ● 安全衛生推進委員会

説明終了後、雨がちらつく中、２班

に分かれ、約１時間の場内パトロールを

実施しました。受入れから処理までの一

連の流れ、見える化や安全管理の詳細に

ついて各担当から説明を行いました。

安全パトロール終了後、意見・指摘

事項などをまとめ、協会安全衛生推進委

員会の各委員より説明がございました。

（指摘事項）一部抜粋

• 歩行通路が狭いため、進入車両に「歩

行者注意」・「徐行」などの注意表示

が必要では？

• 滑り止め対策をしていない場所もあ

るため、実施した方が良いのでは？

• 消火器格納庫のレバーが固く、普通

の力では開けられなかった

• 高熱が発生している機器に近づかな

いよう、周囲に立ち入り禁止柵（接

触防止対策）を設けた方がいいので

はないか？

など、様々な意見がございました。

最後に、細沼安全衛生推進委員長より

総評をいただきました。

「色々な意見があるように思われるかも

しれませんが、評価としては全体的に安

全管理が素晴らしく社員教育も徹底され

ているという意見が大半でした。今後も

更なる安全衛生の推進を期待しておりま

す。」

日頃より安全管理には十分気を配っ

ておりましたが様々な意見をいただき、

足りなかった部分や気付いているようで

気付いていなかった部分を再認識するこ

とができ、とても有効な機会をいただけ

たと思います。今回アドバイスいただい

た部分を今後の弊社の安全管理に役立

て、無事故・無災害を目指して参ります。

 （㈱京葉興業　佐賀 良伸  記）

場内パトロール

意見・指摘事項の説明
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安全衛生推進委員会（細沼順人 委員長）は、令和元年 10 月 17 日㈭ 14 時から、
エッサム神田ホール 2 号館 3 階（千代田区内神田）において安全衛生研修会を開催
した。

今年度の安全衛生研修テーマは「現場の実例に学ぶ」としており、第 2 弾として、
安全対策がトップレベルにある鹿島建設株式会社より講師を招き、『安全講話「先端
の作業員さんを守る」』をご講演いただいた。

また、今回の講習会は二部構成となっており、二部については、同じく鹿島建設
株式会社の講師より、「適正処理に向けた排出事業者の責務及び品目の標準化」をご
講演いただいた。受講者は 79 名であった。

以下、その概要を報告する。 （事務局　小熊  朋恵）

現場の実例に学ぶ
 第１部　安全講話「先端の作業員さんを守る」
 第２部　適正処理に向けた排出事業者の責務及び品目の標準化

研修会会場（上）

左から
細沼 委員長
西川 氏
永井 氏

 ● 安全衛生研修会

● 第 1 部

安全講話「先端の従業員さんを守る」

鹿島建設株式会社 東京土木支店安全
環境部長 西川武志 氏にご講演いただ
いた。

鹿島建設株式会社では現場の確認を
現場の人だけでするのではなくて、働き
方改革の一環で生産性の向上も含め、限
られた人数で現場の管理、確認をするた
めに WEB カメラ（動画）を取り入れて
いる。今までは、災害が発生した場合
は、被害者と加害者からしか情報収集が
できなかった。現認者がいないことが多
く、災害発生の本当の原因がなかなか判
明しないことが多かった。そのことから
WEB カメラ導入となった。

まずは、所長が気になるところにで
きるだけ多くのカメラを設置することと
した。

カメラ設置により①現場に行かなく
とも、一番大事な場所の現場確認が事務
所で LIVE 映像にて確認できる。②労災
発生時の映像が記録されている可能性あ
り。記録映像による確認ができる。③労
災かくし事案が発覚した場合、記録映像
を遡って、発覚時の映像を分析できる。
④現場パトロールの新しい形として、現
場に出向かずに安全確認ができる。⑤管
理部門幹部が支店にいながら現場の状況
を LIVE 映像で見られる。以上 5 点が可
能となった。効果としては「労災確認」

「労災かくし発生時の確認」「働き方改革・
業務の効率化」である。研修会では、実
際撮影された作業中の映像を 5 点ほど
見せてもらい、不安全行動を確認した。

次に安全基本行動について話された。
『一声かけ』『現地 KY』『指差喚呼』の 3
つである。

『一声かけ』これは、声を掛け合って、
明るい職場を作り、現場において、危険
な行動を見た時には、お互いに注意しあ
う雰囲気作りをし、危険行動を見逃さな
い職場風土を形成することが大切であ
る。「顔色悪いよ」「危ないよ」「注意して」
などの一声が安全管理の第一歩である。

日々、リーダーの方々は作業員の方
に大事な作業手順や危険箇所を伝えてい
ると思うが、本当に伝わっているのか ?
一方的に話しているのではないか ? 伝わ
る関係になっているか ? 上に立つものが
大声で叱ったり、作業員の方の意見をす
ぐに否定したり、相談に乗らないなどの
環境下では、作業員の方は知覚的防衛（自
分にとって不快に思うことは無意識に認
識しなくなる）という反応をおこしてし
まう。そのようなリーダーが、いくら熱
弁をふるっても、その人の言うことはも
う聞かなくなる。それでは労災防止の効
果もなくなる。相手は目を開いているけ
ど見ていない、聞いているけど理解して
いない。という現象になってしまう。そ
うならないためにどうしたらいいか ? 作
業員の方が「うれしい !」と感じること
をするのが大切である。

何かと言うと 1 挨拶、2 感謝、3 ほめ
るの 3 つである。

リーダーは作業員の方、一人一人に
心を込めて挨拶すること。そうすること
によって、一対一の関係が生まれる。作
業員の方は、リーダーが自分の存在を気
にしてくれている、認めてくれていると
感じ、嬉しくなるものである。

また「感謝」については、「トイレを “ き
れい ” なまま維持したい」という目的の
看板を掲示する例を挙げ、お話いただい
た。
① トイレはきれいに使いましょう。（促す）
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安全衛生研修会  ●

② トイレを汚してはいけません。（禁止）
③ トイレを汚すのはルール違反です。（罰

則）
④ トイレを汚すと次に使う人が困ります。
（訴える）

⑤ いつもトイレをきれいにお使いいただ
きありがとうございます。（感謝）
この 5 点で自分だったらどの看板を

掲示するか、会場の受講生の方々に質問
したところ①と④が多数をしめた。しか
し①は当たり前な表現すぎて、インパク
トがなく伝わりにくい。④に関しては、
汚いトイレは嫌だという感覚に訴え、皆
同じ感覚である ! ということで伝わる。
④も伝わるのだが、⑤の方が伝わりやす
い。きれいに使った行動に対してほめて
おり、嬉しいという感情になる。

この掲示を例に取っても、感謝され
ると嬉しい気持ちになり、相手に伝わり
やすい。リーダーは常に感謝を口にする
ことにより、作業員の方々も多くの時間
を嬉しい気持ちで過ごすことができる。

そして最後に「ほめる」効果につい
てお話しいただいた。リーダーは作業員
の方の良い行動を心からほめることが大
切である。行動をほめられると、嬉しい
気持ちに加え、褒められると自信につな
がる。叱られたとき、人は叱られたこと
だけを改善しようとする。しかし、ほめ
られた時は、ほめられたことだけに留ま
らず、別のことも良くしようとするもの
である。まずは、人を変える前に自分が
変わらなくていけない。それによって、
自然と周りも変わってきて、イメージ通
りの現場になっていくものである。

安全基本行動 2 項目の『現地 KY』。
鹿島建設ではこれまで朝礼会場で行って
いた KY 活動を、一歩進めて、作業に取
り掛かる前に現地で行うこととした。

作業箇所や作業内容が変わった場合
には危険要因も変化するため、その都度
行う必要がある。一人作業になる場合に
は、自らの危険を回避するため、一人一
人が現地 KY を行うことが必要な場合も
ある。最近の災害のほとんどは不安全行
動（ヒューマンエラー）が原因である。
現地で現地 KY をやっていない、現地
KY が形ばかりの儀式化している、リー
ダーが現地 KY に立ち会えていない、な
ど現地 KY の見直しが必要である。朝礼
会場ではなく現地で実施することが大切
である。また、大勢が一箇所で集まって
やるのではなく、その作業を行う少人数
で行う必要がある。リーダーだけが発言
するのではなく、2 人以上の作業員から
危険ポイントと対策を発言させることに
より、作業員の方々も参加しているとい
う自覚が生まれるものである。

安全基本行動の最後は『指差喚呼』
である。危険状態や危険作業時に注意の
意識が途切れて災害につながることが多
い。指差喚呼をすることにより、途切れ
た意識を要所で確認させるための手段と
して「目で見」「指を差し」「大きな声で
呼称し」「耳で確認する」という一連の
動作で安全かどうかを自分自身で確認す
るものである。

鹿島建設では毎日指差喚呼を練習し
ている。しかし、指を差した方向に顔を
向けない、顔は向いていても焦点が合わ
ずはっきり見ない等、間違った指差喚呼
は「下手を固める」だけである。指差喚
呼は労働災害を水際で止める最後の砦な
ので、しっかりとした練習が必要である。
正しい指差喚呼を行えば、災害発生は
1/6 に減少すると言われている。研修会
では実際に受講者全員で正しい指差喚呼
を何度も練習した。

 ● 安全衛生研修会

次に『作業手順書について考えてみ
ましょう !』をテーマにお話いただいた。
コンビニの納豆巻きを例にしたユニーク
な内容であった。コンビニの納豆巻きの
包装フィルムに書いてある作業手順通り
に食べると、反対側から納豆が落ちてし
まう。しかし、海苔をご飯の下側にずら
して海苔で底まで覆えば、納豆が落ちる
のを防ぐことができ、最後まで美味しく
食べる事ができる。この例の様に、作業
手順書は、あくまでも最初に考えたもの
なので、実際に現場でやってみることに
よって改善策が湧いてくる。楽しみなが
ら、作業手順の改善を目指すことも必要
である。改善は生産性の向上や安全面の
向上に寄与するものである。

最後に労災かくしについてお話いた
だいた。労働災害を隠すことは加担した
者全てに「故意」があると認識される。
労働災害を隠すと、再発防止対策を実施
しないことから、同じ災害が起きる懸念
がある。「労災かくしは犯罪」という意
識を浸透させなければいけない。労災を
起こすことが問題ではなく、隠すことが
問題である。労災かくしの根絶対策とし
て、作業員の方々に「怪我、体調不良や
通勤中の交通事故等も、すぐ職長に報告
する」ことを教育することが必要である。
そのためにも、普段から「普通の会話が
できる」雰囲気作りが大切である。労災
かくしは百害あって一利なしである。

以上で第一部の講演を終了とした。

● 第 2 部

「適正処理に向けた排出事業者の責務 
及び品目の標準化」

鹿島建設株式会社 東京土木支店・東
京建築支店 安全環境部環境管理グルー
プ長 永井文男 氏にご講演いただいた。

廃棄物の適正処理についてどう考え
ているのか、どのような処理業者を選定
するのか等、排出事業者の立場としてお
話いただいた。
1. 排出事業者の責務

建設工事から発生する廃棄物の特徴
としては、①廃棄物の発生場所が一定し
ていない②発生量が膨大である③廃棄物
の種類が多様であり、混合状態で排出さ
れる場合が多いが、的確に分別すれば再
生利用可能な物も多い④廃棄物を取り
扱う業者が多数存在するの 4 点である。
排出事業者責任として、廃棄物処理法に
従い、自らの責任において建設廃棄物を
適正に処理しなくてはならない。適正処
理するために、委託処理している。全国
の不法投棄の半分以上は建設業界から出
ていることが続いている。このことから、
排出事業者として懸念していることは、
廃棄物を委託して、結果、不法投棄され
てしまうと排出事業者責任を問われてし
まう。そのためにも、安全で信頼できる
業者を選定している。業者選定のポイン
トとしては、①基本情報（経営の健全度、
管理体制、情報公開）②施設確認③行政
処分歴等（過去 10 年）④その他の項目

（リサイクル率、過去の取引実績、立地
条件、特筆すべき事項）である。この 4
項目のうち②施設確認は実際に施設を見
に行っている。その際のチェック項目と
して、

・許可品目と処理能力、方法
・受入量と主な取引先
・敷地内の状況
・処理前物の保管状況
・処理フロー
・処理後物の保管状況
・売却先と性状
・再生委託先と性状
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・処分（埋立、焼却）委託先と性状
・管理体制
この中で一番重要視していることは

敷地内の状況と保管状況である。現場に
行き、匂い等を確認する。写真などでは
わからないことが判明する。実際、カ
ラスがいる処分場を NG としたことがあ
る。また、現場の作業員の方々に質問を
して、ハッキリ答えずあやふやな返答ば
かりの場合も NG である。

そして経営者の資質・姿勢が大切で
ある。会社を経営しているのは、やはり

「人」であることから、どういう考えを
持っているのかなど大切なポイントであ
る。

鹿島建設は排出事業者の責務として
二次処理先も確認している。以前、不法
投棄があった際に二次処理施設が良くな
かったという経緯があった。そのため二
次処理先ルートもしっかり確認すること
としている。特に混廃処理業者は全ての
二次、三次処理先を対象として視察して
いる。汚泥処理会社は販売先、埋立先を
確認している。

二次処理先ルートの確認ポイントと
しては、可燃系廃棄物だったら、RPF や
燃料チップとして再生処理されている
か、焼却処理だったらガス化や発電をさ
れているか、最終処分では管理体制、残
余容量、水処理・放流水、近隣との関係
を確認している。以前、ある最終処分場
の処理水がきれいで飲んだことがあっ
た。そこの処分場は工夫して処理水が本
当にきれいで感動した。

不燃系廃棄物については、処理後物
の確認をしている。東京都も品質の高い
再生砕石を積極的に展開しようとしてい
る。製作過程がしっかりして、質が高い
物については行政がしっかりと後押しし

ようという動きがある。廃棄物処理とい
う認識でなく、資源循環をしている、リ
サイクル製品を作るという認識で仕事に
取り組まなければいけない。

電子マニフェストについて鹿島建設
は 9 割使用している。便利で保管に間
違いがなく、廃棄物の処理状況が一目瞭
然にオンタイムで確認できる。そのため
電子マニフェストを積極的に展開してい
る。事務の簡素化にも役立っている。
2. 適正処理に向けた取り組み

鹿島建設では長期環境ビジョン「ト
リプル 2050」として 2050 年までに資
源循環社会を目指すビジョンを掲げてい
る。

3R の取組みとして、杭汚泥や解体ガ
ラを改良、再生して利用したり、型枠材
の発生抑制、梱包材の削減などに取り組
んでいる。

なかなか難しいが、なんとか汚泥を
建設資材として利用するために動いてい
る。汚泥利用時にはセメント分から六価
クロムが溶出する可能性があるため事
前溶出試験や、改良汚泥のため重金属 9
物質の分析を実施しなくてはならない。
利用計画書を作成して、写真等も含めた
記録を残すこととしている。

鹿島建設東京建築支店のルールとし
ては、

ルール①「袋に入れた廃棄物の識別
管理ルール」がある。これは、有価物（資
材）と廃棄物を混入しないために決めた
ものである。数年前に、土を入れるフレ
コンに間違ってコンクリートガラを入れ
てしまったことがあり、それ以降、ガラ・
残コンを入れる袋は赤でマーキング、土

（資材）を入れる袋を緑でマーキングし、
袋の外側から明確に識別できるように管
理している。

 ● 安全衛生研修会

ルール②「残コンや斫りガラ等の処
理の徹底」。現場所長は残コンや斫りガ
ラの処理方法についてルールを定め作業
員全員に周知徹底する。現場社員や協力
会社の職長は作業終了時に現場で発生し
た廃棄物が適正に処理されたことを確認
する。
3. 建設廃棄物・請求項目標準化構想

同じ品物でも、建設会社ごとに分類・
名称がバラバラで統一されていない。こ
のことに、当協会高橋会長が困っている。
なんとかして欲しいという投げかけから
品目標準化委員会がスタートした。

3R やゼロエミ推進が請求項目の複雑
化を加速しており、契約書に個別品目を
細かく設定している。「処分基準の厳格
化」でコンクリートガラや混廃に色々と
付随していると適正処理するためにお金
がかかることから、割増請求品目を増加
させた。同じ建設業界でも、廃棄物の分
類、名称がばらばらである。今までは、
排出事業者側と廃棄物個々の処理品質に
対する関心が薄かった。また、産廃業者
側も廃棄物の分類・名称の業界統一に関
心がなかった。

排出事業者側の現状としては、現場
でも割増請求項目の状況を把握しないで
収運業者に出し、事務が営業に確認する
が、営業も現場に確認しないとわからな
い状況となっている。

処理業者側の状況としては、ドライ
バーはゼネコンごとに異なるマニフェス
ト業務でミスを工場事務や配車担当から
注意されてしまう。請求名称などの複雑
さを理由に、物流業界に流れるドライバ
ーも少なくなく、ドライバー不足、新人
確保が困難となってしまっている。請求
事務もゼネコンごとに異なるマニフェス
ト処理の煩雑さが原因で残業せざるを得

ない状況である。営業に関しても、請求
品目に起因するマニフェスト処理のミス
のために無駄な経費がかかっている。

こういった状況を打破する第一歩と
して「排出物の標準化・統一化をしまし
ょう」と今年度上半期に委員会がスタ
ートした。電子マニフェストを想定し
て、JW ネットで使用しているコードで
統一するようにして、1. 建設廃棄物一覧、
2. 電マニ用作業証明書、3.JWNET コー
ド表（案）、4. 建設廃棄物マニュアルの
ツール 4 点を作成しようとしている。

最終的（数年先）にはドライバーが
タブレット端末で品目を選択して電マニ
処理が可能なツールの開発につなげてい
く。

一般的に排出事業者はどのようにし
て適正処理をしているのか関心がないの
が現状ではある。しかし、処理業者も処
理の仕方を説明して、「質」に見合う対
価をもらう努力をしなくてはいけない。
処理品質について理解が得られ、適正価
格を交渉できる産廃業界にしていただき
たい。

以上をご講演いただいた。

最後に西川氏より、2019 年 2 月から
墜落制止用器具（フルハーネス）の着用
が法的に施行されたことから、注意事項
等を説明いただいた。

❀　❀　❀
今回の研修も多数ご参加いただき、第

一部については「大変わかりやすく自分
の会社でも取り入れたい」「基本は大切
ということが再認識できた」、第二部に
ついは「排出事業者側による講演が新鮮
で勉強になった」「排出事業者の考え方
が理解できたのでよかった」等々のアン
ケート回答をいただき好評でした。
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研修会「ドライブレコーダーの活用方法」
～　車載システムを導入したまま安心していませんか？　～

収集運搬委員会（加藤宣行 委員長）は、令和元年 9 月 27 日㈮ 14 時より、会員企業
を対象に「ドライブレコーダーの活用方法」と題して、エッサム本社ビル（千代田区神
田須田町）で研修会を開催し、36 名の参加がありました。

● 開会
加藤委員長より、「会社は作業環境を

改善する投資をしておきながら、社員に
は正しい管理方法を伝えきれていないケ
ースが多く、システムを導入したものの
活用できていないのではないかという観
点から、今回その点に特化した研修会に
した」と挨拶がありました。

● 第１部
「活用しきれていない現状と本来の管理方法 

  ～進化している車載システム～」
株式会社ＪＥＭＳ 取締役 将軍事業部 

事業部長 鈴木貴 氏より、車載器導入の
失敗事例を通して、いかに活用できてい
ないか、また運送業界では、車載器から
得られる運転データが貴重なビッグデー
タとして、一人ひとりの運転特性に応じ

た安全運転教育に活用され始めているこ
とが解説されました。

近年の車載器は、車両に通信システ
ムを組合せてリアルタイムに走行データ
をパソコン等で確認ができる「テレマテ
ィクス」が主流となってきており、従来
の事故発生後の情報記録媒体から、事故
発生前に原因と兆候を特定して未然に防
ぐものへと進化していると説明がありま
した。

最近では、運転者の走行データから
保険料率を算定する仕組みのテレマティ
クス自動車保険がでてきて話題となって
おり、運送業界では空車問題の対策とし
てテレマティクスを利用して企業間の垣
根をこえた運送サービスの提供が始まっ
てきている、と紹介がありました。私た
ちが思っている以上にＩＴによる機器の
進化が加速していることの一部が実感で
きた講演内容でした。

最後に、「携帯電話のスマートフォン
がそうであるように、自動車自動運転技
術も短い時間で進化していくものと思い
ますが、ＩＴは決して魔法ではなく、そ
れらの機器と向き合いながら使用目的や
手法を考えていくことで業務効率化とコ
スト削減につながれば」との結びの言葉
があり、第１部の講演は終了しました。鈴木 氏

● 第２部
「同業車輌のドライブレコーダー動画から見る、  

  事故・ヒヤリハット研修」
株式会社ハチオウ 取締役副社長 森

雅裕 氏が講師を務め、同業車両のドラ
イブレコーダーの動画を利用して、ヒヤ
リハット、事故防止についてグループワ
ークを行いました。

参加者は、どうすれば事故を防げる
のかグループで話し合った結果を発表
し、講師が解説を加え、予防対策をわか
りやすく説明しました。教材として使用
したヒヤリハットと事故の動画は、当委
員会を通じて集められた実際にあった同
業者の映像であり、日常で起こりうるリ
アリティのある教材となっていました。

ドライブレコーダーを導入している
会社では、自社で起きたヒヤリハット映
像を社員に見せることによって疑似体験
させ、どんな危険が潜んでいるのか、認
知・判断・動作の要素はどうすれば良い
のかというＫＹＴを効率よく行うことが
でき、自社の映像を通して安全意識をさ
らに皆で共有できることがとても重要と
の説明がありました。

グループワークで行われたＫＹＴで

は活発な意見が飛び交い、とても積極的
なグループワークとなりました。

● 閉会
白井徹 副委員長より、「今後も一層、

最新の情報と実際に仕事の場で使える情
報を厳選して研修会を開催して参りた
い。また、第５世代移動通信システム（５
Ｇ）の時代がきて、我々の業界も大きく
変わるというテーマの研修会等も検討し
ていきたい」と、次回のＰＲも兼ねた閉
会の挨拶がありました。

終了後のアンケートでは、自社のド
ライブレコーダーの映像でＫＹＴを行い
たいという回答が多く見られ、「テレマ
ティクスを活用した機械を先日導入した
ばかりでしたが今回の講習会を受けて事
故の予防に活用していきたい」という意
見もありました。全体的にわかりやすか
ったという集計データを励みに、次回も
わかりやすく実のある研修会を開催して
参りたいと思います。

（収集運搬委員会
 ㈱ 三凌商事　大崎 秀也  記）

森 氏 グループワークのようす
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中間処理委員会（比留間 久仁男 委員長）は、令和元年 10 月 4 日㈮ 14 時から、エッ
サム神田ホール 2 号館（千代田区内神田）において、「火災予防研修会～産業廃棄物
処理施設の火災予防について～」を開催した。

第１部は東京消防庁より講師を招き「産業廃棄物処理施設の事故事例と火災予防
について」の講演、第２部は３社が、「火災発生リスク診断について」（株式会社初田
製作所）、「火災対策について」（セコム株式会社）、「東京海上日動あんしんコンサルティ
ング㈱のご案内」と題し、案内を行った。参加者は 47 名であった。

 （取材　塩沢 美樹）

● 開会
比留間委員長から「今回は、事業の存

続にも影響しかねない火災についてとり
あげた。研修内容を持ち帰り、良いとこ
ろは取り入れて、火災予防、安全第一に
心掛けていただきたい。」と挨拶があった。

● 第１部
「産業廃棄物処理施設の事

故事例と火災予防について」
講師：荻原 峰子 氏
 東京消防庁 予防部危険物課

 消防法の「危険物」と「指定可燃物」
環境省の改正省令（令和元年 9 月４日

施行）により、廃プラスチック類の保管
上限が引き上げられた。廃プラは「指定
可燃物」に該当する可能性が高いため、
保管・取扱量に応じて、消防署への届出
や法令に基づく貯蔵・取扱いが必要との
話があり、消防法の「危険物」と「指定
可燃物」について解説された。

 爆発事故から法令改正へ
再生資源燃料（RDF、RPF 等）を「指

定可燃物」に追加する消防法改正の契機

となった「ごみ固形燃料発電所爆発事故」
など、廃棄物処理・リサイクル施設の火
災事故事例が紹介された。東京都の火災
予防条例についても説明があった。

 東京消防庁管内の事故について
指定可燃物の届出施設における産業廃

棄物に係る火災は、2009 年から 2019
年まで毎年 2 〜 5 件発生し、横ばい傾向
である。

産廃処理施設の火災の特徴は、①出火
原因は、金属同士の衝撃火花、バッテリー
や電池の短絡が多い、②出火場所は、作
業場・破砕機が多い、③出火原因は人的
要因と破損が多い、などの説明があった。

 火災が起きたら・・・消防隊の動き
消防隊が消火活動の方針を決定するた

火災予防研修会を開催

研修会 会場

めには、①情報収集（燃えている物・場所、
危険要因、収容物の種類・量）、②状況
確認（出火状況、作業内容・人員）が不
可欠であるため、消防隊が到着するまで
に、これらの情報を整理し、消防隊に伝
えていただきたいとの話があった。

 まとめ
東京消防庁の廃棄物処理施設に関わる

指導指針と、火災予防のポイントがまと
められた。

最後に、今後、廃プラ等の受入量や保
管量の増加が予想されるため、届出や取
扱いについては、管轄の消防署に相談を
してほしいとした。

● 第 2 部
「火災発生リスク診断につ

いて」
講師：中島 透 氏
 ㈱ 初田製作所 防災事業部
 （当協会 賛助会員）

火災発生リスク簡易無料
4 4

診断サービス
「HCT：Hatsuta Triple Consulting」 の 案
内があった。①プロの診断員による巡回
チェック、②見える化した診断レポート
の提出、③安全対策の改善提案の提供、
の「３つのコンサル」が特長で、国内外
で約 1,000 件の診断実績がある。過去の
火災事例を参考に、250 項目にわたり診
断し、改善提案を行う。診断に要する時
間は半日程度とのこと。

「火災対策について」

講師：米山 健一 氏
 セコム ㈱ 立川統轄支社

セキュリティ会社ならではの、オンラ
イン画像監視システム「セコムⅨ」の紹

介があった。顧客のニーズに合わせて
カスタムメイドでき、「フレームチェッ
カー」（炎感知システム）、サーモグラフィ
カメラ、消火設備等を連動させることで、
状況に応じて警備員が現場急行、消防通
報など、素早い対応が可能となる等の説
明があった。

また、AVIO からサーモグラフィカメ
ラ等の火災監視システム、NITTAN から
自主防災消火設備の紹介もあった。

「東京海上日動あんしんコン
サルティング ㈱のご案内」
講師：藤巻 知也 氏
 東京海上日動あんしんコンサルティング ㈱
 本店営業第一部

1. 本年 10 月 1 日より、廃棄物処理・リ
サイクル工場の火災保険料が大幅に値
上げされた。今後、引受条件が厳しく
なることも予想される。損保 11 社と取
引があるので東京海上日動以外の保険
についても、相談いただきたいとのこと。

2. 当協会正会員企業向けの団体保険「中
間処理施設専用機械保険」がリニュー
アルされた。異物混入により破損した
機械の修繕・取替費用を補償する唯一
の保険である。是非ご検討いただきた
いとの案内があった。

● 閉会
当協会の木村尊彦 専務理事から「今

回の研修会を機に、火災予防条例の基
準を満たしているか確認していただきた
い。診断サービスや監視システム・消火
設備についても、改めてご検討いただけ
ればと思う。保険料が下がるよう、業界
あげて火災を減らすことが必要だと思っ
た。異物混入については排出者の協力も
不可欠である。」と挨拶があり、閉会した。
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２０１９年度  第 2 回

新入会員と協会役員との懇談会

令和元年 10 月 23 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。2019 年 4 月から 8 月に入会した正会員 8 社、賛助会員 3 社を対象とし
て開いたもので、8 社が出席した。 （取材　塩沢  美樹）

1. 会長挨拶 ［高橋俊美 会長］
2. 出席者自己紹介
3. 協会事業の状況について
  ［木村尊彦 専務理事］
4. 新入会員との意見交換

各社からの意見には次のようなものが
あった。
• 人材の確保と定着に苦慮している。
• 廃プラ、アスベスト、木くず等の処分

先に困っている。
• 廃プラ対策について提案したい。
• 自社で新しく取扱いを始めた廃棄物の

処理方法について相談したい。
• 協会の研修会等を受講したいがどうす

ればいいか。

［役員より］
• 人材採用・育成については協会事業や、

青年部・女性部合同プロジェクトによ
る研修会、イベント等を活用していた
だきたい。

• 処分先や処理方法など、協会専任相談
員に相談いただける。

• 研修会等の行事は、毎月、機関誌発送
時に同封するなどして案内している。

• 賛助会員は、懇親会等開催時に設営す
る事業紹介ブースで PR の機会がある
ので、活用いただきたい。

5. 閉会

※各社概要は次頁（順不同・敬称略）

後列左から 都築常任理事、細沼常任理事、乙顔副会長、中島氏（初田製作所）、牧氏（アイザック）、
 鈴木副会長、鈴木事務局長、木村専務理事、五十嵐常任理事
前列左から 青木氏（トライマテリアル）、堀場氏（多摩興産）、湯田氏（湯田工業）、高橋会長、
 川北氏（マスヒロ環境）、柳沢氏（実有輝）、堀口氏（メジャーヴィーナス・ジャパン）

正 会 員 　トライマテリアル ㈱ http://www.trimaterial.co.jp

出席者 : 代表取締役　青木  秀夫
所在地 : 東京都大田区京浜島 2-19-10
 ☎︎ 03 − 3790 − 2882
自己紹介 : 親会社は東港金属で、収集運搬業専門です。私個

人は前任の社長から引継いでまだ 5 年、業界の経験も浅いの
で、この機会に色々勉強させていただきたいと思っています。

正 会 員 　多摩興産 ㈱ http://www.tmco.jp

出席者 : 工場長　堀場  豊一
所在地 : （八王子工場）東京都八王子市美山町 645
 ☎︎ 042 − 651 − 1114
自己紹介 : メインは砕石業で、中間処理業の規模は小さいで

すが、ガラ陶くず、がれき類等の処理、RC40 の販売をしてい
ます。皆さまの意見を参考にしたいと思っています。

正 会 員 　㈱ 実有輝 https://www.mi-yu-ki.co.jp

出席者 : 代表取締役　柳沢  達也
所在地 : （ミユキリサイクルセンター）東京都足立区入谷

9-27-25　☎︎ 03 − 3855 − 9788
自己紹介 : 会社設立は昭和 48 年と古いですが、リサイクルを

きっかけに、この業界に参入しました。2000 年から足立区で
中間処理業を行っています。よろしくお願いします。

正 会 員 　メジャーヴィーナス・ジャパン㈱ https://www.major-venous.co.jp

出席者 : シニアコンサルタント　堀口  昌澄
所在地 : 東京都千代田区大手町 1-7-2　東京サンケイビル

15 階　☎︎ 03 − 3526 − 3381
自己紹介 : スクラップ大手のスズトクホールディングス㈱（現 

リバーホールディングス）と大栄環境㈱の合弁会社です。ス
クラップと産廃を両方扱っています。産廃は主に大栄環境グ
ループに搬入しています。

青木 氏

堀場 氏

柳沢 氏

堀口 氏
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正 会 員 　マスヒロ環境 ㈱ http://masuhiro.co.jp

出席者 : 課長　川北  起由
所在地 : 東京都西多摩郡瑞穂町長岡 2-5-2
 ☎︎ 042 − 556 − 0308
自己紹介 : 西多摩郡瑞穂町で中間処理場を行っています。平

成 13 年設立です。私自身がこの業界でまだ日も浅く、色々勉
強させていただきたく入会しました。よろしくお願いします。

正 会 員 　㈱ 湯田工業 https://www.kaitai-hachioji.jp

出席者 : 代表取締役　湯田  光弘
所在地 : 東京都八王子市犬目町 503-2
 ☎︎ 042 − 649 − 7727
自己紹介 : 八王子市犬目町で解体とリフォームを行っていま

す。平成 26 年設立です。よろしくお願いします。

賛助会員　㈱ アイザック https://www.izak.co.jp

出席者 : 取締役営業部長　牧　洋
所在地 : 富山県魚津市大字大海寺野村 1181
 ☎︎ 0765 − 24 − 6000
自己紹介： 設立は 1953 年、ダンボールの製造から入った会

社です。中間処理業は 1973 年から 46 年になります。管理型
処分場は 6 期目が間もなく開設します。

賛助会員　㈱ 初田製作所　防災事業部 http://www.hatsuta.co.jp

出席者 : 中島  透
所在地 : 東京都港区芝大門 1-5-10
 ☎︎ 03 − 6432 − 4464
自己紹介 : 創業 117 年の消防設備製造メーカーです。最近

は防災対策に対するコンサルティングを無償で行っています。
詳しくは機関誌に同封の案内をご覧ください。

川北 氏

湯田 氏

牧 氏

中島 氏

令和元年度
産業廃棄物処理実務者研修会

東京都産業資源循環協会は、令和元年
10 月 21 日㈪９時 50 分より、フォーラ
ムミカサエコ７F ホール（千代田区内神
田）において『令和元年度　産業廃棄物
処理実務者研修会』を実施した。この研
修会は、産業廃棄物の処理に携わる実務
者を対象に、産業廃棄物に関する基礎知
識を学び、初心者から経験者まで、知識
の習得や再確認を目的として開催した。

講師は、（公財）日本産業廃棄物処理
振興センター講師の北田博雄 氏、大竹
正一 氏の 2 名が担当した。参加者は 37
名であった。

講義は『令和元年度産業廃棄物処理
実務者研修会 [ 基礎コース ] テキスト（公
益社団法人全国産業資源循環連合会発
行）』を使用し、「第１章　産業廃棄物処
理の基礎」、「第２章　産業廃棄物の委託
処理と委託契約」「第３章　産業廃棄物

管理票（マニフェスト）」「第４章　帳簿」
の内容で進められた。受講した方は、初
心者からベテランまで多岐に渡った。ア
ンケート結果によると、講師の話がわか
りやすかったという回答が 83％を占め、

「産廃を扱ううえでの基礎をきちんと学
ぶことができた」「マニフェストの流れ
を理解していたようでも、実はあまりわ
かっていなかったことを実感した」等の
コメントがあった。

 （事務局　佐伯  初美）

研修会 会場

大竹 講師北田 講師

日　程 コース名 11/13 現在の空席状況
11 月 27 日㈬ 14：00 ～ 16：00 実践‼建廃契約書・建廃マニフェスト 終了

 2 月 12 日㈬   9：50 ～ 16：30 基礎コース 余裕あり

●これからの令和元年度産業廃棄物処理実務者研修会日程表
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青年部（矢部要 部長）は、2019 年 9 月 26 日㈭ 10 時から、日本工学院八王子専
門学校（八王子市）の土木・造園科 2 年生 31 名を対象に、資源循環業界を学生に
PR するため出前講座を実施した。

出前講座
『キャリアデザイン　環境学習  計画』を開催

開会
矢部部長が冒頭の挨拶を行い、「地球

温暖化や廃プラスチック処理問題などに
代表される地球環境問題は、どのような
産業においても避けて通れない問題と
なっている。本日の受講者は、既に就職
先が決まっていると伺っているが資源循
環業界を知ることは社会に出てからも必
要となる時代である。我々は、廃棄物処
理技術、リサイクル技術を用いて地球環
境問題解決の一翼を担う業界であると考
えている。今日の講義を通じて資源循環
業界を皆さんに広く知っていただきた
い。」とＰＲした。

テーマ 1　知る
㈱オガワエコノス 横山氏より、資源

循環業界の概況説明を行い、産業廃棄物
の年間排出量と再生量を通して廃棄物処
理とリサイクルの現状を数値で紹介し、
より一層の資源循環が求められているこ
とを説明した。

テーマ２　触れる
学生たちに再資源化製品のサンプル

に触れてもらい、実際のリサイクルがど
のように行われているのかを説明した。

比留間運送㈱ 比留間氏より人工軽量
土壌、東京ボード工業㈱ 蓮沼氏よりパー
ティクルボードを紹介し、何から作ら
れ、どのように再資源化製品が出来あが
るか、また、地球温暖化に関連して、二
酸化炭素排出削減効果についても説明
した。

左から　矢部 部長、横山 氏 蓮沼 氏とパーティクルボードの見本

比留間 氏の講義風景

テーマ３　考える
白井エコセンター㈱ 代表取締役社長 

白井氏、同社 営業企画部 木村氏が「考
える」をテーマに、業界の未来を展望す
るとの内容で講演した。日本と諸外国の
回収や分別方法、会社数や事業規模を比
較し、外国と日本の違いを学生に分かり
易く説明。アメリカでは誰もが知ってい
る社会インフラとして認知されている企
業も存在していることを紹介し、海外と
同じく日本でも、社会インフラ産業とし
て発展していかなければいけない業界で
あること、また、AI 等の最先端の技術
導入や大手企業と連携した新たな回収シ
ステムについて説明し、日本の資源循環
業界の将来像について解説した。

グループディスカッション
講義終了後に生徒を６つのグループ

に分けて、グループワークを行った。
①就職先で発生するであろう廃棄物

はどのような物があるか、②その廃棄物
はどのような物にリサイクルする事がで
きるか、の２点をテーマにディスカッ
ションし、最後に各グループより発表を
行った。造園業界や土木業界に就職する
学生が大半で、具体的な発表が多かった。
木くずや枝くずなどを、人工軽量土壌や
パーティクルボードへリサイクルすると
いう意見が多く出されていた。

アンケート結果　（31 名回答）
出前講座終了後にアンケートに協力

していただいた。
対象となった 31 名に対して 29 名の

生徒が「業界を知るきっかけとなり、こ
の業界に興味を持つことができた」と回
答した。

また、廃棄物を単に焼却するだけで
はなく、資源をリサイクルする業界であ
ることが分かった旨のコメントがあり、
本講座を通して、学生たちの資源循環業
界への理解を深めることができたと思
う。15 名が社会についての知識が増え
たと答えており、就職を控えた 2 年生
にとって、環境問題という社会を取り巻
く状況についても学ぶ機会になったこと
と思う。

（青年部 総務委員会
 野村興産㈱　岩瀬 博樹　記）

左から　白井氏、木村氏 グループディスカッションの様子



28 第 36 巻第 9 号　通巻第 351 号 29とうきょうさんぱい　令和元年 12 月 1 日号

経営者勉強会
労務勉強会２０１９ ～ 働き方改革関連法を踏まえた労務管理 ～

令和元年 10 月 17 日㈭、東京都産業資
源循環協会会議室にて、社会保険労務士
法人中村・中辻事務所より特定社会保険
労務士　中村雅和 氏を講師に迎え「労務
勉強会 2019 〜働き方改革関連法を踏ま
えた労務管理〜」の講演をいただきまし
た。

社会保険労務士には実務を重視する事
務所とコンサルを重視する事務所がある
そうで、中村氏の事務所は後者にあたる
そうです。改正労働法の概要において、
内容は大体把握しているであろうというと
ころから、その先どうなるかという説明を
行っていただきました。

大企業では 2019 年 4 月 1 日から適用
されている【時間外労働の上限規制】中
小企業は 2020 年 4 月 1 日また自動車運
転業務従事者は 2024 年度から適用され
るということで、

①年 700 時間以内
②時間外と休日の合計月100 時間未満
③ 2 〜 6 ケ月平均で月80 時間以内
という、時間外労働を手作業で計算す

るような管理は難しいであろうとお聞き
し、今後の課題とさせていただきました。
厚労省からの通知では、月 80 時間超の
会社には必ず調査に入るとなっている為、
改善を早急にということもお聞きできまし
た。

36 協定の新書式を用いての書き方の説
明や、【同一労働同一賃金】とは正規と非
正規における待遇の相違解消をすすめる
ための法改正である説明を受け、【改正労
働法を踏まえた他社事例】を挙げていた

だくことで、より細かな内容を把握するこ
とができたと思います。

否定的な問いよりも肯定的な問いから
建設的な議論が生まれる。当たり前のこと
だが、当たり前にできなくなりがちである
ことを認識させられました。

【労使トラブル対応】では、ローパフォー
マー社員・協調性のない社員・メンタル
ヘルス不調の社員への危機回避を踏まえ
た会社の対応をそれぞれ説明いただきま
した。

質疑応答において、会社毎に多様な業
務・作業があり「そんな働き方もあるのか」
という新たな発見もありました。

【働き方改革】に対して、良いのか悪い
のかという議論を進めがちですが、既に
始まったことであり、私たちは対応を余儀
なくされています。なぜ働き方改革を行
わなければならなかったのか。今後も働き
方改革を行わなければ、どのような事案
が発生してしまう恐れがあるのか。そのこ
とも考えながら取り組むべきなのではない
でしょうか。

 （日本衛生㈱　吉田 利恵　記）

中村 氏

 ○  アイスランドでは、役員には女性が 40% 以上（逆に男性も 40% 以上）いなければ
ならない。闘争心の強い男性ばかりでは会社を倒産させてしまうから。（映画「マイ
ケル・ムーアの世界侵略のススメ」（2015）より）

 ○  30% Club Japan は、TOPIX（東証株価指数）100 を構成する企業の取締役会に占め
る女性割合を 2020 年 10%、2030 年 30% を目標に活動している。2019 年 7 月末
時点で 10.5% になった。女性役員がゼロの企業は 2017 年 41 社から 2019 年は 15
社と急減した。女性役員比率が高いほど業績も向上する。ただ、OECD 調査によると、
女性役員比率はフランス 43%、イタリア 34%、OECD 平均 22%。（同クラブ HP、10
月９日　日経新聞より）

 ○  日本国内 120 万社の企業の女性社長比率は 7.8%（2018 年 4 月）。女性社長の割合
が高まることで新たなビジネスの創出、それに伴う市場の活性化、女性雇用の促進
などの進展が期待される。（帝国データバンク HP より）

 ○  あなたの会社の役員の女性比率は ･･･。
 ○  当協会会員名簿から女性社長を数えてみると ･･･。

（専務理事　木村 尊彦）

各都道府県協会　女性役員（理事、監事）の人数

女性の人数 2016.7.1 現在 2017.7.1 現在 2018.7.1 現在 2019.7.1 現在

4 人 － － 東京 東京

3 人 群馬、東京 群馬、東京 群馬、千葉 千葉、兵庫

2 人 青森、岩手、宮城、
山形

青森、宮城、山形、
千葉、高知

青森、宮城、山形、
高知

宮城、山形、群馬、
高知

1 人

埼玉、千葉、福井、
静岡、三重、大阪、
兵庫、奈良、
和歌山、山口、
高知、熊本

岩手、埼玉、福井、
静岡、愛知、三重、
大阪、兵庫、奈良、
和歌山、山口、
熊本

岩手、埼玉、
神奈川、福井、
静岡、愛知、三重、
大阪、兵庫、奈良、
和歌山、山口、
福岡、熊本、宮崎

青森、岩手、埼玉、
神奈川、福井、
静岡、愛知、三重、
大阪、奈良、
和歌山、山口、
福岡、熊本

0 人 上記以外の
29 協会

上記以外の
28 協会

上記以外の
25 協会

上記以外の
26 協会

47 協会理事
総数 1048 1050 1062 1063

うち女性の人数 26 28 33 32

比率 2.48% 2.67% 3.11% 3.01%

※公益社団法人　全国産業資源循環連合会　「正会員組織運営状況及び会員数」より
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医療廃棄物委員会（五十嵐 委員長）

開催日時：  10 月７日㈪ 15 時〜 場所：  協会会議室 出席委員：  １１名
議題及び内容
①新委員の決定について

新委員を２名迎え、委嘱状を交付した。
②医療廃棄物排出事業者向けセミナー（11/29）について

当日の役割分担やパネルディスカッションの内容の確認などを行った。
③医療廃棄物処理に関する提言書について

感染性廃棄物の収納容器１個あたりの量が減り、個数が増えた結果、処理処
分に支障が出ていることに関しての医療機関向けの提言書案を議論した。医療
機関関係団体等へヒアリングを行うこととした。

④施設見学会について
静岡市にある、乾溜ガス化焼却炉（感染性廃棄物を焼却）を２月に見学する

予定となった。

次回開催日：  11 月 29 日㈮ 13 時 30 分〜 17 時  
 「医療廃棄物排出事業者向けセミナー」　エッサム神田ホール 2 号館

建設廃棄物委員会　再生骨材等勉強会（細沼 座長）

開催日時：  10 月18日㈮ 15 時〜 場所：  協会会議室 出席委員：  6 名
議題及び内容 :
①再生骨材等の利用拡大について（意見交換）

本勉強会の活動内容や東京都への要望事項について、環境局・都市整備局と
意見交換したいとの意見が出た。その際に再生骨材コンクリートを「東京都建
築工事標準仕様書」へ明記するよう要望していきたい。

中間処理委員会（比留間 委員長）

開催日時：  10 月16日㈬ 15 時〜 場所：  協会会議室 出席委員：  8 名
議題及び内容 :

① 10 月 4 日㈮の火災予防研修会のアンケート結果を基に意見交換した。東京消
防庁の講演は継続し、さらに産業廃棄物処理施設の事例を掘り下げて話して
いただきたいとの意見が出された。

② 2 月の「CO2 削減取り組み発表会」について
 ・発表会社 7 社が決まった。内容により、今後発表順等決めていく。

次回開催日：  令和 2 年 2 月 17 日㈪　14 時〜  
 「CO2 削減取り組み発表会」　エッサム神田ホール 2 号館

青年部 幹事会（矢部 部長）

開催日時：  10 月24日㈭ 15 時〜 場所：  協会会議室 出席者：  12 名
議題及び内容 :
①青年部委員会報告
・ 総務委員会より、8 月度・9 月度の会計報告と青年部年会費について報告があっ

た。
・ 研修委員会より、来年 3 月 13・14 日開催予定である研修事業の会場変更につ

いて連絡があった。また、1 月 29 日㈬に行う青年部賀詞交歓会の勉強会内容
について検討した。

・ コミュニケーション委員会より、8月24日㈯に実施した自然体験レクリエーショ
ンの報告があった。

②団体別採用力スパイラルアップ事業・出前講座について
・ 矢部部長から 9 月 26 日㈭に日本工学院八王子校で出前講座を行ったとの報告

があった。また来年度以降も青年部で出前講座を行っていく方針が挙げられた。

次回開催日：  11 月 19 日㈫ 14 時〜 17 時　協会会議室

総務委員会　（高橋 会長）

開催日時：  10 月23日㈬ 13 時〜 場所：  協会会議室 出席者：  15 名
議題及び内容 :
①令和元年度上半期予算執行状況について

木村専務理事より、資料・9 月期月次会計報告並びにマニフェスト販売状況
に基づき説明があり、概ね予算どおりの執行状況であることを確認した。

②令和元年度実施内容、委員会等検討事項について
木村専務理事より、資料に基づき、各委員会が本年度上半期実施した事業、

下半期実施予定の事業について報告があった。引き続き、委員会活動等の検討
事項に関して木村専務理事から提案があり、協議した結果、令和 2 年度におけ
る委員会等の進め方について方針等を決定した。

③令和 2年度活動計画と概算所要額調書の提出について
木村専務理事より、令和 2 年度事業計画策定と予算編成の作業に取りかかる

ため、各委員会・部の活動計画と概算所要額調書の提出依頼があった。

次回開催日：  令和 2 年 3 月 24 日㈫ 14 時〜 15 時　協会会議室

また、公共工事における再生骨材の利用についての実態調査を併せて要望事
項として検討したいとの意見が出た。今後、都との意見交換に向けて要望書を
まとめていく。

次回開催日：  未定
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「ヒヤリ・ハット」の事例がございましたら、協会までお寄せください。

何処で 何をしている時 何がどうした 改善すべき事項

１

トラックの
荷台で

ダンプトラッ
クの荷台上で
シート掛けを
行い、荷台か
ら降りようと
した時

はしごを踏み外し、転
落しそうになった。

はしごの昇降時は、両
手、両足の４箇所で身
体を支持して、１箇所
ずつ動かして安全を確
認しながら昇降するよ
うに周知し、実践する。

２

廃棄物建屋
内、受入ヤー
ドで

天井クレーン
で廃棄物の山
をかき上げて
いる時

天井クレーン作業範囲
に人がいることに気づ
き、慌ててクレーンバ
ケットを上げたところ、
廃棄物の山にクレーン
バケットが触れてしま
い、廃棄物が人の近く
に崩れ落ちた。

天井クレーン作業範囲
に入る場合の合図等
ルールを徹底する。
廃棄物が崩れる危険が
ある場所への立入りを
規制する。

３

積 み 込 み
ヤード内に
て

ホ イ ル ロ ー
ダーのバック
走行時

右側後方に気を取られ、
左側後方に停車してい
た車両と接触しそうに
なった。

自社工場作成の安全５
則の徹底を図る。「動く
前、前後左右の目視確
認の徹底」を実践する。

４

工場内通路
で

場内を歩いて
いると

後方から、高い荷物を
積んだフォークリフト
が進んできてぶつかり
そうになった。

フォークリフトに荷物
を積んだら、前方が見
えにくくなるためバッ
ク走行にする。

５

工場内で フォークリフ
ト で 鉄 箱 に
入っている廃
棄物を搬出し
ている時

フォークリフトで重量
のある廃棄物を搬出し
ていたら、前に傾いて
しまった。

路面の凸凹の有無を確
認し、フォークリフト
の能力に適応した荷重
内で作業を行う。また、
急な運行は避ける。

132

『安全衛生推進委員会の委員が、会員事業所に無料で安全パトロールに伺います』
ご希望の企業は協会までご連絡ください。E-mail:info@tosankyo.or.jp

メジャーヴィーナス・ジャパン�㈱
代表取締役　金子 � 文雄�

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、廃油、廃アルカリ、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、ばいじん、政令１３号物（コ
ンクリート固化物に限る） （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） （水銀含有ばいじん等を含む）  〕

積替え保管できる産業廃棄物の種類
〔 汚泥、廃プラスチック類、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）（限定条件別表・省略）  〕

東京都知事　特別管理産業廃棄物収集・運搬 （積替え保管を含む）
〔 ① 廃油 （揮発油類、灯油類、軽油類）

 ② 廃酸 （pH2.0 以下のもの）    
 ③ 廃アルカリ （pH12.5 以上のもの） 
 ④ 特定有害産業廃棄物　ｱ．廃石綿等　 〕

積替え保管できる特別管理産業廃棄物の種類
〔 ① 特定有害産業廃棄物　ｱ．廃石綿等  〕

東京都知事　 産業廃棄物処分業 　中間処理
ア . 圧縮  〔 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、がれき類  〕
イ . 切断 〔 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、がれき類  〕
ウ . 圧縮 ・ 梱包 〔 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  〕
エ . 破砕 〔 廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず   （廃

蛍光ランプ（水銀使用製品産業廃棄物）に限る）  （水銀使用製品産業廃
棄物を含む）  〕

〒 100-0004	 東京都千代田区大手町１－７－２	東京サンケイビル１５階
☎		０３（３５２６）３３８１

㈱�初田製作所��防災事業部
取締役事業部長　 堀 � � � 國 治

賛助会員 消火器、設備製造メーカー

〒 105-0012	 東京都港区芝大門１－５－１０
☎		０３（６４３２）４４６４
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第 6 号として株式会社 アンカーネット
ワークサービスの事業取り組みをご紹介
します。当社設立当時、既にオフィスコン
ピュータや周辺機器を扱う中古市場があ
り、利益のみを追求した業界でもありまし
た。そんな中、私達は中古業界の在り方
や自らの生き方を模索しながら、取引に透
明性を持たせ、高い技術と正しい心を持
ち、社会のルールに反することなく仕事を
行い、事業を展開していくことに邁進して
参りました。

時は経ち、今や「要らない物は処分する」
時代から「安全・安心」を確保しつつ「資
源として極限まで活かす」時代へと変化
しています。また、かつて日々模索した「コ
ンプライアンス経営」は、今では当たり前
のものとなりました。 

当社は本年で 28 年目を迎え、時代はグ
ローバル化となり、2016 年に米国の電気・
電子機器のリサイクル基準であるＲ２認証

（Responsible Recycling）を日系企業とし
て初めて取得し、海外のＩＴＡＤ※１ビジネ
スとして台湾とベトナムに合弁会社を設
立致しました。更にタイとバングラデシュ
にも合弁会社設立の計画をしております。

来年 2020 年１月の Windows ７サポー
ト終了を控え、国内外でパソコンの買い替
え需要が急増しています。一方で、2018
年 5 月から適用開始となったＧＤＰＲ（EU
一般データ保護規則）の影響で、アジア
各国でも法改正が進み、使用済み IT 機器
に対する適切なデータ消去のニーズが高
まりつつあります。当社は、ベストパート
ナーと共にＩＴＡＤビジネス規模を拡大し
ます。

地球からの資源を活用し、生かし、生
かされ、生きている。

これからもその思いを胸に、「万人万物
共存共生」を理念に掲げ、適正循環のベ
ストパートナーとして、お客様とともに歩
みを進めて参ります。
（㈱ アンカーネットワークサービス
　 浜場 秀一  記）

アンカーネットワークサービス

適正循環のベストパートナーとして

産 業 資 源
循 環 情 報

No. 6

※ 1 「ITAD」（アイタッド）とは、「IT Asset Disposition」（情報機器資産の処分）の略
※ 2 「MAR（Microsoft Authorized Refurbisher）」とはマイクロソフト社が再生 PC 事業者に再生 PC 用正規 Windows OS 

ライセンスを提供するプログラムです。

MAR ※ 2 プログラム参加  10 周年記念の証書

賛
助
会
員
　
事
業
紹
介

●  令和元年 9 月 13 日入会の賛助会員

株式会社 ゼスト
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Ⅰ． 令和の消費税
Ⅱ． 民法の相続法の改正と 

相続税法での取り扱い

梅 澤　 隆
顧問　公認会計士

Ⅰ．令和の消費税

質 問
消費税が令和元年 10 月 1 日から税率

が 10% に引き上げられました。
消費税率の引き上げの経緯について

と、今回の改正で軽減税率の導入がなさ
れましたが、ここでの留意点、複数税率
が採用されることにより仕入税額での請
求書の方式がどのようになるか教えてく
ださい。

回 答
消費税の税率の推移

消費税はあらゆる取引を課税対象とす
る課税ベースが広い間接税として平成元
年 4 月から適用されています。

適用初年度は税率が 3% でした。
数度の税制改正により、5% となり、8%

になり、今度は 10% となります。
平成元年に始まった消費税は、令和元

年に 10% となり平成の 30 年余りの間に
税率が上がってきたことになります。

また、令和の時代に新たな制度となり
ました。

消費税は前段階の税額を控除する多段
階課税の間接税で、導入以来、単一税率
でした。

また、ヨーロッパ諸国が採用するインボ
イス方式ではなく、取引の事実を記載し

た帳簿及び請求書等の保存を控除の要件
にした「請求書等保存方式」を採用して
きました。

消費税の税率は、令和元年 10 月 1 日
以後の取引については、標準税率は 8%
から 10% となり、「飲食料品」と「定期購
読の新聞」は軽減税率が新設され、現行
税率の 8% に据え置かれました。

すなわち、消費税の税率は、標準税率
の 10% と軽減税率の 8% の複数税率制度
となりました。

仕入税額控除の方式も令和元年 10 月 1
日以後は区分記載請求書等保存方式に改
められました。複数税率を適用、税率の
異なるごとに区分して合計した課税資産
の譲渡等の対価の額の記載が必要となり、
標準税率の対象と軽減税率の対象を区分
して記載することになりました。

また、令和 5 年 10 月 1 日からは適格
請求書等保存方式（いわゆるインボイス
方式）が導入されることとされています。

軽減税率に係る具体例
　（飲食料品の譲渡について）

 ●食料品
飲食料品とは食品表示法第 2 条

1 項に規定する食品をいい、食品と
食品以外の資産が一の資産を形成
し、構成している一体資産のうち
のものを含みます。

ただし、酒類は除かれます。

 ●一体資産
例えば、おもちゃ付きのお菓子

などがあげられます。
一体資産の税抜き価格が 1 万円

以下で、食品に係る部分の価額の
占める割合が 3 分の 2 以上であれ
ば軽減税率の対象となります。

 ●外食
外食は軽減税率の対象から除か

れています。
外食の定義は食品衛生法上の飲

食店業その他その場で飲食させる
サービスを営むものが行う食事の
提供・・・となります。

「その場」で飲食させるかがポイ
ントです。

その場で飲食をすれば外食とな
り、税率は 10% となり持ち帰って
食べれば外食ではなく 8% が適用さ
れます。

仕入税額控除の改正
仕入税額控除の方式を時系列に見た

場合の請求書の要件の変化を以下に示し
ます。

請求書等保存方式
　（令和元年 9 月 30 日まで）

① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は

役務の内容
④ 課税資産の譲渡等の対価の額
⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の

氏名又は名称
すなわち、一般的な請求書です。
消費税の税率は単一のためです。

区分記載請求書等保存方式
　（令和元年 10 月 1 日から令和 5 年 9

月 30 日まで）
軽減税率が適用されることになり
ますから、複数の税率の取引が発
生します。
そこで、請求書の方式も税率ごと
の取引金額が必要になります。
すなわち、軽減税率対象のものが
あれば、その旨又は税率の異なる
ごとに区分して譲渡の対価の額の
記載が必要になります。
ここでは消費税額の金額は求めて
いません。
それを求めるのが次の適格請求書
となります。

適格請求書等保存方式
　（令和 5 年 10 月 1 日から）

適用税率ごとの消費税額を記載す
ることになります。
食料品を取り扱う会社以外の一般
の会社について軽減税率はあまり
関係がないように思われますが、
取引が皆無かと言うとそうではあ
りません。
会議費の中にお茶を購入する費用
が入っていたりします。
得意先へのお土産代など金額は少
額でも発生することが考えられま
す。
その場合は区分する必要があり、
事務処理が複雑になりました。
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Ⅱ． 民法の相続法の改正と  相続税法での取り扱い

質 問
民法の相続法の改正がなされました

が、相続税（税法）との関係で注目され
る点を説明してください。

回 答
配偶者居住権と配偶者短期居住権

相続法の改正で大きな改正の一つが
配偶者相続人の保護に関する制度が創設
されたことです。

配偶者居住権とは、被相続人の所有
する財産の建物に、配偶者が相続開始の
時に居住していた場合には、建物の所有
権を相続しない場合でも、一定の要件を
満たした場合には、原則として終身、当
該建物に居住し続けることができる権利
をいいます。

この配偶者居住権は配偶者という立
場で認められたもので、他人に譲渡する
ことはできません。

配偶者短期居住権
配偶者が被相続人の遺産の建物に同

居していたとしても、相続が開始したと
き当該建物は、相続人の共有財産となる
ため、他の相続人の相続分に相当するだ
けの家賃を他の相続人に支払わなければ
ならないと考えられます。

そうなっては、配偶者を保護するこ
とはできません。

そこで配偶者短期居住権が創設され、
一定期間、配偶者が無償で居住建物を使
用できる権利が認められることになりま
した。

相続税法上、配偶者居住権やその敷
地使用権は評価を行うことになりました。

また、小規模宅地等の特例について
は「配偶者居住権に基づく敷地利用権」
は対象となります。敷地利用権と所有権
の価額に応じて適用対象面積を按分する
ことになります。

居住用財産の配偶者への贈与
婚姻期間 20 年以上の夫婦間で、被相

続人から配偶者に居住用の財産の贈与が
あった場合、民法規定の持ち戻し免除の
意思表示があったと推定する新しい制度
である規定が創設されました。

これによって、贈与された配偶者の
居住用不動産については持ち戻し計算が
なされないことになり、相続発生時の遺
産分割時には配偶者の保護が図られるこ
とになります。

遺言制度
遺言制度の見直しがなされました。
自筆証書遺言の財産目録の形式の緩

和がなされました。
新しい自筆証書遺言は、本文は自書

しなければなりませんが、財産目録を添
付する場合その財産目録は自書する必要
がなくなりました。

例えば不動産であれば登記簿謄本の
写しや、預金であれば通帳のコピーなど
でよく、そこに署名押印することで財産
目録とすることも可能になりました。

ただ、自書しない財産目録の部分に
ついては遺言者がすべての頁に署名押印
をする必要があります。

また、新たに法務局に自筆証書遺言
を保管する制度が新設されました。

表紙の言葉
●今月の写真：  ［東京 2020 テストイベント］トライアスロン女子ラン（港区）

前号に続き、「東京 2020 テストイベント」トライアスロン女子ランの観戦風景を
ご紹介します。写真左は、優勝したフローラ・ダフィ選手（バミューダ諸島）、真ん
中は日本人トップで 23 位だった高橋侑子選手です。

●撮影者： 塩沢 美樹（機関誌編集担当）●撮影日：  令和元年 8 月 15 日

（令和元年 11 月 13 日現在）

月 日 曜日 行事予定 備考

12

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

11 水
広報委員会　１０：００〜１２：００ 協会会議室

常任理事会　１３：３０〜 ／　第５７回理事会　１４：３０〜 協会会議室

12 木 法制度検討委員会　１５：００〜１７：００ 協会会議室

16 月 「業界研究フェア 2/10」出展企業事前説明会　１５：００〜１７：００ アクセス渋谷フォーラム（渋谷区）

17 火 青年部　１５：００〜１７：００ 協会会議室

18 水 ＜協会実施＞ 「電子マニフェスト・操作体験セミナー」 
　 １０：００〜１２：００／１４：００〜１６：００

ラーニングスクエア
新橋（港区）

19 木 女性部　幹事会　１２：００〜／全体会　１５：００〜／勉強会　１６：００〜 協会会議室

27 金 ＜協会仕事納め＞

1

6 月 ＜協会仕事始め＞

15 水
（調整中　広報委員会 　午前中） 協会会議室

常任理事会　１３：３０〜 ／　第５８回理事会　１４：３０〜 協会会議室

16 木
全産連 ; 理事会　／　新年賀詞交歓会 明治記念館

女性部　幹事会　９：３０〜１２：００ 協会会議室

17 金 安全衛生推進委員会　１５：００〜１７：００ 協会会議室

21 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

24 金 表彰式 　１６：００〜／新春講演会　１６：3 ０〜／賀詞交歓会　１８：００〜 ホテル椿山荘東京

28 火 人材確保ＰＴ勉強会　１５：００〜１７：００ 協会会議室

29 水
〔団体別採用力スパイラルアップ事業〕　９：００〜１７：００
　『産業廃棄物処理検定（全産連・実施／環境省・後援）』 試験対策研修会  

立川グランドホテル
（立川市）

青年部　１５：００〜１７：００ 協会会議室

30 木 〔団体別採用力スパイラルアップ事業〕　９：００〜１７：００
　『産業廃棄物処理検定（全産連・実施／環境省・後援）』 試験対策研修会  

鉄鋼カンファレンス
ルーム（丸の内）

31 金 全産連 ; 全国正会員事務局責任者会議 アジュール竹芝（港区）
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皆さまのお手元に、この機関誌が
届くころは、師走になる頃ですね。
早いもので 1 年があっという間に過
ぎ去ろうとしています。今年も様々
な出来事がありました。私はこの 4
月に協会に入職いたしました。今回
が「はじめまして」の方もたくさん
いらっしゃるかと思います。どうぞ
よろしくお願いいたします。

今年 4 月に入職と聞くと、なかな
かフレッシュ感を想像される方も多
いと思われると思いますので、その
想像を裏切らないように気持ちだけ
はフレッシュさを保ちつつ、またい
い意味でちょっぴり図々しく頑張っ

ていきたいと思います。
さて、本日はわたくしの好きな宝塚の話を

少々したいと思います。宝塚歌劇団といえば
「清く・ただしく・美しく」が有名ですが、実
は「ブスの 25 箇条」というものがあります。
これは、もちろん容姿の話ではありません。
人間として心を美しく保つべき事項を逆説的
に示したものです。「笑顔が無い」「お礼を言
わない」「責任転嫁がうまい」「いつも周囲が
悪いと思っている」「人生においても仕事にお
いても意欲がない」等々が 25 箇条あるのです。
男女関係なく、人間力、仕事力を高めるため
に自分はこうあってはならない、なるほどと
思えるものばかりです。ご興味ある方は是非
とも調べてみてください。私もたまにこの 25
箇条を基に日々を振り返らなければいけない
と思っています。自分のためにも、自分の周
囲の方々のためにも。

それでは、皆さま寒い日が続きますがお身
体にお気をつけてお過ごしください。 （小熊）

「秋晴れ」の言葉の通り気候が快適
となるこの季節には、食欲、スポーツ、
読書、行楽、芸術と楽しみも多いで
す。今秋の天皇陛下の即位の礼、ラグ
ビーワールドカップの日本開催と「ONE 
TEAM」の大活躍は、多くの人の記憶
に永く留められることと思います。し
かし、忘れてはならないのが、台風と
豪雨の災害。被害を受けられた皆様に
は心よりお見舞いを申し上げます。

風水害の現実を目の当りにして、今後の生活
や事業活動の在り方を考え直さねばと実感され
ている方が多いのではないでしょうか。当協会に
於いても、廃棄物処理施設としての防災関連行
事を毎年秋の恒例にすべきではと思います。

一方で、そもそもの原因ですが、ここ数年の
台風や豪雨と地球温暖化の関係性はどうなので
しょうか？もし有るのだとしたら、私たちはどう
すればよいのか？企業がＣＳＲ活動として温暖化
対策に取り組む事は当たり前の事となっています
が、そもそも事業活動の安全性や持続性の基盤
は確保されているのか？

気候変動への対応は、従来からのＣＳＲ活動
に留まらず、新たな要素に取り組む時代となり
ました。それは、ＴＣＦＤ（気候関連財務情報開
示タスクフォース）公表の最終報告に有ります。
経済界や金融界は、気候変動の影響による各企
業の中長期的事業活動のリスクやチャンスがど
うなのか？情報開示（ガバナンス、戦略、リスク
管理、指標・目標について、自社への財務的影
響のある気候関連情報）を勧めている点です。

業界団体として取り組むべき事が山積してい
ますが、この時代の流れを受け入れられるよう、
広報としても注目して行きたいと思います。

 （森）
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