
廃木材には「マテリアルリサイクル」により与えられる使命がまだあります。

廃木材

パーティクルボード
「E・V・Aボード」置き床・家具等

に使用

破砕→異物除去
→成型→仕上

不要となった
Ｅ・Ｖ・Ａボードは
再び原材料として使用

廃木材の利活用、このままでいいのでしょうか？
現在、廃木材の利活用について議論される際に、常に話題の中心になるのがバイオマス発電を中心とした「エ
ネルギー利用」です。再利用することが出来ない廃棄物をエネルギーに還元することは非常に有効な活用法
であると言えます。

しかし、「エネルギー利用」する前に、今一度考え直して下さい。

その廃木材は「マテリアルリサイクル」が出来るのではないでしょうか？
私達東京ボードグループは皆様とともに「マテリアルリサイクル」の手助けをさせていただきます。そして共に

削減を図り、地球環境をより良いものへと改善していきましょう！
木々に永遠の命を与えたい…。それが東京ボードグループの使命です！！

東京ボード工業株式会社
本社 〒136-0082 東京都江東区新木場2-11-1 TEL:03-3522-4138 FAX:03-3522-4137
新木場工場 〒136-0082 東京都江東区新木場2-12-5 TEL:03-3522-1524 FAX:03-3522-1525
埼玉工場 〒340-0835 埼玉県八潮市浮塚100番地 TEL:048-996-4541 FAX:048-996-4562
横浜エコロジー株式会社

〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦1-4-2 TEL:045-778-1153 FAX:045-778-1154
ティー・ビー・ロジスティックス株式会社

〒340-0835 埼玉県八潮市浮塚100番地 TEL:048-994-1311 FAX:048-994-1315
TB関西物流株式会社

〒630-8452 奈良県奈良市北之庄西町1-6-11 TEL：0742-50-6222 FAX：0742-50-6667

私達は
地球温暖化防止に
全力で取り組みます

一般社団法人 東京都産業資源循環協会
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中間処理委員会　火災予防研修会を開催
電子マニフェストに関してＪ W センターとの意見交換会を開催
廃プラスチック国内有効利用実証事業についてのアンケート調査の結果

令和３年度 東京都予算等で要望活動
　都議会の公明党、自由民主党、立憲民主党、都民ファーストの会へ
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令和３年度 東京都予算等で要望活動
都議会の公明党、自由民主党、 

立憲民主党、都民ファーストの会へ

一般社団法人東京都産業資源循環協会は、鈴木会長及び副会長らが参加し、令和 3
年度東京都予算等に関する要望活動を実施した。活動日程は以下のとおりである。

令和２年 ８月２８日 ㈮ 公明党
 ９月　１日 ㈫ 自由民主党、立憲民主党
  （都民ファーストの会へは文書にて要望した。）
要望の際には、会長から以下のように発言した。

「新型コロナウイルスの影響は、協会会員への調査によると、5 月の取扱い実績で、
対前年同月比で 2 割以上減った業者が 58％あった。在宅勤務によるオフィスビルから
のごみの減少など、この先しばらくは、産業廃棄物の発生量の減少が続きそうである。

こうした中でも我々の業界としては、産業廃棄物の適正処理の徹底、資源循環産業
としての成長、グローバルな環境問題である地球温暖化防止対策の推進、電子社会へ
の移行が重要な課題であるとの認識の下で、令和 3 年度予算要望をさせていただく。」

今後、各党、都庁各局及び国が当協会の要望を実現するよう、期待したい。

（参考）
産業廃棄物（都内の中間処理施設内）におけるリチウムイオン電池発火件数

調査対象： 当協会の中間処理委員会及び同分科会のメンバー会社  ２６社
調査期間： ２０２０年７月３０日〜８月７日
回答数： １４社（５４％）

（件）

要 望 事 項

１ リチウムイオン電池による発火の防止

廃棄物の処理過程において、リチウムイオン電池を原因とする発火が増加し
ているので、以下の対策を講じられたい。

（１）	　東京都知事名、九都県市首脳会議名又は全国知事会名で、経済産業
大臣及び環境大臣あてに、以下の要望をしてほしい。
・	 リチウムイオン電池内蔵製品表面への表示の義務化
・	 リチウムイオン電池のメーカーによる回収義務率の大幅な向上
・	 発火のおそれのない固形電池の普及
・	 リチウムイオン電池を検知する機器の開発・普及
・	 リチウムイオン電池及びその内蔵製品を「特別管理廃棄物」に指定し、
排出者の認識を高め安全な取り扱いができるようにすること

・	 廃棄物処理施設での火災事故の損害を、リチウムイオン電池メーカー
及びその内蔵製品メーカーが補償する制度を創設すること

（２）	　環境局は、排出事業者向けの研修会、東京商工会議所やビルヂング協
会との会合、建設工事現場への立入指導などの際に、以下の指導を徹底
して行っていただきたい。
・	 リチウムイオン電池の危険性の周知
・	 分別排出
・	 排出事業者から処理業者への電池情報の提供

（３）	　区市町村に対しても、区市町村が排出者指導をする際に（２）同様の
指導を行うよう働きかけられたい。

（４）	　東京消防庁は、優良防火対象物認定表示（優マーク）制度を活かして、
ビルの所有者・使用者や管理会社に対して、排出するリチウムイオン電
池が原因の火災事故を防止するよう指導されたい。

令和３年度 政党要望活動
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２ 排出事業者責任の徹底・電子マニフェストの普及・優良認定処理業者の
育成、以上３点の同時達成事業の実施

排出事業者責任を十分理解していない事業者がまだ多く、適正処理・資源循
環のために排出事業者責任の徹底を進める必要がある。
コロナ禍で、在宅勤務や非接触業務が求められるので、電子マニフェストの

普及を促進させる必要がある。
優良認定処理業者となってもメリットがないので、優良認定処理業者向けの

事業が必要である。
以上３点を満たす、以下の事業を優良認定処理業者に対して行っていただき

たい。

・	 環境局が研修会を開いて、優良認定処理業者が排出事業者に対して、廃棄物
処理法上の排出事業者責任として行うべき事項及び電子マニフェストの利用
拡大を周知することができるようにする。

・	 環境局は、研修会を修了した者に対して、排出事業者に提示できる指導員証
を交付する。

・	 環境局は、優良認定処理業者が排出事業所などにおいて周知のために使用す
るパンフレットやガイドブックを作成して、各優良認定処理業者に必要部数
を配布する。

３ バーゼル法の改正に伴う国内循環の推進

汚れたプラスチックの輸出制限などのバーゼル法の改正に伴う対応措置とし
て、グローバルな処理をある程度確保しつつも、資源の安定確保及び国内の資
源循環産業の健全な発展の観点から、３Ｒの推進と国内での資源循環ルートを
整える必要がある。

・	 環境局は、排出事業者に対して、プラスチックのリサイクルがしやすい分別
排出、特に、軟質系プラスチックに、塩素濃度の高いプラスチックや汚れた
プラスチックが混入しないよう指導されたい。

・	 素材別の分離技術の研究促進と、そのための産官学連携体制の構築、実証事
業化や新設備の導入がなされるよう支援されたい。

・	 拡大生産者責任に基づき、メーカーへの３Ｒの義務化を強化されたい。

令和３年度 政党要望活動

４ 地球温暖化防止対策

産業廃棄物処理業界としても地球温暖化防止対策に取り組む覚悟でいる。
そこで、廃棄物の処理・資源循環の分野における、
・	 省エネルギー
・	 再生可能エネルギーの利用拡大
・	 エネルギー回収技術の向上
・	 再生可能エネルギーの不安定供給に対処するための蓄電池の設置促進
・	 ＥＶトラック、ＦＣＶトラックの普及
などに関する支援策を継続・強化されたい。

５ 情報通信技術の活用

ＡＩ、ＩｏＴ、５Ｇの廃棄物処理・資源循環産業への利用拡大として、
例えば、
・	 高度選別施設や、エネルギー消費量削減に寄与する高効率設備などへの応用
・	 廃棄物処理委託契約書・紙マニフェスト・帳簿作成などの事務の電子化
・	 産業廃棄物管理票（マニフェスト）に代わる次世代廃棄物処理追跡管理シス
テムの開発

を進められたい。

６ 許可申請等の電子化

電子社会の到来に合わせて、廃棄物処理法に規定する許可申請、変更届出、	
実績報告などについて、全国統一で電子申請が可能となるように、国に働きか
けられたい。
また、環境局は、許可申請等の窓口予約をインターネットで行えるようにし

ていただきたい。

令和３年度 政党要望活動
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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 9 月 14 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」を開催しました。

研修会では、事故が増え続ける「リチウムイオン電池」による火災をテーマに、第
１部 東京消防庁 荻原 峰子様、第２部 株式会社エコネコル 遠藤 洋仁様、公益財団法
人 日本容器包装リサイクル協会 清水 健太郎様より、貴重な講演をいただきました。

 

● 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

講演の内容は大きく3
つのポイントがあり、第一
に危険物と指定可燃物の
説明、第二に最新の東京

消防庁管内での火災統計について、第三
に事故事例をもとに火災予防の課題につ
いて熱弁いただきました。
まず冒頭に、引火性の高い危険物と共

に、一度火が付くと延焼の危険性が高い
指定可燃物についての説明がありました。
プラ系、紙系のゴミは集積場や処理場に
多く集まり、何かのトリガーで大きな火災
につながることも少なくないため、火災の
リスクを管理するための法的なルールで
ある指定数量についても詳しく解説いた
だきました。可燃物ごとの設備や保管施
設の構造に関する規制については、平成
１７年にRDFや RPFなどの再生資源燃料
も新たに規定されました。再生資源燃料
は循環型エネルギーとしての環境配慮型
製品という側面がありますが、取り扱い如
何では大きな危険性もはらんでいる懸念
も語られました。
次に、最新の火災統計についての説明

では、東京消防庁管内では、火災事故が
減少している事を説明していただきまし
た。全体としてはコロナ禍の影響で、飲
食店の営業が少なくなったことや、オフィ
スではテレワークの増加などが功を奏し、
火災因子が減少したとのことでしたが、他
方では機械設備などによる火災に目を向
けると、増加傾向にあることも言及されま
した。
特に、中間処理委員会でも近年、課題

として取り組んでいる「リチウムイオン電
池」由来の火災は大きく増加していて、
平成２７年に２６件だった事故数が５年後
の昨年度では、１０２件と４倍に増えてい
ることがわかりました。また、このうちの
４４件が誤使用による火災でこの中に廃棄
物処理場による事故も含まれることも併せ
て説明されました。このことについては、
二つの事例を挙げていただきました。
一つは、本来取り外しが出来ないスマー

トフォンのバッテリを、何らかの事情で取
り外す最中の事故です。スマートフォンが
見る影もないほど焦げて焼け落ちていた
だけでなく、建物のぼやと負傷者も出る事
故となったことです。
もう一つの事例は、コードレス掃除機

のバッテリパックから出火したケースで
す。互換性のあるバッテリパックは昨今、
通販サイトでも売られており、誰でも購入
できるため、多く見受けられるケースです。

荻原 氏

火災予防研修会を開催
この事例は、そのようなバッテリパックの
充電中に起こった事故で、幸い隣家が早
期に発見し通報したため建物ぼやで収ま
りましたが、家主は留守であったため発見
が遅れていれば最悪の事態も想定できま
した。一見、防ぎようがない事故のようで
すが、現在このような製品の問題も法の規
制対象となっています。国の定める安全
基準にクリアした場合の表示「PSEマーク」
や、民間団体が策定している基準をクリア
した証明の「MCPCマーク」などを確認
することで、その製品の安全性を事前に
評価することが大事であるとのことでした。
その他、リチウムイオン電池と並び、

中間処理委員会で課題として挙げていた
スプレー缶等のエアゾール缶の廃棄物混
入による塵芥車の火災事故についても説
明を受けました。年々減ってはいますがま
だゼロとは言えず、こちらも大きな危険を
はらんでいるケースでした。
最後に、処理施設の火災事例とそれに

よって浮き彫りになった課題をお話しいた
だきました。お話しいただいた事例では、
破砕機などで火花が上がり、その後の搬
送中にコンベア上で出火した廃棄物が燃
え広がるという内容でした。原因となった
異物はやはり“エアゾール缶 ”や “バッテ
リセル ”などで、特にバッテリセルのよう
にサイズも小さく展開検査でも発見が困
難なものが原因となることが多いようです。
また、平成１７年に指定可燃物に「再

生資源燃料」が指定されるきっかけとなっ
たRDFの発電施設の火災爆発事例も併せ
てご紹介いただきました。RDFは冒頭で
もお知らせした通り、資源循環型の再生
エネルギ―として社会に貢献できる素晴
らしいリサイクル商品ですが、その反面、
危険も多くはらんでいるそうです。
講師からは、RDFの危険性を次の２点

でご紹介いただきました。まず、原料が家
庭ごみ由来であることから生ごみの水分と

有機物が含まれていること。そして、調理
ゴミ由来の食用油の混入があること。この
２点からそれぞれ、発酵による水素ガスの
発生と、食用油の酸化発熱により少しず
つ火種が発生して、周りのものに燃え広
がってくるといったプロセスになります。
この発電所の事例では、燃料のRDF保管
タンク内で上記の反応が起こり、重たい天
板を２００m先まで吹き飛ばす大爆発を
起こすに至りました。また、消火にあたっ
た消防隊員２名が亡くなる大惨事となり、
痛ましく悲しい事故になりました。
この事故がきっかけで、RDFが再生資

源燃料として指定可燃物に追加されると
共に、安全性を担保するためのルールも
明確に定められました。
本講演では、これらの事例や取り組み

の説明から、排出事業者への分別の啓発
も当然ながら、ますます多岐にわたる廃棄
物を実際に取り扱う処理業者サイドも更
なる勉強が必要であることが感じ取れまし
た。

●	 第２部
リチウムイオン電池の発火問題とその対策

講師：遠藤 洋仁 氏
 株式会社 エコネコル

第２部ではリチウムイ
オン電池のリサイクルを
手掛けている、株式会社
エコネコル	遠藤様から、

次のポイントでお話をいただきました。一
つは、”リチウムイオン電池とは何か ”に
ついて、次に、”リチウムイオン電池の安
全な状態とは ”について、最後に、”廃棄
物として安全な保管や運搬 ”について詳し
くご説明をいただきました。
リチウムイオン電池については、近年

遠藤 氏

中間処理委員会●火災予防研修会
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事故が増え続けていることから中間処理
委員会では大きな課題として事故撲滅を
目指し活動してきました。そのような中、
本講義は自分たちの誤認識を正せる良い
キッカケになりました。そもそも、リチウ
ムイオン電池がなぜ危険であるかについ
てですが、電池の中に入っている電解液
が低引火点の危険物であること、そして、
その危険物のすぐそばで電気が通ってい
ることが原因であると説明されました。ま
た、そのほかの種類の電池と違い、現在、
その性能から様々な形があり、外装も様々
であることを詳しくご説明いただきまし
た。通常の乾電池のように金属で囲まれ
ているものもありますが、装置や機械に組
み込みのタイプでは薄いシートなどでラミ
ネートされただけのパウチ式もあります。
講義では、実際にどのような危険性があ
るかの実演ムービーも見せていただきまし
た。パウチ式の電池にカッターの刃を刺す
といった単純なデモでしたが、電池はカッ
ターの刃（金属）によってショートを起こ
し、すぐに煙を吐きました。実演ムービー
ではさすがに危険ですので、すぐに水桶
に着け燃焼前に消火しましたが、そのまま
の状態ではすぐに内包されている電解液
に火が付き、小火災が起きるであろうこと
は容易に見て取れました。
日常生活で想像をすると、通販を代表

に充電式の機器は沢山出回っています。
スマートフォンなどデジタルデバイスやラ
イト、工具や自転車。今やあらゆるところ
にリチウムイオン電池が内包されていま
す。最近、事故が目立ってきている電子
たばこにも入っていますし、多くは実演で
使われたパウチ型の薄膜タイプです。
講演では、このむき出しになると大変リ

スクの高いリチウムイオン電池は、いった
いどういった状態であれば安全であるか
のご説明もいただきました。電池は使って
いると、どんどん電圧を消費していきます。

この状態を放電というそうですが、スパー
クする危険は残っています。どんなに放電
しても完全に電圧をゼロにすることは出来
ないからだそうです。
では、”どのようにすれば危険性を排除

できるか？”	この完全に安全な状態を失活
と呼ぶそうですが、失活にするには大きく
３つの方法があるようです。一つは破砕で
完全に分解してしまう方法ですが、失活
前にショートを起こし発火爆発する危険
性があります。次は焼却や気化させてし
まう方法ですが、技術的な問題と同時に
フッ素ガスが発生してしまう問題がありま
す。最後に水や塩水に水没させて強制的
にショートさせる方法ですが、電気分解で
水素が発生し、引火の危険性があることと
リサイクル時に費用が高くつくというデメ
リットがあります。
どの方法もそれぞれ課題がありますの

で、課題に対する対策をとった上で行う
必要がありますが、危険を避けるための
方法として重要です。
保管方法での安全対策についても説明

がありました。廃棄物処理業者にはたくさ
んのリチウムイオン電池が集積されます。
集められた電池をメッシュパレットやフレ
キシブルコンテナにまとめて保管される
ケースが多いようですが、量が増えること
によって圧力がかかり電解液が漏れだす
ことも少なくないそうです。前述の通り、
電解液は低引火点の危険物ですので、周
りの気温によっては自然に火が付くことも
あります。また、液漏れという事は電池内
部でショートしている可能性も高いので、
発火するリスクは相当高いと説明されまし
た。危険性の有無を臭いで確認すること
も出来るそうです。電解液が漏れだすと
甘い臭いがするので、そのような場合は即
座に原因を調べ対処することが必要だそ
うです。一度火が付くと、周りに電池があ
るため、延焼爆発となり被害が膨大になる

中間処理委員会●火災予防研修会

可能性があります。保管上、漏れなどを
発見した場合は、まずは分けて保管する
ことが大事だそうです。
また、雨が当たるなど水気も厳禁だそう

です。前述の水没と違い、中途半端な水
気は短絡によるショートで火花が発生し、
やはり電解液の燃焼に繋がります。では、
安心安全な保管とはどういうものか？これ
は、積載による加重をなるべく分散するた
めに軽石や薄板などを途中途中に挟み、
電池自体に圧力がもろに掛からないように
する方法や、容器に水を張り、水没して
失活してしまうのが良いとのことです。
本講義では、これらの新しい知識が、

近年、中間処理委員会で課題となってい
たリチウムイオン電池に関する一つのソ
リューションとして大いに役立つ内容でし
た。

リチウムイオン電池を含む電子機器 
による火災トラブル

講師： 清水 健太郎 氏
 （公財）日本容器包装リサイクル協会

最後の講演では、日本
容器包装リサイクル協会
の清水様より、リチウムイ

オン電池にまつわる電子機器の火災トラ
ブルについてお話をいただきました。
冒頭に全国の処理事業者での発煙・発

火トラブルの推移についてご説明があり
ましたが、近年これらの事故は増え続け
ており、本年度の件数は７月までで、すで
に１００件を超えていました。発生源はや
はり掃除機のバッテリや加熱式たばこなど
で、リチウムイオン電池を内包しているゴ
ミがいかに危険かを物語っていました。ま
た、市町村で集めているプラスチックごみ
に電池が混入しているケースのご紹介も

ありました。これは、大変危険なケースで、
プラスチックをひとまとめにしたベールの
中に混入しているそうで、一たび電池が燃
えればベール全体が燃焼することになり、
大変な被害になることが想像できます。
これらの惨状を回避するため、JBRCで

は引き取れる回収品目に新たにモバイル
バッテリを入れることになりました。その
他にも、加熱式たばこの自主回収の仕組
み作りや、消費者サイドに啓発していくた
めにチラシやポスターを作成するなどの
活動をしていると語られました。さらには、
協会として環境省や経産省への要望も行
い、リチウムイオン電池の問題に取り組ん
でいるそうです。特に、リサイクルが困難
になる海外製の電池など3Rマークがつい
ていないものが販売に回らないようにする
取り組みを推進し、消費者には分別廃棄
もしくはリサイクルへ回すことや、リサイ
クルが出来る出元のはっきりした電池だけ
が取引されるようにする、などの具体的な
対策を提案していると語られました。
同協会では、異物混入（リチウムイオ

ン電池）に対して処理ラインでの除去技
術についても調査されており、いくつかの
方法のご紹介もいただきました。また、広
く門戸を開き、情報提供や技術交流を求
める姿勢であることもご説明いただきまし
た。これに関しては、お互いの課題の共
有と知恵の交流といった観点から、今後
の業界発展や社会への貢献に大きなイノ
ベーションの風を吹かせられる可能性を
感じ、心強く思いました。

以上、２部構成の研修会でありました
が、廃棄物処理とは切り離せない大きな
リスクである火災に対して、多くのことを
学んだ実りある会となりました。

（中間処理委員会	委員
	 ㈱	太陽油化　石田		陽平		記）

清水 氏

中間処理委員会●火災予防研修会
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出典：第１部講演資料「産業廃棄物処理施設の事故事例と火災予防について」より

10

容リ協会から環境省・経産省への要望事項

１．資源有効利用促進法のリチウムイオン電池の再資源化率目標値の検討

資源有効利用促進法で、リチウムイオン電池の再資源化率目標値は30％とな
っておりますが、目標値は再資源化率ではなく回収率にすべき。
案： 目標値（％）＝ 回収個数 ÷ 販売個数 ×100

２．小型家電製品製造企業、販売時の取り組み
・市民の分別排出時に明確に分かる表示・マークを商品本体に表示。
・輸入品についても、輸入業者による表示を徹底すべき。
・リチウムイオン電池内蔵製品販売時に、廃棄時の注意点の啓発を行う。

３．小型家電リサイクル法における小型家電回収量増加に関する施策

有用金属の回収だけでなく、発火危険物の確実な回収という視点も入れる
べき。

出典：第２部講演資料「リチウムイオン電池を含む電子機器による火災トラブル」より

（協会追記：リチウムイオン電池の廃棄時の火災件数は誤使用の中に含まれる。平成３０年の誤使用
３８件のうち、廃棄する際に分別のために分解し出火したもの等は１３件である。（東京消防庁電子
図書館 令和元年版 火災の実態より））

中間処理委員会●火災予防研修会

安全な保管

温度の高いところに保管しない

電池は強い日差しを避け、熱がかからないように保管します。

湿度や水気の高いところに保管しない

電池は端子や電池缶が腐食しないように保管します。また電池を濡らすこと
が無いように保管します。

膨らんだり、腐食したりしているものは水に漬ける

電池の中に形状が変化しているものがあれば通常のものとは別に保管します。

デバイスに入っているものはデバイスに入れたままにする。

デバイスに入ったままの方が安全面だけでいえば衝撃や端子の露出を防ぐこ
とが出来る。

出典：第２部講演資料「リチウムイオン電池の発火問題とその対策」より

電池

電池

電池
多孔質の
軽石

多孔質の
軽石

安心な荷姿

電池

たっぷり
の水

電池

浅い箱に曲がらないよ
うに重ねられている

最近では、燃焼した際に延焼しないようにドラムやペール缶の蓋に仕掛
けがあるものや、シート状の消火剤なども販売・研究されている。

出典：第２部講演資料「リチウムイオン電池の発火問題とその対策」より
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 ■ 提案・要望①
電子マニフェストの予約登録が、排出予定日には自動的に本登録になるようにすること。
案その 1）

そうしたくない排出事業者は「本登録をする」という選択機能をつけて、排出事
業者はそこをクリックしなければならないとする。

案その 2）
排出事業者が本登録へ変更しないことが多いので、収集運搬業者が日付を登録し

たら本登録に自動的に変更されるようにしてほしい。
（理由）

排出事業者が予約登録後に本登録にするのを忘れることが多い。収集運搬業者が
登録しようとしたらマニフェストがないということがある。そこから排出事業者に連
絡をして事務に手間と時間がかかるので改善したい。

≪ JW センターからの回答≫
・	 ご提案については、廃掃法第12条の5第1項及び第2項の「～前略～産業廃棄物
を引渡した後環境省令で定める期間内に～中略～登録しなければならない」の文言
の解釈がポイントになると承知しております。引き渡し後に自動的に本登録、若しく
は収集運搬の行為をトリガーとして本登録になる、とすると、「引き渡した後に」「排
出事業者が登録した」と言えるかは疑問が残るところです。

・	 本年8月17日より、現場登録支援機能に追加機能がリリースされます。スマートフォ
ン等を利用して現場で登録することができるため排出事業者の登録待ちがなくなり
ますので活用をご検討ください。

電子マニフェストに関して 
ＪＷセンターとの意見交換会を開催

今年 2020 年は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）が公布され
てから 50 年を迎える記念すべき年である。当協会では、これを節目として今後の廃
棄物処理法はどうあるべきかを考えることを、今年の主要なテーマとしている。

そこで、今年の春までに、協会内に設けている各委員会・部会から、マニフェス
ト制度に対する意見や提案を募ってきた。６～ 9 月には協会の法制度検討委員会に
おいて、これらの意見や提案を、国や（公社）全国産業資源循環連合会、（公財）日
本産業廃棄物処理振興センター［ＪＷセンター］への提案要望としてまとめるべく作
業を進めている。

この一環として、8 月 3 日には、電子マニフェストの運用の仕方などに関して、当
協会の法制度検討委員会のメンバーとその会社の電子マニフェスト担当者、計 8 名と、
ＪＷセンターとの間で、Web 会議によって、意見交換を行ったので、その内容をこ
こに掲載する。

電子マニフェストの利用にあたって、参考にしてください。
 協会事務局　専務理事  木村、小熊

 ■ 提案・要望②
電子マニフェストの予約登録を取り消した場合は、実際使用していないので、使用料

を無料にしてほしい。

≪ JW センターからの回答≫
・	 予約登録した際にマニフェスト番号が付与され、その情報が収集運搬業者、処分業
者に通知されることで、実際に処理する際に円滑な運用ができる仕組みになってい
ます。よって、データを保存・運用する機器等の整備が必要です。そのため、予約
登録を取り消した場合も課金の対象となりますので、ご理解願います。

 ■ 提案・要望③
予約登録したときの産廃の種類が本登録時に違っていた場合、現在は１度削除して、

入力をし直している（電子マニフェストの番号も変更になり、件数も1件増えてしまう）が、
電子マニフェストの番号を変更せずに、本登録時に種類の変更を可能にしてほしい。
修正依頼を電子マニフェストのシステム上でできるようにしてほしい。

≪ JW センターからの回答≫
・	 廃棄物の種類に関しては変更できる仕組みになっています。
・	 システム上にマニフェスト修正・取消に関する連絡機能が備えてあります。
	（操作方法については、ＪＷセンターホームページ「操作マニュアル詳細版」を参照）
・	 予約登録の修正許可機能を利用することで、予約状態であれば、廃棄物の種類に関
しては収集運搬業者、処分業者からも修正できます。

・	 廃棄物の種類の変更については、電子マニフェストの番号も変更とならず、料金も
かかりません。

 ■ 提案・要望④
加入申請中もマニフェストの予約登録をできるようにしてほしい。
（申し込んでもすぐに利用できないことがあり不便である）

≪ JW センターからの回答≫
・	 Webからの申込みでは、最短で申し込んだ翌日（休業日は除く）から使えるように
なります。

 ■ 提案・要望⑤
排出事業者側の入力した産廃の種類に対して、処理業者が引き取って把握した際の種

類が異なる場合、排出事業者に修正入力するよう、システム上で排出事業者と処理業者
間でやりとりし、その履歴が残るようにしてほしい。

（理由）
排出事業者への説明、エビデンスとしてログを残るようにしてほしい。
また、排出事業者側の監査で必要となる場合もあるため。

JW センターとの意見交換会
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排出事業者の入力が間違っていた場合、備考欄に収集運搬業者又は処分業者が
訂正依頼の記録を残したいため、承認前でも備考欄を自由に使用できるようにして
ほしい。

（理由）
排出事業者の入力と実際処理工場で計測すると重量が違うことがよくある。現状

では、修正依頼はメールとか電話でお互い画面を見ながらやっている。処理業者か
ら排出事業者に電子マニフェストシステム上でやり取りできるようにしたい。

≪ JW センターからの回答≫
・	 ③でご案内したマニフェスト修正・取消に関する連絡機能で、システム上でのやり
とりは可能です。

・	 連絡状況については30日でデータが削除されるため、記録として残せるようにする
かはニーズを踏まえた検討が必要であると考えます。

 ■ 提案・要望⑥
電子マニフェストの加入率をより拡大するために、料金体系全般を見直してほしい。
例①）基本料金なしで完全従量制にする。
例②）小規模事業者も加入しやすいように一件当たりの使用料を下げてほしい。
例③）団体加入制度（C料金）の要件に「排出事業者が30者以上集まって加入する」

とあるが、30者だと要件が厳しいので、10者に要件緩和してほしい。

≪ JW センターからの回答≫
・	 料金体系はこれまで、団体加入の新設、加入料の廃止、基本料・使用料の値下げを
実施してきています。普及や社会状況をみて現在の料金体系となっています。

 ■ 提案・要望⑦
団体利用（C料金）の書面による申込の際、押印不要にしてほしい。（電子署名による

タイムスタンプ情報付きPDFでの申込を可能に）

≪ JW センターからの回答≫
・	 手続きの電子化を進めており、団体加入についても押印不要のWebでの申込みを
お願いいたします。

 ■ 提案・要望⑧
排出事業者が自己運搬して処分業者に持ち込む場合の処分業者による登録支援機能も

設けてほしい。

≪ JW センターからの回答≫
・	 処分業者のニーズや現場での運用等について、慎重な検討が必要と認識しております。

JW センターとの意見交換会

 ■ 提案・要望⑨
運搬が6区間になる場合がある。そうすると電子マニフェストを2枚登録が必要になる。

（現段階では5区間までが1枚）
1枚で8区間まで可能にしてほしい。

≪ JW センターからの回答≫
・	 区間の追加は JWNETシステムだけではなく、EDIシステムにもすべて枠を設ける開
発となり、影響範囲が大きいため、ニーズを踏まえた慎重な検討が必要と認識して
おります。

 ■ 提案・要望⑩
排出事業者の方から、電子マニフェストの使い方がわからないという電話をいただくこ

とがある。収集運搬業者の画面と排出事業者の画面が違うため、説明するのに手間がか
かる。収集運搬業者及び処分業者用に「排出事業者のデモ画面」のようなものがあると
説明しやすい。

≪ JW センターからの回答≫
・	 排出事業者からの質問にお答えいただいていることは大変ありがたく、感謝いたしま
す。「排出事業者のデモ画面」はデモシステム（無料）をご利用いただくことで、排
出事業者、収集運搬業者、処分業者それぞれの画面をご確認いただくことができます。

・	 本年4月からは、排出、収集、処分それぞれの設定マニュアルを細かく分けた動画
をホームページから閲覧できるようにしました。ご意見いただきながら、さらにわか
りやすくなるよう、色々なツールを使って情報を提供していきたいと考えております。

 ■ 提案・要望⑪
CSVで500件以上検索がかけられるようにしてほしい。

（理由）
1年間の実績報告書作成に必要とするため

≪ JW センターからの回答≫
・	 多くの方からご意見いただいているところです。システム及びダウンロード側（加入
者）の負荷を考慮しながら、今後の課題とさせていただきます。

JW センターとの意見交換会
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廃プラスチック国内有効利用実証事業についての
アンケート調査の結果

廃プラスチック国内有効利用実証事業については、当協会機関誌第３５７号（令
和２年６月１日号）に「廃プラスチック緊急対策事業スタートの経緯」を紹介し、第
３６０号（令和２年９月１日号）に「廃プラスチック国内有効利用実証事業～第１期
が７月終了、第２期が９月スタート～」を掲載してきた。

今春からの新型コロナウイルス感染拡大により、廃プラスチックの排出量が急減
したことなどから、一定量を確保して予定していた運搬料金を維持するため、９月か
らの第２期にあたっては、これまで半年間で１，０００トン以上廃プラスチックを処
分する中間処理業者に参加を限っていたものを、処分実績量を問わず、協会会員であっ
て産廃エキスパート・産廃プロフェッショナルを有する中間処理（廃プラの破砕・圧縮・
梱包）業者を対象として、実証事業への参加を呼びかけた。それでも、参加者が思う
ほど集まらないため、令和３年度の第３期及び第４期に向けた参加の見通しや、そも
そもの廃プラスチック資源循環の今日的課題を把握するため、当協会では、アンケー
ト調査を実施した。その結果をここに報告する。

アンケート調査に協力いただいた会員企業の皆さんに誌上をお借りして感謝申し
上げる。

また、今後、東京都環境局などとの意見交換の際にこの結果を役立たせていきます。
 （専務理事　木村  尊彦）

アンケートの実施方法
実施者： （一社）東京都産業資源循環協会
対象者： 協会会員であって、産廃エキスパート又は産廃プロフェッショナルを有

していて、都内で産業廃棄物中間処理（廃プラの破砕・圧縮・梱包）業
許可を有する者　５１社

回答期間：　令和２年８月２８日から９月１４日まで
回答数（９月１４日までに回答のあった社）：　２２社（回答率４３％）

アンケートの内容及びその回答結果は以下のとおりである。

  問１ 2021 年１月のバーゼル法改正附属書発令※で、二次処分先ルートに変更がある
か？
※	環境省の廃プラ輸出に関する該非判断基準（案）では、規制対象外品は、以
下の条件を全て満たすものとすることが示されている。「Ａ．飲食物、泥、
油等の汚れが付着していないこと」「Ｂ．プラスチック以外の異物が混入し
ていないこと」「Ｃ．単一のプラスチック樹脂で構成されていること」「Ｄ．
リサイクル材料として加工・調整されていること」

  答  	 「 	ある」とした社が７社、「 	なし」とした社が１４社であった。
「ある」とした社で、「こう変わる・前準備として取り組んでいること」として記入
された内容は次のとおり。
受入制限が変わり処理単価が上がるので取り組みを検討中。現在の処理先の値上

げがあるので新規ルートの開拓を検討中。出荷先・販路の模索。新たな二次先の開拓。
新規処理先を追加する。国内流通ができるよう徹底分別に取り組む。硬質プラの国
内リサイクルへの取り組みとＳＲ（Shredded		Residueシュレッダーダスト）の製品
化の取り組み。
「なし」とした社で、「変わらない理由」として記入された内容は次のとおり。
現行必要数量を受け入れてくれている二次処理先を当面維持していくため。有価

売却を取りやめているため。現在では二次処分先より条件の変更等が案内されてい
ないため。搬入先の受入枠維持。事業系廃棄物の扱いが少ないため品質が低く原料
輸出ルートもわずかだったため。現ルートは国内処理のため影響は少ないと思われ
るが搬入先が少ないため他の処理施設も探している。ルートは変わらないが選別の
精度を高めることで対応する。現在二次処理先より何の通達も来ていないが可能な
部分で手選別の徹底は（社内に）指示している。

  問２ 自社の中間処理施設の改良計画はあるか？

  答  	 「 	あり」とした社が１１社であった。
「改良の内容・時期」を記入された社の内容は次のとおり。
ＲＰＦ燃料化・２－４年以内。ＲＰＦなど・2021年～22年。破砕機導入・今年

度末予定。破砕機・梱包機見直し・５年めど。破砕機の新設。一軸破砕機入れ替え（交
換）・2021年１月～２月中。一軸破砕機を設置・１１月許可取得予定。一軸破砕機・
圧縮梱包機の設置・2021年３月。プレス機の入れ替え。
「 	なし」とした社は１１社でそのうち、１社から「昨年実施済」との回答があった。

廃プラスチック国内有効利用実証事業
アンケート結果
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廃プラスチック国内有効利用実証事業
アンケート結果

  問３ 廃プラ国内有効利用に向けた実証事業に参加しない理由をお書きください（複数
回答可）。

  答  	 「 	プラスチックの量が減って、	 	焼却に持っていける」とした社が	4社、
「 	プラスチックの量が減って、	 	埋立に持っていける」とした社は	０社、
「 	プラスチックの量が減って、	 	ＲＰＦ、ケミカルリサイクルなどに持っていけ
る」とした社が８社であった。

「 	既存ルートを優先する理由は、	 	万一の時のルート維持のため」とした
社が 9社、
「 	既存ルートを優先する理由は、	 	安いから」とした社が２社、
「 	既存ルートを優先する理由は、	 	その他」とした社が３社で、その他と
しての記入内容は次のとおり。
受入基準のため。実証事業の受入条件が厳しく割高であるため。新規ルートには

慎重に対応したいため。

「 	廃プラ国内有効利用実証事業の受入条件が厳しく、受入基準を持たすことが
困難」とした社の中で、
「 	発熱量（２８，０００Ｊ／ｇ以上）」を選んだ社が2社、
「 	塩素濃度（５，０００ｐｐｍ以下）」を選んだ社が11社、
「 	異物を分別しきれない」を選んだ社が6社、
「 	１５０ｍｍ以下に破砕できない（長尺物の除去ができない）」を選んだ社が7社、
「 	３辺ともおおむね１ｍのベールにすることが困難」を選んだ社が６社、
「 	他のルートでは、コンテナ等にバラ積みでよいのでベールにする必要なし」
を選んだ社が４社であった。

「 	廃プラ国内有効利用実証事業の運搬料金が高い」とした社が７社、
「 	太平洋セメント（株）の処分料金が高い」とした社が３社、
「 	廃プラスチック対策の東京都の破砕機導入補助金が少ない」とした社は２社
であった。

「 	その他」に記入された内容は次のとおり。
破砕能力の限界。参加したいが現状では品質的に難しい。

廃プラスチック国内有効利用実証事業
アンケート結果

  問４ 令和３年度に廃プラスチック国内有効利用実証事業に参加する意思の有無につい
て聞いたところ、

  答  	 「 	あり」とした社は８社（現在すでに参加しいている社も含む）
「 	なし」とした社は４社、
「 	未定」とした社は１０社であった。

  問５ 一般的に良質の廃プラは再生ペレット、品質が悪い廃プラは単純焼却されること
が多い中で、今後は、中間の品質の廃プラをサーマルリサイクル・ケミカルリサイ
クルで利用することが重要となると考えられるが、セメント工場以外でのリサイク
ルを増やしていくために、どのような方策をとることが効果的であると考えるか？

 と聞いたところ、回答は次のとおりであった。

  答  	 ＲＰＦ化を検討中。ＲＰＦ化施設への搬出。
塩素濃度を低くし、廃プラ以外の異物混入をなくすことで、ＲＰＦやフラフ燃料と

して再生する。ＲＰＦの利用先を増やすためＲＰＦが利用できる発電所を増やす。（Ｒ
ＰＦ発電所例サニックス）。
フラフ、ＲＰＦ向けの受入基準の緩和。排出者への分別指導。
廃プラはどれだけ分別したところでも発生してしまう。ＲＰＦは難しいとしてもフ

ラフ燃料化で対応できないだろうか。
国内におけるサーマルリサイクル・ケミカルリサイクル施設の増設。
より高度な選別機械の導入及び高度な処理が可能な施設への搬出。
マテリアルリサイクル以外に商品化を進めること。
ＰＬ法の強化及び適用範囲の拡大。
現在広く普及している製品の多くは廃棄の際の効率容易さを考慮されていない。
焼却した際に生じるエネルギーの再利用やＲＰＦ固形燃料もあまり地球環境に良

いとはいえないと思います。何か利用価値の高い製品にできればよいと思います。
廃プラ燃料化施設の受入基準の緩和、緩和基準に対応できる施設仕組みづくり。
廃プラ中の塩ビ含有製品がリサイクルできず埋立処分せざるを得ない中、材質中

の塩ビをどう取り除けばリサイクルが可能か。
石炭の使用量が減少していくなかで、代替燃料として需要はある。ただし、塩素

と異物混入課題はついて回る、この課題解決が方策のかなめ。
セメント工場、製紙工場、その他焼却施設及びボイラー等の施設で、含有塩素濃

度の緩和（→８，０００～１０，０００ｐｐｍ）を行うこと。１０，０００ｐｐｍくらいの
設定であれば出せる企業も増えてくると思う。本当に５，０００ｐｐｍ以下が妥当なの
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か、その根拠があいまいのまま進んでいる気がする。
サーマル施設・ケミカル施設の塩素対応設備の増強。
受け入れ処理単価が上がり、取扱量を減らすことで選別能力を上げることだが、

現実的には難しい。
排出事業者での分別。運搬時に混載しない。中間処理業者での分別処理。
単独では限界があることも、共同体の取り組みが図られれば効果的（許可等の規

制があるため）。
一般家庭ごみ基準での清掃工場への搬入。

  問６ 行政に期待すること？
  を聞いたところ、回答は次のとおりであった。

  答  	 現実的な対策をもっとスピーディに行ってもらいたい。
プラスチック製品にわかりやすく材質を明記することでリサイクルが可能になる

（現状はわからない）。
塩ビ含有製品の製造を制限する。
メーカーが製品を製造する場合には「再生原料を何％以上利用すること」などを

法律で決めて、再生品の出荷が滞らないようにしてほしい。
製造業への廃プラ燃料の促進。
環境省と経済産業省が連携し、セメント・鉄鋼等の業界全体に対し、廃プラリサ

イクルの国内推進を図っていく方策を展開。
国内有効利用実証事業のような取り組みを継続してもらう、収集運搬・一次加工（プ

レス等）・二次加工（焼却・ケミカルリサイクル）のマッチング。
許可のスピード化。
許可緩和。
許可事業の範囲の融通性。
１４条施設の能力アップができるよう法的な規制緩和。
許可申請の簡素化、アセスの簡素化。
建築基準法施行令第１３０条の２の３について廃プラ破砕施設日量６トンの増大

の検討。
生ごみ（一廃）と廃プラ（産廃）をいっしょに無酸素状態で熱分解しセラミック

化するような技術が実用化されているが、処理業者としての許可について規制緩和
を進めてほしい。
生活系のプラは一廃で対応できないだろうか。生活系プラを一廃化することで産

廃としての廃プラの質が上がる可能性がある。

廃プラスチック国内有効利用実証事業
アンケート結果

事業系プラ（付着、残さ付）の搬入緩和。
助成金をお願いします。
ハード補助制度。運搬コストも重要なファクターなので港湾施設利用ルール緩和。
一廃より（産廃は）良品プラ（塩素濃度が低いプラ）が集まりやすいが、どうし

ても汚れたプラと相積みで収集されるため、においが付着してしまうため、その分
別収集の指導。
リチウムイオン電池による発火が急増しており、排出事業者に対して注意喚起し

ていただいているが、どうすればこの問題が解決するのか行政の立場で行政だから
できることを検討いただきたい。

  問７ 協会に期待すること？
  を聞いたところ、回答は次のとおりであった。

  答  	 敏速な情報提供。
情報提供をお願いします。
今回の取り組みのような積極的な情報公開。
行政に対する要望・期待事項について引き続き強力なアピールをお願いしたい。
国内リサイクル推進の後押し。
リサイクル施設の開拓。
今回同様に協会として大手（他のセメント、製紙工場他）の窓口を開いていただ

くこと。セメント会社他の受入規格を下げてもらうこと。
小規模中間処理事業者向けの最終処分フローの構築。
会員企業ネットワーク強化。
推奨機器の選定、共同事業の推進、行政との調整。
協同事業実施、会員共同ヤード設置・運用（ロット確保・災害時利用）。

廃プラスチック国内有効利用実証事業
アンケート結果
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医療廃棄物委員会（五十嵐 委員長）

開催日時：		９月１１日㈮15時～	 場所：		協会会議室	 出席委員：		10名

議題及び内容：		

①	３都県医療廃棄物合同懇談会について（東京・神奈川・静岡の各委員が参加）
11 月 25 日に開催する。テーマを「新型コロナウイルスの廃棄物処理に

ついて」とし、医療機関の感染対策室の医師と環境省廃棄物規制課担当者の
講演の後、意見交換会を行う。神奈川県、静岡県各協会からは一部リモート
参加とする。

②	ＷＤＳについて
平成 27年に当委員会で感染性廃棄物に特化したＷＤＳを作成したが、法

改正等により内容が古くなったため、アップデートを行った。これを今後、
当協会ＨＰに掲載し、処理業者等へ提供できるようにしていく。

次回開催日：		10 月 14 日㈬ 14時～

収集運搬委員会（加藤 委員長）

開催日時：		9月16日㈬14時～	 場所：		リモート会議	 出席委員：		13名

議題及び内容：

①	11 月開催予定研修会について
役割分担等の詳細を決定した。また初のオンラインセミナーとなるため、

当日の流れに沿って、ブレークアウトセッション機能を用いたグループワー
ク等の予行演習を行った。なお、今回は初の試みとなるため、試験的に委員
所属会社限定の募集とする。

②	全国産業資源循環連合会収集運搬部会での検討テーマについて
部会長からの依頼により、全産連収集運搬部会として今後検討を重ねてい

くべき重要事項について協議した。活発な意見交換が行われた後、①安全対
策、②収集運搬の合理化策、③デジタル化の徹底策の３点にとりまとめて提
出することとした。

次回開催日：		11 月 6日㈮ 14時～　オンラインセミナー 「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 改善事項

１

一般道で 停止線の所で一
時停止して左右
を確認して発進
しようとした時

右側から人が出てきた。 左右を確認してもサイドミ
ラー等の死角に人が入って
しまい見えないことがある
ので発進時にさらに人がい
ないか注意する。

２

一般道で 交差点を右折し
ようとした時

後方のタクシーが右側をす
り抜けようとして接触しそ
うになった。

前方も後方も確認してから
走行する。

３

一般道で 交差点を左折す
る時

小さな子供を自転車に乗せ
たお父さんが、信号が赤
に変わったのに進入してき
て、ぶつかりそうになった。

信号が赤に変わった直後
や、特に朝の通勤通学の時
間帯は、いつも以上に注意
が必要である。

４

現場で 樹木の剪定中 枯枝に触れて折れた。 パイプ足場を設置して安全
帯の完全装着を徹底する。
状況に応じて、高所作業車
を使用する。

5

ヤードにて 木くずのダンプ
の準備

ダンプの用意をしている
時、上から木くずが落ちて
きた。それによって作業員
に危険が及んだ。

木くずが崩れないように
高さの調整などをしてもら
う。荷の下には入らない。

6

再生工場投入
槽で

油受入時 通常時に入れるタンクでは
なく、ラインを切替えて、
他のタンクに移し替えた
が、終了後、ラインのバル
ブ切替忘れにより、タンク
より漏洩しそうになった。

他の人がすぐ分かるように
投入槽へライン変更の記
入された札を取り付ける。

7

工場内で 清掃中 集中して清掃していたら、
大型車が自分の後ろを通り
かかった。

車両通行に十分注意して
清掃する。構内の速度制
限を時速８㎞以下に設定す
る。
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人材確保プロジェクト■新入社員インタビュー

株式会社 浜田

豊
と よ ま ね

間 根 美
み お う

桜　さん
2019 年 4 月入社 ◉大卒  理系

 — 現 在の業 務内容
は？
主に新卒採用を担

当しています。学生
により近い採用担当
者として、学生のこ
とを一番に考えるこ
とを意識しています。
具体的には、自分自
身が就活時代不安に
思っていたことは、

今の学生も不安に思っていると考え、その不
安を解消できるような内容を会社説明の中
に組み込んだり、親身になって学生の相談に
乗ることを心がけています。また、内定者へ
のフォローとして、内定者に学んでほしいこ
と、入社までに身に着けてほしいことを考え、
それを達成できる内定者研修の内容を考え
ています。

 — 入社した企業の決め手（入社理由）は？
「会社の雰囲気」と「社風」です。採用担
当者や面接官の方たちの、親身になって話
を聞いてくれる人柄の良さに加え、「若いう
ちから挑戦できる」という社風にも惹かれま
した。実際、入社1年目から学生の前に立っ
て会社説明のプレゼンをする機会をたくさん
頂き、大変な面がある一方で、やりがいを感
じています。先輩のフォローもあるので、失
敗を恐れずに挑戦しています。

 — 就活ではどういう軸で企業選びをしまし
たか？
就活中は、会社の規模（大手・中小）は

関係なく、できるだけ多くの会社説明会へ足
を運ぶようにしていました。そこで、「環境
に関わる仕事ができること」「会社の考え方
に共感できること」「説明の中に矛盾点がな
いこと」の3つに注意して企業を選んでい

ました。そんな中、浜田の説明会では、ビジョ
ンに向けての具体的な戦略や、事業への積
極性、若手でも挑戦できること等を聞き、そ
の内容に感動し、説明会の途中から「ここに
入社しよう」と決めていました。

 — 産廃業界について入社前と入社後のイ
メージは？
就活前は、このような業界があることす

ら知りませんでした。ただ、「環境」という
大きな枠で就活をする中で「環境ビジネス・
就職フェア」に参加し、そこで初めて産業
廃棄物という業界を知りました。この業界に
ついて深く知れば知るほど、その必要性、業
界の規模の大きさが分かりました。今年の2
月には、私が浜田を知った同じイベントで、
今度は私が学生にプレゼンをする立場にな
り、この業界の面白さや浜田の魅力を伝えら
れるように努めました。

 — 今後の目標は？
私は採用担当なので、直接的に浜田の事

業を通して環境に貢献する機会は少ないの
ですが、採用担当という立場だからこそでき
ることがたくさんあると考えています。それ
は、「環境」「産廃業界」「浜田」について学
生にその必要性・やりがい等の魅力を伝え
ることです。これは、浜田に興味をもってく
れる学生を一人でも増やすこと、ひいては学
生にこの産廃業界、またもっと大きな「環境」
という分野について興味を持ってもらうこと
に繋がると考えています。

 ● 採用担当者コメント
昨今、SDGs や ESGに対する取り組みが

大きく取り上げられるようになりました。そ
のような中で、「社会貢献」を重視する学生
が増えてきたように思います。今回、インタ
ビューを受けてくれた豊間根さんもその1人
で、環境市場の一端を担うこの産廃業界で
やりがいを感じ、活動をしてくれています。
今後の未来を創造するのは若い人材である
と考えます。彼女達のようなチャレンジング
な人材が業界で増えていくことを期待してお
ります。

「やりがいを感じる」と
豊間根さん

ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ

弊社は平成６年の創業以来、建廃７
品目を受入し、処理を行ってきました。
当初は保管積替の収集運搬中心の業務で
した。排出事業者からの直接搬入が多く、
分別、手分解に注力してきましたが搬出
先選定に当たり中間処理業に徐々に移行
しました。現在、保積業務は廃石膏ボー
ド、アスベスト含有建材中心に行い、他
の建廃７品目は破砕中間処理をしていま
す。
弊社は開業当初から柱となる特定の

業務の選択に迷ってきました。周囲は都
内唯一の水田地帯で水処理では苦慮しま
した。敷地は狭く道路と水路で分断さ
れている為、大量の取り扱いが困難で
す。現在は少量多品目の混廃を中心に受
入し、徹底的に分別してから中間処理す
ることに務めています。もちろんコンク
リート片、木くず、廃プラ等の単一品目
の受入もありますが、がれき類は墓仕舞
いの御影石、木くずでも土砂付着がある

大木の根あるいは鉄芯を含有した廃プラ
類と処理困難物でも受入をしています。
平成 20年からは住宅解体部を社内で

作り、解体系産廃を自社内処理していま
す。工場内の運営と解体現場の作業を社
員が掛持ちで行い、繁忙期と閑散期の調
整が難しいので外注と派遣社員を利用し
て凌いでいます。平成 26年からは地域
の NPO 法人や大学、企業のボランティ
ア部門と協力して環境整備事業を展開し
ています。工場周辺の農業用用水路の草
刈りや浚渫工事も行い、弊社でも木材
チップ置場を利用してブルーベリーの栽
培もしております。あきる野市菅生の市
営残土処理地で木くずチップのマルチン
グ、再生砕石を利用して周回道路の築造
を行い、菅生大沢の里山公園づくりに参
画しています。今後も地域に根付いた必
要不可欠な事業と認められることを目指
して経営を展開していきます。

（㈲	高興　石川		市郎		記）

高　興

自然を守るお手伝い

産 業 資 源
循 環 情 報

No. 15

高興�処理施設と周辺風景
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鳥
ちょうわ

和行政書士事務所
代表　下鳥 � 英雄

賛助会員 行政書士

〒 108-0073	 東京都港区三田３－１４－１１
☎		０３（３４５１）８７６２

トライシクル�株式会社
代表取締役　 福 田 　 隆

賛助会員 インターネットサービス 、リサイクル製品の販売 、中古品の販売・加工

〒 140-0013	 東京都品川区南大井６－１７－１７	FINE ビル４階
☎		０３（５８６０）４１３６

表紙の言葉
●今月の写真：		［東京2020］ウォーターズ竹芝（港区）

竹芝エリアに今年開業した「ウォーターズ
竹芝」は、オフィス、商業施設、劇場、ホテ
ルなどで構成される複合施設です。竹芝地区
の立地を活かし、船着き場からは、新規航路
で定期船が就航するほか、新たに「竹芝干潟」
が整備されました。月１回のオープンデイに
は一般に開放され、干潟のクリーンアップ、
水質調査体験、釣り体験、釣れた魚の観察な
どのイベントが実施されています。干潟の対
岸は浜離宮恩賜庭園（写真左側の緑地）、遠
くには東京スカイツリーや築地大橋などを望
み、開放感溢れる場所です。

●撮影者：	塩沢	美樹（機関誌編集担当）●撮影日：		令和 2年 8月13日

船着き場前には、開放的なテラス席が用意されて
います

（令和 2年 10月 14日現在）

月 日 曜日 行事予定 備考

11

6 金 収集運搬委員会	＊オンラインセミナー
　　『ドライブレコーダーの活用方法』　１４：００～１６：００

11 水
広報委員会　１０：００～１２：００ 協会会議室

三役会議　１３：００～／	常任理事会　１３：３０～
／	第６５回理事会　１４：００～１５：３０ 協会会議室

13 金 中間処理委員会＝中和・脱水分科会　施設見学会　　（予定）

16 月 中間処理委員会	　「意見交換会」　１４：００～１５：００
／委員会　１５：００～１６：００

エッサム神田ホール
１号館	（神田鍛冶町）

19 木 女性部　幹事会（勉強会） 協会会議室

24 火 青年部　幹事会　１５：００～ 協会会議室

25 水 医療廃棄物委員会
　　３都県医療廃棄物合同懇談会　１３：３０～１６：３０

エッサム神田ホール
１号館	（神田鍛冶町）

26 木 建設廃棄物委員会　１５：００～ 協会会議室

27 金

＊中止決定 　第１９回	「産業廃棄物と環境を考える全国大会」 （開催地：東京都）

全産連・関東地域協議会女性部会
　　「女性部会のつどい	on	the	Web」　１４：００～１６：００ ※Web 会議

安全衛生推進委員会　１５：００～１６：３０ 協会会議室

12

2 水 中間処理委員会＝破砕・圧縮分科会　１４：００～１６：００ 協会会議室

9 水
（広報委員会　予定日　午前中） 協会会議室

三役会議　／　常任理事会　	／　第６６回理事会 協会会議室

11 金 法制度検討委員会　１４：００～１６：００ 協会会議室

15 火 青年部　幹事会　１５：００～ 協会会議室

17 木 女性部　「勉強会」 協会会議室

28 月 ＜協会仕事納め＞
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新型コロナウイルスの猛威がなか
なか収まらない日々ですが、皆様の
身近な方々はご無事でしょうか？マ
スクやアルコール消毒・ソーシャル
ディスタンスと、自分にできる注意
はしているつもりでも、毎日公表さ
れる感染者数を見ているとやはり不
安を感じてしまいますよね…。早く
ワクチンや特効薬が広く世の中に普
及し、必要以上に不安を感じること
なく過ごせる毎日になることを心か
ら願うばかりです。
さて、世の中では働き方の見直し
もされているようですが、皆様の職
場ではいかがでしょうか？リモート
とかテレワークとか言われても、現

場の皆様などはなかなか難しいものがあるか
もしれませんね。
当協会収集運搬委員会では、今年度は昨今
の情勢に鑑み、委員会の開催はリモート会議
システムを利用することになりました。既に
3回開催していますが、機械音痴のため、毎
回開催前はうまくつながるか緊張してしまい
ます。同じく、収集運搬委員会では毎年会員
企業様を対象とした研修会を開催しています
が、皆様の不安感を払拭するため、今年度は
オンラインセミナーを試行していくこととな
りました。オンラインセミナーの開催は当協
会でも初の試みとなるため、先ずは収集運搬
委員会委員の所属する会社様に限定し、回線
の状況等、トラブルなく無事開催できるか試
験運用を行う予定です。今後に向けて問題点
等を洗い出し、対応策を協議したうえで、広
く会員の皆様に向けて実施していければと
思っております。当日の様子につきましては、
後日別途誌面にてご報告させていただく予定
ですので、ご期待くださいませ。	 （髙野）

すっかり秋も深まりました。協会
の事業は、安全衛生を第一に、可能
な範囲ですが徐々に再開しています。
今号のトップに政党要望を掲載し
ています。協会会員の皆様に関わる
内容ですので、是非ご一読ください。
また、セミトップには、以下三つ
の記事を掲載しました。
中間処理委員会が、２部構成で「火
災予防研修会」を実施しました。第
１部は昨年に続き東京消防庁予防部
危険物課	荻原様を講師にお招きし、

リチウムイオン電池関連の火災推移や事例と、
火災予防条例の指定可燃物規制に関して合成
樹脂類を集積する場合の空地など、重要なポ
イントの説明をいただきました。第２部は、
㈱	エンビプロ・ホールディングス（代表取締
役社長	佐野富和氏、東証一部）傘下の㈱	エコ
ネコル様から新規事業会社 VOLTA の電池リサ
イクルの説明として、リチウムイオン電池の
構造や「放電と失活の違い」など安全な保管
や取扱に不可欠な情報をご提供いただきまし
た。皆様の事業にご活用いただければと思い
ます。
協会では、マニフェスト制度に関する改善
について、環境省、全産連、JWセンターへそ
れぞれ要望をする予定です。電子マニフェス
トに関しては、JWセンター様のご協力により、
法制度検討委員会委員各社の実務担当者との
間で、意見交換の場を設けました。各社共通
の課題、個別の課題が共有されました。
廃プラスチックの国内有効利用に向けた実
証事業として進められている太平洋セメン
ト	㈱（北海道、大分）への石炭代替としての
原燃料供給の第２期がスタートしています。
最後になりますが、広報委員会委員のご紹
介です。理事の福田隆さん（東港金属	㈱	代
表取締役）と、女性部幹事の望月麻子さん
（㈱	調布清掃	経営企画室室長）のお二方がご
協力くださることとなりました。今後ともよ
ろしくお願いいたします。	 （森）
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