
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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マニフェスト制度　改善要望書を提出
建設廃棄物委員会　三団体合同勉強会を開催

安全衛生研修会
　我が社の安全衛生推進の取組み
　産業廃棄物処理業におけるモデル安全衛生規程及び解説
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三 凌 商 事
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全工場 エコアクション２１ 認証取得
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安全衛生推進委員会（細沼順人 委員長）は、令和 2 年 10 月 13 日㈫ 13 時 30 分か
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。

研修会場では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用、入室前
の検温、手指の消毒等にご協力いただいた。また、受講者はソーシャルディスタンス
に配慮し十分な席間隔を確保するため、通常より少ない人数で開催した。

下記の内容を参考にして、各社での対策をより強固なものにしていただければ幸
いである。 （日栄産業㈱　上路 秀勝  記）

第１部　我が社の安全衛生推進の取組み
第２部　産業廃棄物処理業におけるモデル安全衛生規程及び解説

第１部『我が社の安全衛生推進の取組み』

 ● 成友興業 株式会社
令和２年度の当協会「安全衛生表彰会

長賞」を受賞された成友興業株式会社様
より、安全・品質・環境部副部長 金子守 
氏と安全担当部長 長南芳輝 氏の両氏にご
講演いただいた。

成友興業㈱では、安全衛生方針『考えて、
行動しよう』のもと、1 年に 1 度安全推進
大会を開催している。

大会では、社長の挨拶に続いて、永年
勤続表彰・中央安全委員長表彰・協力会
表彰・安全衛生協力会会長表彰・社長表
彰などの表彰式が行なわれている。

また、安全標語表彰全応募作品（154 点）
から最優秀賞作品「作業が変われば危険
も変わる みんなで確認作業手順！」が、
選出された。

講師を招いての特別講演では、「組織は
リーダーによって変わる」と題して、～リ
ーダーの資質向上と組織の活性化につい
て講話が行われた。

《安全パトロールの実施》
役員パトロール年 2 回・協力会パトロ

ール毎月 1 回・安全品質環境部パトロー
ル随時を実施しており、中央安全委員会
にてパトロール結果を報告！各事業所の
安全衛生会議で結果を水平展開し事故
防止に努めている。

《安全を周知するための会議として》
◎安全大会実施、あきる野事業所・城南島

事業所月1回
◎安全衛生協議会、建設事業・環境事業

各事業所にて開催
◎安全ミーティング（朝礼）
◎施工検討会、工事現場ごと（着工前）
◎安全 KY ミーティング・服装チェック、

工場安全 5 則の唱和

左から 長南 氏、金子 氏

 ● 安全衛生研修会

《公害防止管理者（大気・水質）による管理》
工場の公害防止・公衆衛生の管理

◎騒音・振動測定、毎月計測（自主管理）
◎大気測定、粉じん・ばいじん測定年 2 回、

アスベスト測定年1回
◎土壌汚染対策法により3ヵ月に1回（管

理 27 項目、pH、SS、BOD、COD）
《新型コロナウイルス感染症防止対策》

◎本店入口などに自動噴射式消毒液装置を
設置、手指の消毒に協力求める。

◎飛沫感染防止用透明板設置・事務所内
席間を空ける（ソーシャルディスタンス）

◎マスク、手洗い、うがいの励行・社外に
対するアピール（看板等にて）
社内及び自社工事現場においても、新

型コロナウイルス感染症対策を徹底して
行っている。

《熱中症防止対策》
◎現場内注意喚起（のぼり旗）・現場内休

憩所設置（日よけテント、扇風機）
◎現場内注意喚起（看板、大型暑さ指数計）

水分と塩分及び適度な休憩を促す
《快適な職場環境づくり・近隣清掃活動》

◎現場移動式トイレ（男女別に設置）、喫
煙場所の設置（分煙スペース確保）

◎近隣清掃、ポイ捨てゴミ拾い、歩道清掃、
車道清掃（ロードスイーパー使用）
安全で働きやすい職場環境を整備し、

近隣や環境への配慮も欠かさずに活動を
行っている。

《健康企業宣言》
職場の健康づくりを始めると社員の健

康だけではなく職場に活気があふれ、モ
チベーションが上がり生産性が向上しま
す。健康企業宣言して職場の健康づくり
を始めましょう。

主な取組み、「検診を 100％受診しま
す」「検診結果の活用をします」「健康づ
くり環境を整えます」「運動に取り組みま

す」「禁煙に取り組みます」「心の健康に
取り組みます」「食に取り組みます」等
実施。

《インフルエンザ予防接種》
2013 年から毎年、成友興業㈱の職員

並びに協力会社の職員・作業員約 300
名へ接種を実施。

《ワークライフバランスの取組み》
ワークライフバランスとは、働いてい

るすべての人が、仕事だけの生活に追わ
れるのでなく、「趣味・学習・休暇」など
を楽しみ、また、「育児・介護」に関わる
時間を十分に確保することで、仕事と生
活の両方を充実させられる「生き方」の
ことです。

主な取組み、「育児休暇の取得」「働き
方改革の実現のために、残業時間を 40
時間以内に」「4 週 8 休の推進」「有給休
暇取得の推進」「テレワーク（在宅勤務）
の採用」「フレックスタイム制の採用」等
実施。

《過重労働による健康障害を防ぐ取組み》
過重労働による健康障害の防止のため

には、時間外・休日労働時間の削減、年
次有給休暇の取得促進等のほか、事業場
における健康管理体制の整備、健康診断
の実施等の労働者の健康管理に係る措置
の徹底が重要です。また、やむを得ず長
時間にわたる時間外・休日労働を行わせ
た労働者に対しては、医師による面接指
導等を実施し、適切な事後措置を講じる
ことが必要です。

主な取組み、「タイムカード」「パソコ
ンのログ管理」「パソコンの使用時間制
限・管理」「年間休日スケジュールを元
に年間の夜勤シフトスケジュール及び月
間休日スケジュール管理」「長時間労働
者に対する面接指導の実施」等実施。
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安全衛生研修会  ●

《交通事故防止対策》
◎ドライブレコーダーの活用（ドライブレ

コーダー検証、不安全行動・KY）
◎バックモニター・デジタコ・Ⅴベルト（石

噛み防止）・チェックポイントの活用
◎ドライバー教育、（始業前点検講習・エ

コドライブ研修・添乗指導・適性診断・
運転記録証明に基づく指導）
交通事故防止のための教育を積極的

に実施、各事業所に於ける集合教育を積
極的に実施している。

《交通事故の撲滅》
【目標】軽微な事故を含め「交通事故

ゼロ」を目指す。
【達成状況】貨物運送事業法自動車事

故報告規則第 2 条に定める交通事故は、
《ゼロ》です。

安全運転 10 則を励行している。

 ● 株式会社 タケエイ

続いて、当協会会員からぜひ一度話を
聞いてみたいとの要望が強かった、株式
会社 タケエイ CSR 推進部安全グループ
管理役 櫻井良彦 氏より「我社の安全衛
生進進の取組み」についてご講演いただ
いた。

中央安全衛生委員会について、タケエ
イ「安全衛生管理規程」より抜枠。

第 22 条　中央安全衛生委員会は、各事
業場並びに各子会社における安全衛生
活動が円滑に運び、より充実するよう
に、全社的な見地から安全衛生に関する
様々な基本方策を審議するとともに、全
社共通の事項についてその基本的な取
組み方等の大枠を審議決定することを目
的として、タケエイ本社に設置する。

（中央安全衛生委員会の審議事項）
中央安全衛生委員会は、各事業場に

おける安全衛生の実情を把握し、問題点
を確認するとともに、それらの改善のた
めの全社的サポート体制の確立を目指し
て、次の事項について審議し、代表取締
役に報告・建議する。
◎全従業員の事業場における危険及び健

康障害を防止するための基本となるべ
き対策に関する事項

◎作業条件、作業環境、施設・整備等の
安全・衛生上の改善に関する事項

◎労働災害の原因に係る調査・究明及び
再発防止に関する事項

◎全社的な安全衛生に関する規約の制
定・改廃及び基準の設定に関する事項

◎安全衛生教育・訓練実施の基本的計
画の策定に関する事項

◎過重労働防止のための作業方法、労働
時間の改善の方法等に関する事項

◎メンタルヘルスに関する基本施策に関
する事項

◎衛生教育、身心の健康相談、その他従
業員の健康保持施策の基本方針に関
する事項

◎安全表彰管理に関する事項
◎その他各事業場・各子会社における従

業員の安全衛生施策の基本方針に関
する一切の事項

従前：　事業場のトップを委員として任
命（常任委員）し開催。諸報告及び開

櫻井 氏

 ● 安全衛生研修会

催日前月に事故が発生した事業場のト
ップを招集し再発防止対策を報告し審
議。各事業場に持ち帰り周知をしてい
た。懸念されるのは、果たして発生事
故の再発防止対策が末端の作業員ま
で周知されているか、それが発生事故
の減少に結びついているのか疑問であ
った。

現在：　開催ごとにテーマを決め、テー
マに即した事業場の安全管理者、監督
者を招集し開催。より事故発生現場に
近い、現場の監督、安全担当者を招集
することで直接的な再発防止を図る。

《開催事業場》
直近において事故が発生した事業場

にて開催、重篤度に応じ安全Ｇが発生
事業場に出向きパトロール実施。内容
は「事故発生現場の検証」「当事者（安
全管理者、担当者等含む）とのヒヤリ
ング」「再発防止対策等の検証」。

《招集人員》
安全衛生パトロールの結果をもっ

て、他事業場より発生事故に即した適
切な招集人員を選定する。
例：　「重機が絡む事故→重機ＯＰの監

督者」「ヤード内での事故→ヤードの
監督者」「コンベア、破砕機など設備
絡みの事故→保有する事業場の管理
者」

《テーマ選定》
開催ごとにテーマを決め、テーマに

即した事業場の安全管理者、監督者を
招集し発生事故を抑制防止すべく活動
する。

《現場パトロール》
参加委員による安全衛生パトロー

ルも同時に実施し、事故発生現場の再
発防止対策の効果と検証を実施！指摘
事項等は水平展開を図るべく議事録の

添付資料として議事録とともに、社内
LAN、掲示板に掲載し周知をする。

《発生事故防止について》
【発生要因の分析】発生事故を要因別に

分け、類似事故の防止に向け徹底して
周知。要因別防止対策を打ち発生事
故の撲滅を図る。

【発生事故の再発防止対策】「事故区分」
「作業区分」など発生要因別に要因分
析を実施！多発している発生事故に対
し重点的に防止対策を実施する。

※重大事故を想定し、ヒヤリハット、リ
スクアセスメントの実旋など安全を先
取りした対策を日々の活動の中で実施
していく。

※特に発生事故のリスクアセスメント評
価は必須とし、評価に基づき手順書等
の改定を実施。

《事故発生報告》
一報：　2 時間以内
速報：　翌営業日内「報告書は当事者で

はなく、問い合わせに対応できる責任
者、もしくは担当者が入力」「現場写
真や再現写真を添付」

確定：　7 日以内「被害事故でも再発防
止対策が必要な場合は（再発防止対
策報告書）を添付」「再発防止対策は、

（～する）ではなく、何を講じたのか」「事
故の状況に応じ（なぜなぜ対策）か（要
因対策）を選択」「社長、事業場責任
者の押印は必須（発生事故に対しての
コメント）」

再発防止対策報告書のフィードバック：　
確定報告完了後、社長押印、コメント
等付された事故災害報告書及び再発
防止対策報告書を発生事業場にフィ
ードバックすることにより発生事業場
では、再度周知を実施し、類似事故防
止を徹底する。
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安全衛生研修会  ●

第２部『産業廃棄物処理業における 
 モデル安全衛生規程及び解説』

今回は、全国産業資源循環連合会及び
東京都産業資源循環協会の今年度の「労
働災害防止計画」で、策定率が低いため
に重点項目となっている、安全衛生規程
の策定を第２部のテーマにした。

中央労働災害防止協会関東安全衛生サ
ービスセンター副所長 安全管理士 大村倫
久 氏よりご講演いただいた。

《モデル安全衛生規程とは？》
目的：各事業所が安全衛生規程を作成する

ための雛形として策定（「条文」と「解説」）
からなる）

 〈各事業者が、これを受けて自社に見合
った規程を策定！〉

概要：「産業廃棄物処理業に係る安全衛生
関連の共通的事項を網羅」「産業廃棄物
処理業における代表的な作業を選定」

 そもそも安全衛生規程とは？各業者が
「労働災害の防止及び労働者の健康の保
持増進」に寄与するために実旋すべき事
項を文書化したもの（規程作成は法的
要求事項ではないが、適切な管理を実
施するためには必要不可欠なもの！）で
ある。

《モデル安全衛生規程の活用方法》
どのように自社の規程を作成するか？

step1「まずは自社の業態・作業内容等
を再確認する」step2「モデル安全衛生

規程から自社事業場の作業を洗い出す」
step3「モデル安全衛生規程から文書化
する」step4「不足箇所等を補完し自社
の業務内容に合った規程を完成させる」

《モデル衛生規程の内容》
• 安全衛生管理体制

体制整備の考え方「自主的取り組みを
促進するためのもの」「安衛法の求めは
最低基準」「モデル規程の主語は事業者」

「各事業場でこれをどう実現していくか？
→管理者の役割と、権限・責任を整理」
• 安全衛生推進者

事業者は、常時 10 人以上 50 人未満
の労働者を使用する事業場においては、
法令で定めるところにより、安全衛生推
進者を選任し、第 6 条及び第 7 条の安
全及び衛生に係わる技術的事項（又は、
衛生に関わる業務）を担当させなければ
ならない。
• 作業主任者

事業者は、労働災害を防止するための
管理を必要とする一定の作業について、
法令で定めるところにより作業主任者を
選任し、その者に作業に従事する労働者
の指揮等の事項を行わせなければならな
い。
• 安全衛生教育

安衛法の法定教育
※雇入れ時：事業者は、労働者を雇入れ時

に特別教育を行わなければならない。
※特別教育：事業者は、法令で定める危険

又は有害な業務に労働者を就かせる時
は特別教育を行わなければならない。ま
た、記録を作成しこれを 3 年間保存し
なければならない。

※職長教育：事業者は、新たに職務に就
くこととなった職長又は指導監督者に対
し、一定の安全又は衛生のための教育を
行わなければならない。

大村 氏

 ● 安全衛生研修会

• 就業制限
事業者は、クレーンの運転その他の業

務のうち法令で定める危険な作業につい
ては、法令で定める資格を有する者でな
ければ、当該業務に就業させてはならな
い。
• 安全衛生管理共通基準
『5 Ｓ』の実施、職場における安全衛

生活動の基本は〈整理〉〈整頓〉〈清掃〉
〈清潔〉〈躾〉のいわゆる 5 Ｓを励行し決
めたことをしっかり守ることです。5 Ｓと
作業前点検の徹底でほとんどの災害は防
げます。
• 機械設備等の安全化

機械設備の安全化は機械のリスクアセ
スメントを実施し、その結果を踏まえた
リスク低減により進めていきます。リス
ク低減は本質安全・隔離の原則及び停止
の原則により進めていくことが基本です。
• 車両等の作業基準

車両等を取り扱う場合、共通的に大事
なことは、有資格者が運転・操作し、労
働者の立入禁止、誘導員の配置等接触防
止策をとることです。また、適切な保護
具を装着し、作業開始前に点検を行い、
異常の早期発見と早期措置を図り、整理、
整頓、清掃、清潔に努めることです。

• 緊急事態への対応
※マニュアルの整備：事故、災害は、予測

できず突発的に起こります。その時は気
が動転し冷静な判断と行動がとれませ
ん。緊急事態対応マニュアルにはでき
る限り具体的な事項を定めたものを作成
し、それに基づいた体制を整備しておく
ことが重要です。

※教育訓練の実施：年間計画に基づき少な
くとも年 1回以上定期的に行い、その内
容を記録しこれを 3 年間保存しなけれ
ばならない。

※関係者、関係機関への通報・報告：緊急
事態が発生した時の第 1 発見者は、慌
てることなく「責任者に報告し、指示を
受けてから行動する」ことが肝要です。

 また、事業者は、緊急事態の事後措置
が終了した後、必要に応じ労働基準監
督署等の行政関係や関係機関並びに関
係者に概況を報告する必要があります。

※労災隠し：事業者は、休業労働災害が発
生した際、所轄労働基準監督署に必ず
報告しなければなりません！虚偽の報告
を行うと『労災隠し』として厳しく責任
を問われることがあります。

《最後に安全衛生チェックリストについて》
配布されたチェックリスト又は、自社

独自のチェックリストに従ってパトロー
ルを実施！

今回の安全衛生研修会のアンケートにおいて、第２部の講義の際のパワーポイントの
資料が欲しいとのお声がありました。資料作成者の（公社）全国産業資源循環連合
会に確認しましたところ、紙での配布の許可がおりましたので、下記のいずれにも該
当される方で、資料をご希望の方は協会までメールにてその旨ご連絡ください。
資料を郵送いたします。
協会メールアドレス：info@tosankyo.or.jp
　①１０月１３日の安全衛生研修会の参加者
　②協会へメールアドレスを登録している企業（これを機に登録でも結構です）
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リチウムイオン電池の発火問題が議論された
全産連 関東地域協議会

令和２年１０月８日に開催された公益社団法人 全国産業資源循環連合会関東地域
協議会（１都７県協会）では、検討事項のひとつに、近年急増しているリチウムイオ
ン電池（LiB）の発火問題が取り上げられた。

この協議会では、検討に先立ち、１都７県協会会員にアンケート調査を行い、発
火事件数、主な発火事案、自社における対策、排出事業者及び国への要望事項を聞い
た。そのアンケート結果が協議会に提出されたので、その内容を報告する。

 （専務理事　木村  尊彦）

アンケートは、令和２年９月中旬に１都７県協会から各都県協会の正会員に発送し、回
答を東京都産業資源循環協会あてに９月２８日締め切りで返送するよう依頼して行った。
回答数は、４３２社（１都７県正会員の１３％）であった。

Q LiB 及び内蔵製品の発火件数は？
回答４３２社中、発火事件があったと回答した社は７２社であった。
発火件数は、収集運搬・保管積替中が、２０１７年５３、１８年５２、１９年５８、２０

年１－６月３３件、中間処理過程では、２０１７年６７０、１８年６９７、１９年７６７、
２０年１－６月５７５件であった。増加傾向にあり、特に中間処理過程での件数が一桁多い。

Q 一番大きな発火事案について、人的・物的被害、休業日数等は？
収集運搬車両に関しては、①パッカー車が半焼し修理に１年以上を要した、②車両破

損で２８万５千円の損害などがあった。
保管中や中間処理過程での被害が大きいものとしては、①２０１９年に工場全焼、②

２０１８年に保管ヤード・配線の損傷と消防の消火による水被害で２か月間工場の操業停
止、③２０１８年に一か月作業停止、④２０１９年にスプリンクラー消火により延焼は免
れたが消防車１０台出動等の周辺に対する風評被害等（ネット等にもあがった）があった。

破砕設備・圧縮梱包機・搬送コンベア・集塵サイクロン・ダクトの損傷や変形、照明設備・
重機・建屋の屋根・天井・内部の損傷、植栽の燃焼などの報告がこの３年半で９件あった。

このほか、コンテナの変形、ドラム缶の破損、作業員の手袋が溶けた、廃棄物が燃え
たなどの報告が約４０件あった。この中には消防車を要請したところもあれば自衛消防で
済んだところもあるようだ。

Q LiB の発火対策としての自社の取り組みは？
まずは、排出事業者に LiB の危険性を知ってもらい、他の廃棄物と混合せず分別し、

絶縁処理を施してほしいと、内蔵製品のリストを絵や写真で示したチラシなどを使って、

営業の機会や請求書に同封するなどして、徹底をお願いしている。
分別されていない排出事業者のものはお断りしたり返品をしている。
従業員には、教育を行い、収集時のチェック、展開検査の実施、分解・取り外し作業、

絶縁措置、消火訓練を行わせている。
施設内では選別の徹底、保管量や保管方法（専用容器等）の適正化、高磁力選別機の

導入を図っている。
設備としては、消火栓、スプリンクラー、炎センサー、サーモグラフィによる警報シス

テム、温度センサー付き監視カメラ、熱感知器を備えた自動消火設備などを設置している。
JBRC に登録し、処分してもらっている。

Q LiB 発火問題に関して、排出事業者に要望することは？
社内で危険性や取り扱い方法を周知してほしい。取扱い資格者を決め、分別の徹底、

絶縁措置、適正な容器への収納、保管場所の管理をしっかりしてほしい。
処理業者に LiB であることの情報を必ず提供してほしい。処理業者が行う分別、解体、

絶縁等に見合った処理費を支払ってほしい。
事故が起きた場合は、損害賠償を求めたい。

Q LiB 発火問題に関して、国に要望することは？
国民に、LiB の危険性、処分方法、リサイクルボックスでの回収等を、チラシ、パンフレッ

ト、事故映像、テレビ CM、SNS で発信してほしい。 
製造者責任として、使用製品本体への LiB 内蔵の表示、取り外しやすい設計、使用製

品の限定、発火しない電池の開発をさせてほしい。製造業者、販売業者（電動工具店等）
による回収、預託金制度による回収をさせてほしい。これらの義務化をしてほしい。

排出事業者責任の徹底として、分別、絶縁措置、損害賠償の義務化、罰則化をしてほしい。
国や自治体による回収をしてほしい。
処理施設の増設に向けた補助や処理費の補助、リサイクル先を増やしてほしい。

リチウムイオン電池 発火問題

【リチウムイオン電池による発火件数】
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令和２年度東京都功労者表彰を、当協会からは、環境功労１名、労働精励１名の

方が受賞されました。

今年度の東京都の表彰式 ( 令和２年１０月１日実施 ) は、新型コロナウイルス感染

拡大防止対策として、大幅に規模が縮小され、各功労の代表者のみが出席する式典と

なりました。

残念ながら、２名の方のご出席は叶いませんでしたが、本誌面にてご紹介をし、お

祝いを申し上げます。おめでとうございました。

令和２年度 東京都功労者表彰

■環境功労

 赤石 賢治　様 （一社）東京都産業資源循環協会　副会長

■労働精励

 柳澤 正昭　様 元　株式会社 シンシア 品川Ｒ・Ｃセンター長代理

柳澤 氏
（写真提供：㈱ シンシア）

赤石 氏
（写真提供：㈱ 三凌商事）

デジタル社会への移行

協会ではここ一年ほど会員の皆さんに、協会からの情報発信を FAX から

メールに変更することと、正会員の会費を郵送の請求書を受けた振込み方式

から３か月に一回の自動振替に変更するお願いをしてきました。

このコロナ禍において、在宅勤務やオンラインを使った営業等が急速に

進んだと思われることから、これらを希望される方々が増えました。この業

界でもデジタル社会への移行が進んでいるようです。

ここにその変化の状況を報告し、まだメールアドレスの登録がお済みで

ない方々、自動振替に変更されていない方々に、登録・変更を再度お願いす

るものです。随時受付中です。

 専務理事　木村

 申込みは、info@tosankyo.or.jp へ
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東京都産業資源循環協会が、環境省・全産連・JW センターに
マニフェスト制度に関する改善要望書を提出した

令和２年は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）の公布から５０
周年を迎えます。当協会では、これを節目として、廃棄物処理法等に規定するマニフェ
スト制度に係る負担軽減策、合理化策の検討を進め、このほど、マニフェスト制度に
関する改善点をまとめました。

それを令和２年１０月２８日付けの当協会鈴木会長名の文書にて、環境省廃棄物
規制課長（下記要望の１～９）、公益社団法人 全国産業資源循環連合会会長（同１～
１０）及び公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター（JW センター）理事長（同
２）に要望しましたので、ここに要望内容を掲載します。

関係機関において実現されることを強く望みます。

【要望１】
電子マニフェストの使用を原則義務化し、紙マニフェストは例外的な使用に限って認

めること。

（理由）
１ 　紙マニフェストは、回付・送付作業の負担が大きく事務が非効率になっているため
２ 　紙マニフェストは、保存の負担が大きく、水害等の災害に適さないため
３ 　テレワークの進展で、電子による処理が必要になっているため
４ 　電子マニフェストは、その電子情報を、処理委託契約書の作成、帳簿の記載、行

政機関への報告、請求書作成などと連動させることができ、事務の効率化が図られ
るため

５ 　経団連も２０１７年に、電子マニフェストを原則とするよう提言している
６ 　一方、年間に数回程度しか産業廃棄物を排出しない事業者にとっては、電子マニ

フェストの使用には負担感が大きいなどがあるので、例外事由を示したうえで、紙マ
ニフェストの使用も認めること

【要望２】
電子マニフェストが使用しやすいように、ＪＷセンターのシステムを改善されたい。改

善点は、以下のとおりである。
なお、以下の点は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター理事長  関 荘一郎

様にも要望しています。

マニフェスト制度に関する改善要望書

（ＪＷセンターでの改善点）
〈提案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ことになり、そこから排出事
業者に連絡をするなど事務に手間と時間がかかるので改善したい。

〈提案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欲しい。

〈提案③〉
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。

（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。
 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。

〈提案④〉
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。
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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者に要件緩和して欲しい。

〈提案⑤〉
ＡＳＰ経由の場合、排出事業者の確認行為が書面で必要となっているが、それ

をなくしてほしい。
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での確認や申込を可能に）

〈提案⑥〉
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

援機能も設けて欲しい。

〈提案⑦〉
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欲しい。 

〈提案⑧〉
排出事業者から、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。

〈提案⑨〉
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

【要望３】
家電リサイクル法に基づき廃家電をリサイクルする際に、産業廃棄物処理業者が収集

運搬する場合にはマニフェストが必要になっているが、家電リサイクル券で処理の流れが
わかるものにあっては、マニフェストを不要にすること。

マニフェスト制度に関する改善要望書

（理由）
１ 　家電リサイクル券で処理の流れがわかるため

【要望４】
テナントビルから排出される同一の産業廃棄物の種類を同一の処理業者が一の収集運

搬車両で運ぶ場合のマニフェストの交付については、以下の措置が可能となるように通
知を発すること。

・ 事業者の欄には、「Ａビルのビル管理会社Ｂ」と記載し、交付担当者の欄には、ビル
管理会社Ｂの担当者名を記載することでよい。

・ マニフェストの保存及び行政への報告書の提出は、ビル管理会社Ｂが行うことができ
る。

（理由）
１ 　平成２３年３月１７日付け環境省産業廃棄物課長通知の表現「事業者の依頼を受

けて、当該集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付等の事務を行って
も差し支えないこと」では、収集運搬業者にマニフェストを渡すことはビル管理会社
が行えるが、マニフェストの発行者は個々のテナントである、と自治体では解されて
おり、マニフェストの交付枚数が日々膨大なものになっている。

２ 　しかし、テナントビルから日々排出される産業廃棄物は、テナントごとに性状が異
なるものではなく同一の処理業者が扱っており、またビル管理会社によって一括管理
がなされているのが現状であり、処理過程の把握は一枚のマニフェストで足りるため

３ 　新たな通知を発して、テナントとビル管理会社の役割等を明確化する必要がある
ため

【要望５】
マニフェストは、産業廃棄物の種類ごとに交付すること（施行規則第 8 条の 20 第 1 号）

となっているが、運搬車両、運搬先、処分方法が同じ場合は、一のマニフェストに複数の
産業廃棄物の種類及びその種類ごとの数量を記載して交付できるようにすること。

（理由）
産業廃棄物の処理過程を透明化することが目的ならば、運搬車両、運搬先、処

分方法が同じ場合は、複数の産業廃棄物の種類及びその種類ごとの数量を記載し
た一のマニフェストを交付すれば足りるし、それが交付・回付等の事務作業の軽
減につながるため。

マニフェスト制度に関する改善要望書
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【要望６】
優良産廃認定処理業者にあっては、以下の場合にはマニフェストを不要とすることが

できる、あるいは簡略化することができるとすること。
・ 少量の産業廃棄物の受託時は、不要とする
・ 一つのビルの複数のテナントから排出された産業廃棄物を同時に運搬する場合には、

マニフェストの交付は一枚で足りるとする

（理由）
１ 　優良産廃認定処理業者は、不法投棄等不適正処理をする可能性が低いため
２ 　少量のもの（特別管理産業廃棄物を除く）は環境汚染を起こす可能性が低いため
３ 　複数のテナントからのものであっても、同時に処理する場合の処理過程の把握は、

一枚のマニフェストで足りるため

【要望７】
一次マニフェストと二次マニフェストの紐付けを、下記のいずれかの措置を講じている

ことをもって、不要とされたい。
下記措置を講じたすべての業者に対して紐付けを廃止することに懸念がある場合は、

優良産廃認定処理業者から紐付けを廃止されたい。

※ 紐付けとは、複数の排出事業者から受託した産業廃棄物をまとめて処分した際に、
どの E 票をどの排出事業者に送付するかとそれの帳簿記載のことをいう。

 
措置の方法１： 中間処理業者は、一か月ごとに、産業廃棄物の種類ごとの二次処分先

別の処分量をホームページで公表する。
措置の方法２： 中間処理業者は、排出事業者に、一か月ごとに、（排出事業者の産業

廃棄物ごとではなく）一か月間に処分した産業廃棄物の種類ごとの二
次処分先別の処分量を文書で伝える。中間処理業者は、二次処分業者
から一か月ごとに受取証明書を得て、その写しを排出事業者への文書
に添付する。

（理由）
１ 　排出事業者は、リサイクル先とリサイクル率を意識して処分業者を選定しているの

で、二次処分先の情報を知りたいと思っている。
２ 　一方、処分業者では、一般的に、個々の排出事業者ごとに処分をしているわけで

はなく、複数の排出事業者のものをまとめて処分する（焼却炉や破砕機にはまとめて
混合されて投入する）。

マニフェスト制度に関する改善要望書

３ 　二次処分先・リサイクル先は、一か所ではなく、複数の行先があるので、排出事
業者ごとの物について中間処理前と後の物の行先を突き合わせて特定することは現
実的ではない。

【要望８】
紙マニフェストの回付・送付にあたっては、回付用・送付用の紙マニフェストを電子化

（PDF 化）して送付することを認めること。

（理由）
回付・送付の事務作業が軽減されるため
紙マニフェストの保存が容易になるため

【要望９】
環境省は、以下の団体等をメンバーとする協議会を設けて、上記要望の実現に向けた

検討を直ちに始められたい。
・ ２０１７年３月に「廃棄物処理分野における情報の電子化の推進に関する提言」を出

された、一般社団法人日本経済団体連合会
・ 公益社団法人全国産業資源循環連合会
・ 都道府県産業廃棄物所管部局の代表
・ 法律及び情報システム分野の学識経験者
・ 弁護士

【要望１０】
全国産業資源循環連合会は、全産連が作成する紙マニフェストでは、記載項目ごとに

記号を付して、国の省令で記載すべきとされた事項と、全産連が独自に定めた記載事項
とを区別できるようにすること。

記載不要と記載もれとの区別ができるように、省令の様式の（記載上の注意）にある
とおり、「余白には斜線を引くこと。」と全産連が作成する紙マニフェストにも記載すること。

（理由）
１ 　全産連の紙マニフェスト様式では、処分方法を記入するようになっているので、マ

ニフェストごとに処分方法を記載しているが、この記載の負担が大きい。
２ 　しかし、処分方法は委託処理契約書で記載することになっているし、国の省令で定

められたマニフェスト様式では処分方法の記載を求めていないため。処分方法は必
須記載事項ではない。

マニフェスト制度に関する改善要望書
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東京建設業協会・東京建物解体協会との
三団体合同勉強会を開催

東京都産業資源循環協会 建設廃棄物委員会（高橋潤 委員長）は、令和 2 年 10 月
23 日㈮ 13 時 30 分より、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、
一般社団法人 東京建設業協会、一般社団法人 東京建物解体協会との合同勉強会を開
催した。参加者は 38 名であった。 （取材　塩沢 美樹）

● 第１部
大気汚染防止法によるアスベスト飛散防止策の強化について

講師：石塚 博明 氏
東京都環境局 環境改善部 大気保全課 大気規制担当  課長代理

令和２年６月５日に公
布された「大気汚染防
止法の一部を改正する

法律」について、改正のポイント等が解
説された。

はじめに、大気汚染防止法によく出てく
るアスベスト関連の用語として、特定建築
材料（改正により対象が拡大）、特定粉じ
ん排出等作業、特定工事（対象が拡大）、

届出対象特定工事（新設）、元請業者、下
請負人等の説明があった。

続いて、実際の施工の流れに沿って、
改正点や注意事項などが説明された。解
説された項目は次頁のとおり。

最後に、建築物の解体・改修工事を行
う事業者、建物の所有者・維持管理を行
う事業者・団体を対象に、専門職員を無
料で派遣する出前講座の紹介があった。

● 開会
高橋 委員長から「例年です

と、三団体で施設見学をして、
東京都さんの講演、その後懇親
会という流れで進めていました
が、コロナ禍においては感染防
止の観点から、勉強会だけは実
施したいということで本日を迎

えました。限られた時間ではありますが、有意義
な勉強会となるよう務めてまいりますので、宜し
くお願いいたします。」と挨拶があった。

研修会 会場

高橋 委員長

石塚 氏

［建設廃棄物委員会］  三団体合同勉強会

大気汚染防止法改正に関して解説された項目　（）内は改正後の条文

 ◇事前調査方法 （法第 18 条の 15 第 1 項、規則第 16 条の 5）
 ◇事前調査結果の自治体への報告 （法第 18 条の 15 第 6 項）
 ◇作業計画の作成 （法第 18 条の 14、規則第 16 条の 4）
 ◇発注者への事前調査結果の説明 （法第 18 条の 15 第 1 項、改正規則第 16 条の 6、7）
 ◇調査結果の記録、保存 （法第 18 条の 15 第 3 項、規則第 16 条の 8）
 ◇下請負人への説明 （法第 18 条の 16 第 3 項、規則第 16 条の 12）
 ◇事前調査結果の掲示 （法第 18 条の 15 第 5 項、規則第 16 条の 9、10）
 ◇作業方法等の掲示 （法第 18 条の 14、規則第 16 条の 4）
 ◇作業基準の遵守 （規則別表第 7）
 ◇作業時の記録と保存 （規則別表第 7）
 ◇清掃 （規則別表第 7）
 ◇作業終了時の確認 （法第 18 条の 14、規則第 16 条の 4）
 ◇作業結果の報告 （法第 18 条の 23、規則第 16 条の 15）
 ◇特定粉じん排出等作業に関する記録 （法第 18 条の 23、規則第 16 条の 15 第 2 項）
 ◇直接罰 （法第 34 条、法第 18 条の 19、規則第 16 条の 12）

建設工事における特殊な廃棄物の取扱について

講師：平野 晃章  氏
東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 指導担当 
統括課長代理

はじめに、廃棄物の
分類や処理責任につい
て、また、産業廃棄物

の不法投棄、業種別排出量等について
説明があった。
• 平成 30 年度に新たに発覚した全国で

の不法投棄量は 15 万 7 千トン（うち
95% が建設系廃棄物）である。

• 業種別の産業廃棄物排出量（東京都、
平成 29 年度）では、建設業が 40%
を占めている。

• 建設廃棄物の処理については、元請業
者が排出事業者であり、処理責任があ
る。

続いて、建設現場に関係する廃棄物
（残置物、特管物、有害物、地下工作物、
埋設／掘削物）について、具体例をあ
げて詳細に解説された。参考図書とし
て、一般社団法人 日本建設業連合会の

「特殊な廃棄物等処理マニュアル」（様々
な特殊な廃棄物について実務的な対処
方法を解説）が紹介された。

最後に、排出事業者責任は大変重い
こと、廃棄物処理法に違反すると罰則
が課せられることが再度強調され、産
業廃棄物処理業者の「第三者評価制度」
を活用して、適切な処理業者に委託す
るなど、引き続き産業廃棄物の適正処
理に協力をお願いしたいとした。

平野 氏
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［建設廃棄物委員会］  三団体合同勉強会

石綿含有建材に関する今後の問題点について

講師：高橋 仁  氏
（一社）東京建物解体協会　副会長

大気汚染防止法の改
正に関して、現場の立場
から、次のような課題の

提起や要望があった。（抜粋）
• 法改正により有資格者による調査が義

務付けられたが、調査者の不足による
着工、工期への影響が懸念される。

• 石綿含有建材の拡大により、撤去費用
の負担が増加している。

• 石綿含有建材使用の可能性が高い年
代の木造家屋の多くが 80m2 以下であ
るが、今回の規制対象外となっている。

• 石綿関連工事への補助金制度等の導
入を早期に検討していただきたい。

高橋 氏

● 第２部
令和元年台風災害廃棄物処理の対応について

講師：大賀 実  氏
（一社）千葉県産業資源循環協会　 副会長

千葉県においては、
令和元年９月 9 日の台風
15 号の上陸から約１ヶ
月半の間に、台風 19 号

接近に伴う災害（10 月 12 日）、大雨によ
る災害（10 月 25 日）と、３つの災害にみ
まわれ、県南部を中心に県下広域にわた
り被害が発生した。（被害は、のべ93,000棟）

災害発生の２日後には、千葉県から協
会へ支援要請があり、「地震等大規模災害
時における災害廃棄物の処理等に関する
協定」（千葉県と千葉県協会が平成 15 年
9 月に締結）に基づき、支援を行った。

災害廃棄物の処理には、実働７ヶ月半
を要した。

災害廃棄物処理の課題として、刻々と
変化する状況にあわせ、速やかに対応す
るためには、日頃からの「備え」が重要（仮
置場設置場所の選定、分別に必要な重機

や作業の有資格者の確保、勤務時間など
労働関係の調整等）といった、事前準備
の必要性について具体的に説明されたほ
か、一般廃棄物では対応が難しいので「災
害廃棄物」というカテゴリーを確立させれ
ば、処理・リサイクルがもっと進むのでは
といった提言もなされた。

● 閉会
当協会の木村尊彦 専務理事から「アス

ベスト問題は、一般住民の健康と同時に、
現場作業員の健康という視点も大事。デー
タに基づいたリスク評価など科学的な施
工を進めるべきだ。災害廃棄物処理につ
いても、建設会社の皆さんと一緒にやるこ
とが多々あると感じた。引き続き協力関係
を作っていきたい。」と挨拶があり、閉会
した。

大賀 氏

人材確保プロジェクト（二木玲子 リー
ダー）は、令和 2 年 10 月 20 日㈫ 14 時より
協会会議室にて 4 社の参加者と 4 社の Zoom
による参加で開催しました。

今回のセミナーの目的は、コロナ禍で変貌
する「人材採用」の手法の中で、Web を使
用した企業説明会、中途採用面接の方法を「ゼ
ロ」から学ぶということでした。

最初に人材確保プロジェクトの二木 リー
ダーより、「コロナ禍でリアルな面接ができな
くなっている現状を踏まえて、協会の会員各
社が IT（Zoom）を利用した採用活動ができ
るように、このセミナーを企画しました。こ
の機会に新たな採用手法を導入され、皆様が
優秀な人材を獲得されますことを祈念致しま
す。」という挨拶がありました。

続いて「ゼロから始める Web（Zoom）採
用について」というテーマで、実際に Zoom
を使用した採用活動を行っている人材確保プ
ロジェクトのメンバーが講義を行いました。

Web で利用できるコミュニケーションプ
ラットフォームは様々ありますが、学生の使

用率がもっとも高いこと、コロナ禍での大学
のリモート講義での使用率も高いという理由
から Zoom を選択したそうです。

導入方法から、Web 説明会開催のための
準備手順、設定の際に気を付けること、参加
者への招待方法、Web 面接での注意点、失
敗しない方法など、動画を交えながら、きめ
細やかなレクチャーを実施しました。

レクチャーがひととおり終了した後、鈴木
事務局長から、新聞記事を引用し、Web を
使用した採用活動は必須になっており、ある
大手企業では最終選考まで Web のみで行っ
ているという現状を説明いただきました。

その後、参加者には実際にご自分のデバイ
スを使用し、Zoom でのミーティング開催ま
での手順を体験していただき、そのサポート
を人材確保プロジェクトのメンバーで行いま
した。

参加者からは、「実際にホストでの実施手
順がよくわかってよかった」などの意見が聞
かれました。

 （小林運輸㈱　坂本  龍光  記）

新卒・中途採用 Web（Zoom）活用セミナー実施報告

人材確保プロジェクト■セミナー

ＳＥＭＩＮＡＲ

セミナー開催風景
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女性部（渡邉久美 部長）は、令和 2 年
10 月 15 日㈭ 15 時より、協会会議室 9 名、
Zoom 参加 7 名にて、経理・総務チームに
よる勉強会『社内コミュニケーションを促
進するための IT 活用勉強会　～いまさら
聞けない基礎知識～』を開催しました。

今回は外部講師を招かずに、女性部幹
事の山下田鶴さん（東港金属㈱）が講師
を務め、コロナ禍で急速に進んだテレワー
クで必須となったコミュニケーションツー
ルの活用テクニック、ＩＴで変化するビジ
ネスマナーなど、すぐにでも取り組みたく
なる内容が満載の講義となりました。

講義内容の一部をご紹介します。
●テクノロジーの進化でビジネスや生活

スタイルは変わる
 既成概念にとらわれず、ＩＴを取り入れ

ることで社内の課題を解決しよう
●社内のコミュニケーションに課題はあり

ますか？
 仕事の属人化やファイル多すぎ問題を

解決し、報・連・相のスタイルを変え
ていく

●コミュニケーションツールの種類と役割
 ＦＡＸや郵便、紙媒体で保管するといっ

た過去のビジネスモデルから脱却し、
 グループウェアを活用しよう
●ＩＴ企業の業態の違いって？　システム

インテグレーターってどんな仕事？
●システム乱立の地獄とセキュリティへの

不信
●『私のいる場所はどこ？』を理解しよう。

データの保存先、プログラムの場所は
違うかも。

●いま主流のコミュニケーションツールと
は？　メール、チャット、テキストメッ
セージの使い分け

●コミュニケーション時代のビジネスマ
ナー

●中小企業の救世主　無料で使える機能
を組み合わせて工夫すれば大幅な経費
削減！
さらに東港金属㈱内での具体的なＩＴ

ツールの使用例など貴重な情報まで提供
していただき、一時間半の講義はあっとい
う間に終了しました。

ＩＴツールの有効活用は企業の発展と
直結しており、逆に上手く活用できない企
業は大きく後れを取るのではという危機感
を覚えました。

環境の側面からも私たちの業界が先陣
を切ってペーパーレス社会を促進し、子
育てや介護といった家庭環境の変化に柔
軟に対応しながら働くためにも、コミュニ
ケーションツールと上手く付き合うことが
必要なのではないでしょうか。

 （㈱ 東亜オイル興業所  松本 智子  記）

勉強会『社内コミュニケーションを促進するための IT 活用勉強会 
～ いまさら聞けない基礎知識 ～』

協会会議室

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 運転中 交差点で右折をするとき、
ミラーにかくれ、横断歩道
に人がいて、ぶつかりそう
になった。

体を上下動し、横断歩道状
況を確認する。

２

施設内荷受け
プラットホー
ム付近で

自社作業員が荷
台に乗って荷下
ろし作業中

収集運搬会社の運転手は
荷下ろし完了と勘違いし、
車両を発進したため、作
業員が荷台から落ちそうに
なった。

荷下ろしをしない収運会社
の運転手は事務所で待機
させること。

３

工場内で ホイルローダー
で横持ち運搬し
ている時

場内が搬入車両などで混
雑していてＵターンが出来
ず、バック走行になり、搬
入車両と接触しそうになっ
た。

場内が混雑している時は無
理な走行をしない。

４

工場内で 搬入物をホイル
ローダーで押し
込んで、バック
で出る時

ホイルローダーと搬入車両
が接触しそうになった。

バックする時は必ず周囲と
バックモニターの確認を徹
底する。

5

現場内で 車両で後進して
いる時

誘導員の指示に従い後進
している際に、左後方の死
角から人影が見えて車両の
後ろを横切った。

後方移動時には、すぐにさ
がらずに安全確認をし、安
全だと判断したら誘導員
の指示でゆっくりと後進す
る。誘導員は周囲の状況確
認を怠らないようにする。

6

工場内で 積み込みをして
いる時

２トントラックがものすご
いスピードで横を走行して
いった。

工場内スピード規制、看板
などの取り付け

身近なヒヤリ・ハット事例 Part 140

作って認識、守って安心、安全衛生規程
〈全産連〉労働安全衛生標語入賞作品　「安全衛生委員長賞」

「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。



24 第 37巻第 9号　通巻第 363 号 25とうきょうさんぱい　令和 2年 12月 1日号

法制度検討委員会（篠原 委員長）

開催日時：  9 月24日㈭ 14 時～ 場所：  協会会議室 出席委員：  11 名

議題及び内容：  

① これまで議論してきたマニフェスト制度に関する要望の検討について、まと
めた内容を最終確認した。

② 「電子契約、電子マニフェスト、帳簿、請求書の効率的な連鎖を検討する」
 次回、白井エコセンター㈱から、契約から請求までの一気通貫のシステムに

ついて、話を聞くこととした。

次回開催日：  10 月 29 日㈭ 14 時～　協会会議室

中間処理委員会　破砕・圧縮分科会（福田 リーダー）

開催日時：  10 月7日㈬ 14 時～ 場所：  協会会議室 出席委員：  9 名

議題及び内容：    

●	二次電池の回収について
破砕・圧縮分科会では会員企業に二次電池処理先に関する調査を行い、二

次電池のルート回収または拠点回収の方法の検討を進める。

次回開催日：  12 月 2 日㈬ 14 時～　協会会議室

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8日㈭ 14 時～ 場所：  協会会議室 出席委員：  6 名

議題及び内容：  

●	東京都都市整備局との打合せ報告と今後の取組について
都市整備局の建設副産物担当との打合せ（9 月 8 日）報告がされた。内容

については、①再生骨材コンクリートの普及促進について②物品等調達品目
の原則使用について③年間発注量等について④意見交換会について

今後は環境局と再生砕石の利用拡大支援策の見直しや、更なる利用拡大
に向けて意見交換を求めていく。

次回開催日：  未定

医療廃棄物委員会（五十嵐 委員長）

開催日時：  10 月14日㈬ 14 時～ 場所：  協会会議室 出席委員：  9 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・静岡各協会の委員が参加）
11 月 25 日に開催を予定しており、当日の詳細を確認・決定した。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、静岡県の部員の一部はリモート参加とする。

②	WDS について
当委員会で新たに感染性廃棄物に特化した WDS を作成した。これを当

協会 HP（トップページの「実務に役立つパンフレット等ダウンロードコー
ナー」）に掲載し、処理業者等へ提供する。

次回開催日：  11 月 25 日㈬ 13 時 30 分～　3 都県医療廃棄物合同懇談会

中間処理委員会　焼却分科会（三田 リーダー）

開催日時：  10 月9日㈮ 14 時～ 場所：  協会会議室 出席委員：  6 名

議題及び内容：  

●	コロナ禍での受入れについて
各社のコロナ禍での感染予防対策と受入れ状況、処理量の現状について

情報共有した。

次回開催日：  令和３年度（日時は未定）

中間処理委員会　中和・脱水分科会（松本 リーダー）

開催日時：  10 月16日㈮ 14 時～ 場所：  協会会議室 出席委員：  ４名

議題及び内容：  

●	今後の活動について
流動性廃棄物の処理過程においての事故や危険を回避するため、2 月に中

間処理・収集運搬の営業担当者向けの勉強会「流動性廃棄物の WDS の運用
方法と注意点について」をオンライン限定開催することが決まり、詳細内容
を議論した。

次回開催日：  1 月 18 日㈪ 13 時～　協会会議室
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賛
助
会
員
　
事
業
紹
介

●  令和２年 9 月 30 日入会の賛助会員

トライシクル 株式会社

1

一般社団法人 東京都産業資源循環協会 推奨

取扱代理店：東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社
引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社
※保険加入要件：一般社団法人 東京都産業資源循環協会正会員企業

◆中間処理施設専用機械保険をご用意致しました◆
【ポイント】

①異物混入による中間処理施設の機械破損事故を補償します。※１
②刃の交換費用については、１事業社につき１保険期間中に３回

を限度に修理費に含めて保険金をお支払いたします。※２
※１補償範囲を「異物混入による破損事故」に限定している点が、通常の機械保険と異なる点です。

※前年に保険金をお支払いした場合次年度の保険期間中は１回を限度とします。

『東産協あんしんパッケージ』のご案内
一般社団法人 東京都産業資源循環協会正会員企業の皆様へ

◆経営ダブルアシストをご用意致しました◆
【ポイント】
①業務災害補償について、最大約56％割引でご加入いただけます。
②新型コロナウイルスへの感染についても補償対象となります。※
③パワハラ・セクハラにも対応※
※補償対象の詳細はパンフレット等をご請求ください。

異物混入により破損した機械の
修繕・取替費用を補償したい企業様へ

コロナ感染 を含む
業務災害補償を見直したい企業様へ

ご不明点やお問合せは以下ご連絡先まで、お気軽にご連絡ください。
東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社
本店営業第一部 担当：西村・藤巻
電話番号：０３－３２４３－７０２２

2020年10月作成 20-TC04770

寄  稿
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I. 電子帳簿保存法
II. 決算賞与

梅 澤　 隆
顧問　公認会計士

I. 電子帳簿保存法

質 問
当社はコンピュータによる会計システム

から損益計算書・貸借対照表・その他帳
簿類を作成しております。書類等の保存を
紙で行っております。そのため、かなりの
量になります。

紙ではなく、電磁的記録による保存を検
討しています。

税務上の取り扱いを教えてください。

回 答
法人や個人事業主は事業に関する書類

や帳簿を備え付け、取引を記録し、保存す
る義務があります。

帳簿書類の記入や保存は時間と手間の
かかるものです。また、書類を保管するス
ペースを確保しなければなりません。その
保管スペースは過去の書類もあり、膨大な
ものとなり、費用も掛かることになります。

そこで、帳簿書類を電子的媒体で保存
することを可能にしたのが、電子帳簿保存
法です。
対象となる帳簿書類

帳簿書類には以下のものがあります。
① 決算関係書類（損益計算書・貸借対

照表等の書類）
② 帳簿（仕訳帳・総勘定元帳・補助元

帳等の帳簿）

③ 証憑類（請求書控え・領収書等）
電子帳簿保存法では自己が最初の記録

段階から一貫してコンピュータを使用して
作成するものをいいます。したがって、手
書きで作成する仕訳帳や総勘定元帳は電
子データによる保存は認められません。

①②の帳簿書類は一からコンピュータよ
り電子的会計データで一貫して作成しなけ
ればなりません。

③の証憑類の保存方法にはスキャナー
保存（領収書等の証憑類をスキャンして読
み取る方法）があります。証憑類について
は、スキャナー保存と電子データでのどち
らでも認められています。

スキャナー保存の場合には正式な書類
として存在することを認める「タイムスタ
ンプ」の付与が必要になります。
税務の届出

電子帳簿保存法は保存方法の特例法で
す。

紙での保存が義務とされている国税関
係書類・国税関係帳簿はコンピュータを使
用して電磁的記録で保存してもよくなりま
したが、その場合は、特例のため税務署に
届け出て承認を得なければなりません。

電子保存を始める３か月前に電子保存
で使用するシステムの概要を記載した書類
等の必要書類を提出し所轄税務署長の承
認が要件となります。

（電子取引と保存）
電子取引とは（取引に関し、又は交付す

る注文書、契約書、送り状、領収書、見積
書その他これらに準ずる書類）の授受を電
磁的方式により行う取引をいいます。

例えば
１ いわゆる EDI 取引
2 インターネット等による取引
3 インターネット上にサイトを設け当

該サイトを通じて取引情報を授受す
る取引等

があげられます。
保存の対象になりますが、税務署への届

出の必要はありません。

II. 決算賞与

質 問
当社は9月決算の製造業を営む会社です。
今期は 8 月末まで損益の状況を見ます

と業績が良いと思われます。そこで、従業
員の功労に報いるため決算賞与の支給を
検討しています。

税務上の取り扱いで留意すべき点があ
れば教えてください。

回 答
昔は賞与引当金が税制上認められてい

た時期もありました。
しかし現在は認められておりません。し

たがって有税でしか賞与引当金は設定でき
ません。

賞与引当金の廃止とともに、決算賞与に
ついて確定債務であるなら計上が認められ
るようになりました。

（決算賞与の損金算入の要件）
法人が事業年度において使用人に対し

て支給する決算賞与については次の要件
を満たしたものについては、その通知をし

た日の属する事業年度の損金に算入するこ
とができます。

① その支給額を各人別に、かつ、同時
期に支給を受けるすべての使用人に
対し通知をしていること。

② ①の通知をした金額を通知したすべ
ての使用人に対しその通知をした日
の属する事業年度終了の日の翌日か
ら１か月以内に支払っていること。

③ その支給額につき①の通知をした日
の属する事業年度で損金経理をして
いること。

（確定債務）
確定債務としては税務上の取り扱いは厳

格に取り扱われています。
例えば、９月決算の会社が９月に決算賞

与を総額３００万円支給することを決めて、
個人別支給額は１０月に決めることとし、
１０月に３００万円支給すれば問題がない
かと言えば認められない場合があります。

１か月以内に支払っていれば問題ないと
思っていても否認を受けることになりかね
ません。総額だけ決めているだけではだめ
です。

また、法人が支給日に在職する使用人に
のみ賞与を支給することにしている場合の
その支給額の通知は上記②の通知には該
当しないこととされています。

９月に在籍していても１０月に退職して
支給日にいない場合があります。

その時にはその退職者には賞与が支給
されないことになります。

その場合には決算賞与として未払金に
計上した総額が否認されることになります。

（対応）
決算賞与を未払計上する場合は実際に

通知書を作成して使用人に交付し、使用人
の確認印を使用人から受け取るなど使用人
に対して通知の事実を後日立証できるよう
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にすべきでしょう。
通知の日付にも注意を払ってください。
また、使用人に対して通知を行ったとし

ても、支給日までに退職した者がいてその
者に支給しなかった場合なども否認される
ようですので退職者がいる場合には留意し
てください。

また、結果的に退職者がいない場合で
も就業規則などにその通知した賞与支給額
を退職者には支給しないことと規定されて
いる場合があります。

この場合も損金算入が認められなくなり
ます。就業規則の規定にも留意しなければ
なりません。

定型の就業規則を採用している場合に
は規定を見てください。

決算賞与が否認された場合、翌期には
認容されますが、他の税制例えば、「給与
等の引き上げ及び設備投資を行なった場
合等の税額控除」に影響することになりま
す。

給与の支給額の金額に影響し、要件を
満たさなくなり税額控除ができなくなるこ
ともあります。

（期末までの支給）
資金繰りに問題がないのであれば、未払

での決算賞与ではなく、期末日までに支給
することも検討してはいかがでしょうか。

（令和 2 年 11 月 11 日現在）

月 日 曜日 行事予定 備考

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

４ 金 人材確保プロジェクト　１４：００～１６：００ 協会会議室

9 水 広報委員会　１０：００～１２：００ 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　幹事会・チームミーティング１３：００～／勉強会１５：００～ 協会会議室

28 月 ＜協会仕事納め＞

1

6 水 ＜協会仕事始め＞

13 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６７回理事会 協会会議室

14 木 全産連　：　理事会　／　新年賀詞交歓会　　　 ＊開催検討中 明治記念館（港区）

18 月 中間処理委員会＝中和・脱水分科会　１３：００～１６：００ 協会会議室

21 木 女性部 協会会議室

22 金 ＊中止決定　新春講演会／賀詞交歓会 ホテル椿山荘東京（文京区）

28 木 青年部　幹事会　１５：００～ 協会会議室

表紙の言葉
●今月の写真：  ［東京 2020］東京メトロ 銀座駅（中央区）　56 年ぶりに大改装されました。
●撮影者： 塩沢 美樹（機関誌編集担当）●撮影日：  令和 2 年 10 月 23 日

株式会社まごころ清掃社の事業内容
と昨今の取り組みについて紹介します。

当社は、昭和 61 年の創立以来、東京
都多摩地区を中心に、中堅企業として一
般廃棄物及び産業廃棄物の再資源化・リ
サイクル事業活動を展開してきました。
現在、産業廃棄物の主力工場である戸吹
中間処理場と、再資源化物を取り扱う鑓
水中間処理場の 2 工場、3 箇所の車両基
地を構え事業活動を行っています。

一般廃棄物では、八王子市を中心と
する年間の取引先は 1000 社を超え、全
ての顧客に対し回収時間の相談など細や
かな対応を行っています。産業廃棄物で
は、年間約 1 万ｔの処理量があります。
処理量の内訳としては 6 割が廃プラス
チック類、2 割が木くず、残りが金属く
ず等となり、リサイクル率は 90％を超
えています。

 また、当社はこれまで事業活動のあ
らゆる面で、環境に与える影響を少なく
した活動を展開することにより、環境マ
ネジメントシステムの継続的な改善を
図ってきました。

昨今では企業の環境への配慮が重要
視されるなか、会社に対する社会のニー
ズも変化しています。また、働き方改革
を発端とした業務効率化、少子化問題に
も直面しています。

当社は「人材」を最重視し、社員に
対する適正処理教育、安全衛生教育及び
福利厚生の充実を図ることで、世界的パ
ンデミックや自然災害発生時にも環境問
題を優先して考えることができる会社づ
くりに取り組んでいます。具体的には、
RPA（ロボティクスプロセスオートメー
ション）の導入、サンクスカード等の社
内インセンティブ制度の制定、職場積
立 NISA 制度の導入など福利厚生の充実
化を図っています。また、顧客の支払い
方法に応えるべく、クレジットカードや
コード決済にも対応したマルチ決済化を
行いました。

環境問題に取り組むとともに従来の
廃棄物処理業へのイメージを払拭させる
べく、さまざまな取り組みに挑戦してお
ります。
 （㈱ まごころ清掃社　嶋野 潔  記）

まごころ清掃社
「まごころ込めて」

産 業 資 源
循 環 情 報

No. 16

まごころ清掃社
戸吹工場
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今年も残すところ、あとひと月と
なり年末の繁忙期を迎えようとして
います。2020 年は、新型コロナウイ
ルス感染症（COVID-19）の流行によ
り政府から緊急事態宣言が発令され
たことに伴い、当協会では感染拡大
防止のため許可講習会、研修会、施
設見学等のイベントの自粛、業務体
制の縮小などの措置が実施されまし
た。また、世界規模でのパンデミッ
クにより、2020 東京大会は 1 年延
期が決定されるなど世界経済にも大
きな影響を与えた年となりました。
当協会においてもこの 1 年を振り
返ってみると、例年の協会行事や委
員会等の活動計画を大きく変更する
年となり、会員企業の皆様方も事業
運営においては大変な 1 年を送るこ
ととなりました。

新型コロナウイルスは、「人類にあえて立ち
止まる機会を与えたのではないか、人類が経
済活動を続けていくには、この機会に大胆な
見直しを図るべきだろう」との新聞記事があ
り、わが業界においては、AI や IoT によるデ
ジタル技術で省力化し生産性を高めるなど大
胆な事業活動の見直しを加速させるチャンス
でもあります。政府からは、年末年始の感染
防止対策として分散休業が提言されています
が各業界に及ぼす影響は様々であり、事業継
続の工夫が必要とされています。

事務局では、感染防止対策として職員を含
め会員や来客の皆様へマスク着用・検温・手
指消毒の徹底をお願いしています。業務体制
においては、職員のシフト制によるテレワー
ク勤務の導入、マニフェスト伝票等の窓口販
売の自粛により FAX 申込による配送、また、
電話対応を 16 時までに短縮しております。こ
れらは、事務局機能を維持継続するための措
置であることをご理解いただき当面の間ご不
便をお掛けしますがご協力のほどお願い致し
ます。

来年こそは、人類が新型コロナウイルスに
打ち勝ち 2020 ＋ 1 の年として、皆様方が一
層の飛躍した年となることを祈念いたします。

 （鈴木）

コロナ禍の行動変容も、その状況
に合わせて進化していて、短期間に
日常生活が変わることへも徐々に慣
れてきているように感じます。

協会では、衛生対策を最優先にし
て各委員会、部会が事業を再開して
います。

9 月は、中間処理委員会による「リ
チウムイオン電池対策」をテーマに
研修会を実施しました。なお、今号
では、セミトップで「リチウムイオ
ン電池による発火事故に関するアン

ケート（関東地域協議会）結果」につ
いて報告します。

10 月は、安全衛生推進委員会が研修会を開
催しました。今号のトップで報告します。全
国の労働災害動向調査によると、令和元年の
一般・産業廃棄物処理業の労働災害率は、度
数率は 6.99、強度率は 0.17 で、ともに望ま
しくない状態が続いています。参考までに、
全産業の度数率は 1.80、強度率は 0.09 です。
休業 4 日以上の死傷者数は、全産業の改善傾
向に対して、産業廃棄物処理業は、あきらか
に長期の右肩上がりの傾向をとっていて、平
成24年の1,233人に対して、令和元年は1,524
人でした。安全衛生は、事業活動の基本として、
最優先しなければならない課題です。ご活用
いただければと思います。
「産業資源循環情報」は、会員各社のリレー

で毎月繋いでいます。今号で 16 社目となりま
す。これまで、ご協力頂きました各社様にこ
ころよりお礼申し上げます。さて今号ですが、
八王子市の㈱まごころ清掃社様にご協力いた
だきました。市内一般廃棄物関連の団体でも
ご活躍中で、地域に根差し総合的な事業展開
をなさっています。このリレー記事は、皆様
からの情報提供によりなりたっております。
ご協力いただけますと幸いです。ご希望の方
は、広報委員会へご一報ください。

師走も近づいてまいりました。多忙な時期
に入りますが、公私ともに衛生管理を維持し
て、令和 2 年の締め括りが佳きものとなれば
と願っております。 （森）
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