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令和４年度  医療廃棄物合同懇談会を開催

1.  開会挨拶
開催県の神奈川県産業資源循環協会の

医療廃棄物部会の伊丹部会長より「会議
参加者へのお礼とコロナ禍は落ち着きつ
つあるが依然として収束していないことか
ら感染性廃棄物の扱いや排出される量な
どの課題があるため、担当省庁、医療機
関や各業者が連携を図る必要がある。こ
の会議を情報交換と今後の連携を図る場
としたい。」と開会の挨拶があった。

2. 意見交換会
各都県協会のこの１年間の取組み状況

を報告の後、意見交換へ進んだ。意見交
換の討議テーマは以下の３項目について
各都県の処分・収運業者代表が発表、活
発な討議が行われ共有化された。
⑴ 今回のコロナ関係の受け手等の問題点
⑵ あらゆる物が値上げの状況での考え方
⑶ 大規模災害等に対する協力体制

⑴ 今回のコロナ関係の受け手等の問題点
・	 感染性廃棄物の発生量増大による処分

遅延が生じている。
・	 エッセンシャルワーカーに該当するが
ワクチン接種の優先権なしとされた。
PCR検査キットを入手しやすくなるよう
にしてほしい。

・	 廃棄物量は増大したが容積ばかりが大
きく重量が軽くなっている。

⑵ あらゆる物が値上げの状況での考え方
・	 客先へ値上げ要請はしづらい環境のた
め、購入容器の材質を変えてコストダ
ウンを実施した。

・	 契約書や請求書など電子化を推進し経
費を抑制した。

・	 購入資材や燃料費の価格上昇により価
格転嫁を実施した。

⑶ 大規模災害等に対する協力体制
・	 絶対条件として「燃料確保」がある。
日頃より独自の燃料供給の構築が必須
である。

・	 保有する車両のいくつかを緊急通行車
両として警察署に登録しておくと有事

令和 4 年 9 月 15 日、神奈川県協会が開催県となって令和 4 年度医療廃棄物合同懇
談会が開催された。本会は東京都、神奈川県、静岡県の産業廃棄物協会の医療廃棄物
委員会・部会が年に一度意見交換を行う場である。２０２０年は東京オリンピック・
パラリンピックが開かれる予定だったため同時期に開催しているこの懇談会は中止と
し、２０２１年はコロナ禍第５波による緊急事態宣言で中止となったため約３年ぶり
の開催となった。今回、静岡県をはじめとする委員は Zoom を利用したリモートで
討議に参加した。

 （日本メディカル・ウェイスト・マネジメント㈱　金原 彩扇）

にフレキシブルな対応が可能となる。
・	 特例措置として保冷庫以外での感染性
廃棄物保管の容認を希望する。

・	 中間処理施設の負担を軽減させるため、
関係者間で協力体制を組むことを考え
たい。

3. 閉会の挨拶
静岡県産業廃棄物協会の医療廃棄物部

会の新井部会長より「コロナ禍が依然と

して続いている中、感染性廃棄物の課題
も同じように解決されずにいる。またこの
タイミングで石油の高騰、そのほか資材
の価格上昇などの問題がクローズアップ
された。これらの問題を関係省庁、医療
機関、各業者が連携をはかり解決してい
きたい。」と閉会の挨拶があった。

来年は静岡県での開催の予定である。

医療廃棄物委員会

懇談会会場

神奈川県産業資源循環協会
医療廃棄物部会

伊丹 部会長

静岡県産業廃棄物協会
医療廃棄物部会

新井 部会長

東京都産業資源循環協会
医療廃棄物委員会

五十嵐 委員長 
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収集運搬委員会（加藤宣行 委員長）は令和４年９月 14 日の委員会において、労働
環境の改善や従業員のモチベーションアップにつながる自社の魅力や強みを発表し合
い、意見交換や質疑を野村邦博委員の司会進行で行った。

 （アースサポート㈱　尾﨑 俊也）

「わが社の取組みについて発表・情報交換」について

● 開会挨拶
加藤委員長より「以前より収集運搬

委員会各委員の会社それぞれの特徴や情
報を共有したいという思いがあり、今回
の企画となった。各委員が手を上げてい
ただき感謝申し上げたい。」と開会挨拶
があった。
なお、今回は時間の都合で 10社に発

表いただいた。

● 発表
加藤商事㈱（加藤委員長代理の野口さん）：
「「サスティナブルな企業へ【脱炭素・
健康経営の取組】」。特に健康経営と脱
炭素に取り組んでおり、健康経営優良
法人の認定を目指す。また、2050年ま
でにCO2排出量実質ゼロを目指す。

㈱都市環境エンジニアリング（新川委員）：
「羊を用いたメガソーラー発電所の除
草」。埼玉県朝霞に農場を持っており、
そこで８頭の羊を飼っている。外部か
らの依頼を受け、4月から11月にかけ
て太陽光発電の下草を食べさせており、
エコな除草をしている。

ティー ･ ビー・ロジスティックス ㈱
（相川副委員長）：「我社の取り組み発表」。

親会社東京ボード工業㈱で製造される
パーティクルボードの配送をメインにし
ており、一般貨物運送事業、産業廃棄
物収集運搬業、環境ソリューション事
業という３つの柱がある。動脈物流と
静脈物流の一体化という循環型ビジネ
スモデルを構築している。

㈱東京クリアセンター（野村幸江委員）：
廃棄物回収車両が135台あり、ハンディ
ターミナル、デジタコ、ドラレコを設
置している。オフィスビルや複合施設、
商業施設で常駐業務を行っており、グ
ループ会社の㈱アルフォでは食品リサ
イクルを行っている。

アースサポート㈱（尾﨑委員）：「弊社の
M&A戦略とM&A後のPMIの取り組み
事例」。成長エンジンとしてM&Aを位
置付けており、実際はM&Aした会社を
どう伸ばしていくかが重要。規程を統
一し、その通りに経営できているかを
内部監査でチェックする。

日本サニテイション㈱（植田委員）：「捨て
られるものを、愛されるものへ」。今年
で65期の会社。GXリーグに入っており、
X（トランスフォーメーション）から課

題抽出をしていくべきだと考えている。

㈱京葉興業（石井委員）：「全社的な安全
意識向上方法～各部門におけるプロ意
識とは～」。安全意識の向上が顧客サー
ビス向上に繋がると考えている。大切
にしているのは３つの意識、①当事者
意識、②仲間意識、③プロ意識。

㈱三凌商事（大崎委員）：「株式会社三凌
商事の特徴」。1975年創業、47年。町
田市と相模原市をベースにその周辺も
含めて活動している。社員に対する福
利厚生や労働対価及び労働環境の改善
について真摯に対応している。

丸順商事㈲（矢部委員）：羽村市を拠点と
した地域密着型の会社。経営理念は「市
民、顧客、社会、そして全社員からの
信頼・支持を継続的に維持し続ける企
業を目指します」。特に社員教育に力を
入れており、「人材共育」という考えで
進めている。

白井エコセンター㈱（白井委員）：「白井グ
ループの取組み」。３ヵ年計画を「廃棄
物ビジネスのDXにより、新たな都市

のインフラ産業に～脱炭素・資源循環・
新しい街づくりへ～」というビジョンで
進めている。

● 講評
今回企画運営を行なった吉野委員よ

り、「時間の関係で４名ほど発表ができ
ず申し訳ありません。発表を５分に区
切ったことで発表者の熱量が感じられた
のが良かったと思う。もっと言いたいこ
と、もっと聞きたいこともあったと思う
ので、今後の委員会で検討していただき
たい。」とまとめの言葉があった。

● 閉会挨拶
相川副委員長より「発表者の皆さん

は、発表の準備をすることで自分の会社
を見つめ直す機会になったのではない
か。自分の会社を短時間でどうアピール
するかを経験していただけた。皆さんの
話を聞き、本企画は本当に成功したと感
じた。また、プレゼン資料を作る上で、
他の人に一から十まで説明するより写真
等を使ったり新しいことを入れたり、自
分の思いを込めた方が人に伝わることが
分かった。」と閉会挨拶があった。

講評の吉野委員

収集運搬委員会

司会の野村委員
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（公社）全国産業資源循環連合会（全産連）は、低炭素社会実行計画を策定してい
る（2015 年 5 月策定、2017 年 3 月改訂）。この計画では、都道府県協会に所属す
る産業廃棄物処理業者（会員企業）における地球温暖化防止対策の取組状況に応じた
カテゴリー分けを全産連が行うこととしている。
全産連では、2021 年度の調査の結果、全国で 144 社（2020 年度より 9社増）を

第一カテゴリ―と確認したので、その企業名を 2022 年 6月 28日に公表した。
第一カテゴリ―企業とは、温室効果ガス削減目標等を定め、CSR 報告書等により

公表し、全産連が行う実態調査に協力する企業をいう。
下記の表では、（一社）東京都産業資源循環協会の会員になっている企業の中で、

第一カテゴリー企業として公表された企業名を掲げる。
毎年連続して第一カテゴリーに留まらない企業もあるようだが、会員企業の皆様

にあっては、ぜひ毎年第一カテゴリ―を目指して地球温暖化防止対策に取り組んでい
ただきたい。

全産連　低炭素社会実行計画　第１カテゴリー会員企業　を公表
専務理事　木村 尊彦

東京都協会会員分
「全国産業資源循環連合会 低炭素社会実行計画」に基づく 

第 1 カテゴリー会員企業一覧
2022.06.28 公表

会 社 名

エコシステムジャパン ㈱ 東港金属 ㈱

㈱ クレハ環境 エスジー ㈱（旧：クリーンテックシオガイ東京㈱）

日曹金属化学 ㈱ ㈲ 丸保商店

㈲ 太盛 ㈱ 旭商会

比留間運送 ㈱ ㈱ グーン

㈱ タケエイ 青木環境事業 ㈱

㈱ エコワスプラント ㈱ ミダックホールディングス

高俊興業 ㈱ 松田産業 ㈱

㈱ アール・イー・ハヤシ ㈱ 浜田

㈱ 利根川産業 ㈱ リライフ　

東鉄工業 ㈱ アサヒプリテック ㈱

何処で 何をしている時 何がどうした 改善事項

１

排水処理室
で

通路を歩いてい
るとき

床が濡れて滑りそうになっ
た

濡れの原因となる漏れの
修理（修理完了までは転
倒防止マットを設置）

２

工場内で 通路を歩いてい
るとき

グレーチング床が変形しつ
まずきそうになった

床面の修理（修理完了ま
では立ち入り禁止措置）

3

灰貯槽周辺で 給脂作業中 換気用ダンパの操作棒に
ぶつかりそうになった

トラテープにて養生と注意
喚起用蛍光リボンを取り
付けた

4

工場内で 灰排出弁のグリ
スアップをする
とき

可動部のカバーの裏側に
隙間があり、手が入りそう
になった

保護カバーの追加取り付
け

5

プラント内で 薬品受入扉から
薬品を受け入れ
る時

表示が薄くなっていて場所
を間違えそうになった

表示を更新（文字も大き
く改善した）

6

プラント内で 移動中 自分が何階にいるのかわか
らなくなった

階数表示、エリア表示、
系統表示を増やした

7

荷受けコンベ
アで

コンベア上の廃
タイヤを並び替
える時

別の作業員がコンベアを
回してしまった

コンベアを回す時は、必
ず声をかけて人がいない
ことを確認してから回す

「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。

160
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東京都産業資源循環協会
賛助会員業種別一覧表

今回、当協会の賛助会員の業種別一覧表を作成しましたので、会員の皆様方の業務上
の相談等に役立てていただければ幸いです。なお、連絡先は協会ＨＰの賛助会員名簿を
ご覧ください。

一賛助会員あたり年２回以内で機関誌にチラシの同封を行っております。
同封を希望される際には事前に同封物の原稿の確認を行いますので、協会事務局まで

ご連絡いただきますようお願いいたします。
ぜひ、ご活用ください。

業種グループ名 賛助会員 No 会社名

⑴ 行政書士・コンサルタント

117 秋葉原経営行政事務所
173 行政書士 笹島総合事務所
214 行政書士法人　産廃コンサルティング総合事務所
227 アミタ ㈱
237 エコスタッフ・ジャパン ㈱
248 ㈱ 環境と開発
254 サナート行政書士事務所
255 イーテラス ㈱
256 社会保険労務士・行政書士　今井まさみ事務所
260 ㈱ アスア
268 ㈱ ゼスト
269 行政書士事務所　ジョージ

⑵ 人材サービス

239 アデコ ㈱
273 ㈱ ドラＥＶＥＲ
274 ㈱ プレックス
281 ㈱ マイナビ

⑶ システム・ソフトウェア・
IT

125 西新サービス ㈱
145 ㈱ 協和エクシオ
210 ㈱ エスエムエス
221 ㈱ イーシス
232 矢崎エナジーシステム ㈱
240 ㈱ ＪＥＭＳ
242 ㈱ トランス・アイ
247 ｗｅｅｅ ㈱
251 エクオ ㈱
258 ㈱ タイガー
272 トライシクル ㈱
275 ㈱ イーアイアイ
276 あさかわシステムズ ㈱
282 資源循環システムズ ㈱

2022 年 9 月 1 日現在

業種グループ名 賛助会員 No 会社名

⑷  機械・機材製造業

13 日本キャタピラー合同会社
34 新明和工業 ㈱

163 富士車輌 ㈱
168 オキノ
205 日立建機日本 ㈱
216 いすゞ自動車首都圏 ㈱
217 ㈱ 御池鐵工所
219 ㈱ 新居浜鐵工所
222 コベルコ建機日本 ㈱
230 東和工業 ㈱
234 ㈱ フジテックス
243 極東開発工業 ㈱
265 ㈱ ＮＣＭ
277 ㈱ タウ　横浜支店
278 日建リース工業 ㈱
280 ㈱ 動力

⑸  保険業

136 損害保険ジャパン ㈱
155 ㈱ はとバスエージェンシー
236 東京海上日動火災保険 ㈱
262 あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス ㈱  東京支店

⑹  環境測定

46 内藤環境管理 ㈱
147 ㈱ 高見沢分析化学研究所
218 ㈱ 環境管理センター　営業本部
220 ㈱ イング
253 ㈱ ＬＳＩメディエンス

⑺  出版・印刷 124 皆川美術印刷 ㈱

⑻  環境産業・廃棄物処理業

20 東京鍍金公害防止協同組合
64 クリーントーキョウ協同組合

164 全国オイルリサイクル協同組合
184 ㈱ トクヤマ
211 ＤＯＷＡエコシステム ㈱
228 ㈱ リライフ
246 ㈱ ＩＮＥ
263 ㈱ ティプロ
264 ㈱ ミダックホールディングス

⑼ 建設業・解体業・ 
ビル管理業

24 深澤工業 ㈱
59 一般社団法人 東京建物解体協会
63 鹿島建設 ㈱　東京土木支店
67 共立建設 ㈱

153 大星ビル管理 ㈱
180 ㈱ キャプティ

⑽ 専門サービス業
257 中央電力 ㈱
261 ㈱ クレディセゾン
279 ㈱ 大丸松坂屋百貨店

東京都産業資源循環協会   賛助会員業種別一覧表
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令和４年度労働災害防止計画の重点実施項目は安全衛生規程の作成となっています。

●「そもそも安全衛生規程ってなあに？」

こんな疑問を持つ方いらっしゃいませんか？

安全衛生規程とは、「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

施すべき事項をわかりやすく、かつ具体的に明文化したものです。

従業員が理解しやすい労働災害防止のための規程を作成し、労使が一体となって取り組む

ことが大切です。労働災害防止のために必要なものです。

※常時 人以上の労働者が使用する事業場では、就業規則を作成すること、その中に安全

衛生規程を含めること、安全衛生規程は安全委員会等で調査・審議して、労働者の意見を

聞き、意見を記した書面を添えて労働基準監督署に提出しなければなりません。

●「作らなきゃいけないのはわかっているけど、どうやって作ったらいいかわからない・・・」
お気持ちわかりますよ！ 大丈夫です！ 簡単に作れるツールがあるのでご紹介しますね。

全国産業資源循環連合会のホームページのトップページの「処理企業の方へ」 をクリックし

て、さらに「安全衛生」をクリックすると安全衛生のページになります。

中程の「安全衛生管理体制の構築」の欄の「安全衛生規程作成支援ツール（令和元年５月更

新）」はこちらをクリックしてください。

そして、当協会からお送りする安全衛生活動現状調査票（ 月発送（予定））の

「安全衛生規程作成」に○をつけてご返送願います。

（全産連 画面）

次の「安全衛生規程作成支援ツール」画面になります。

会社名入力 従業員数選択 処理内容選択 表示オプション選択

最後に 作成ボタンをクリックしてください。

テキストファイルで出力されますので保存してください。見やすくするために、 等に貼り

付けてご利用ください。

このツールで作成したら必ず自社の内容に合っているか確認、修正してください。

安全衛生規程は、作成するだけでなく実践することが大切です。

いつでも従業員の皆さんが確認できるように職場の見やすい場所に掲示したり、備え付けた

りしてください。

安全衛生規程を作成しましょう
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子供たちを大自然に触れさせようというテーマで「東京都内でできる自然体験」
を東京都西多摩地域の青梅市内で 2 年ぶりに開催しました。青年部員と子供、ご夫婦、
会員企業の社員など 30 名が参加し、新型コロナウイルス感染症予防対策を万全に準
備をして体験学習を行いました。

 （青年部 コミュニケーション委員会　㈱ 三凌商事　大崎 秀也 記）

青年部主催の環境教育

東京都内でできる自然体験

予防の観点から今回は多摩川の生態
散策を行わず、森や周辺の生物観察と環
境クイズで盛り上がりました。
森を散策すると杉の木立や沢のせせら

ぎなど協会事務所のある神田からは想像
ができないほど大自然に囲まれているこ
とに驚かされ、同じ東京都なのかと目を
疑うような世界が目に飛び込んできます。

ゴマダラカミキリ
（左の写真）、コオニ
ヤンマなどの昆虫類
やアオゲラ、サシバ
などの野鳥を観察し
ながら、大人も子供

も夢中になって色んな生き物を目で追っ
ていました。途中でスズメバチに遭遇し
て冷や汗をかいた場面がありましたが、
普段接することが少なくなった大森林を
全員で体験し、川と森林で形成される東
京都のビオトープを肌で感じながら、参
加をした子供達や大人達も楽しく自然環
境の大切さを改めて学ぶ機会となりまし
た。下山しながら木立を吹き抜ける爽や
かな風が、歩く疲れを癒してくれました。 都内とは思えないほどの大自然を満喫しました

2 年ぶりの「自然体験」に参加いただいた皆さま

子供達の自然体験を終え下山した
後、青梅市の煉瓦堂朱とんぼにてバーベ
キュー親睦会を開催しました。新型コロ
ナウイルス感染症対策を行った上で久々
に顔を合わせる会員同士は近況を報告し
合い、お腹を空かした子供たちは炭火焼
の肉や野菜を頬張りながら、家族ぐるみ
の親睦を図ることができました。
親睦会の途中で青年部コミュニケー

ション委員会スタッフが企画したジャン
ケン大会やチーム対抗クイズ大会で大人
も子供も盛り上がり、とても楽しく終え
ることができました。終了後はバーベ
キュー会場のごみ分別を皆で協力しなが
ら片づけを行い、それぞれ帰路につきま
した。
2年ぶりの開催となった自然体験行事

を来年も開催して参りたいと思いますの
で、青年部員のお子様たちをはじめ会員
企業の皆さまのご参加をお待ちしており
ます。

また企画・設営・買出しにご尽力頂
いた青年部スタッフの皆様、心より感謝
申し上げます。

大きなお肉とジャンケン大会で盛り上がりました
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理 事 会 ・ 委 員 会 報 告

医療廃棄物委員会（五十嵐 委員長）

開催日時：		８月25日㈭13時30分～	 場所：		協会会議室	 出席委員：		12名

議題及び内容：

①	神奈川県・東京都協会　医療廃棄物部会・委員会　調査結果と緊急要望について
新型コロナウイルス第７波の感染拡大による業務への影響を受け、東京都と神奈

川の協会連名で、全国産業資源循環連合会に対し、環境省への緊急要望を出すよう、
作業することとした。

②	一都二県医療廃棄物合同懇談会について
9/15に神奈川県で開催される一都二県医療廃棄物合同懇談会（東京・神奈川・静岡）

に向けて、発言内容についての打合せを行った。

次回開催日：		９月15日㈭14時～　一都二県医療廃棄物合同懇談会

収集運搬委員会（加藤 委員長）

開催日時：		9月14日㈬	14時～	 場所：		外部会議室＋Web会議	 出席委員：		14名

議題及び内容：		

①	委員各社からの発表・討議について
委員各社が労働環境の改善や従業員のモチベーションアップにつながる自社の魅

力や強みについて発表し、質疑応答や意見交換を行った。
②	視察・見学会について（10/26開催予定）

担当委員より概要の説明があった。
③	ヒヤリハット動画を活用した研修会（11/18開催予定）

会員向けの開催案内について内容の確認を行い、当日の役割分担を決定した。

次回開催日：		10月26日㈬	14時～　施設見学会

中間処理委員会　中和・脱水分科会（板垣 リーダー）

開催日時：		９月６日㈫14時～	 場所：		　協会会議室	 出席委員：		5名

議題及び内容：		

①	令和４年の活動について
②	１２月に廃液・汚泥施設の見学会を予定（日程調整中）
③	２月２０日	分科会開催予定

次回開催日：		令和4年12月　施設見学会

人材確保プロジェクト（二木 リーダー）

開催日時：		９月21日㈬14時～	 場所：		協会会議室＋Web会議	 出席者数：		７名

議題及び内容：			

①	１１月開催予定の会員向けセミナー「中途採用について（仮）」について
・	 講師を依頼した㈱マイナビ（当協会賛助会員）より、当日使用する資料（案）に
基づき講演内容の概要説明を受けた。

・	 講演内容について検討した結果、業界に特化した効果ある求人ポイントや成功
事例の詳細説明等を盛り込んだ内容にブラッシュアップすることとなった。

・	 開催日等については、１１月１６日（水）１４時～１時間程度、Web開催とす
ることを決定した。

②	東京しごと財団「業種別人材確保オーダーメイド型支援事業」への参加について
・	 東京しごと財団の担当者より同事業の概要について説明を受けた。
・	 同事業への参加について検討した結果、協会として参加申請手続きを進めていく
ことを決定した。

③	メールニュースの配信について
・	 今後の配信内容について検討した。

次回開催日：		11月16日㈬14時～　セミナー開催

表紙の言葉
●今月の写真：		［生まれ変わる公共トイレ］西原一丁目公園トイレ（渋谷区）

甲州街道に沿って細長く伸びる、公園というより遊歩道
のようなところです。このトイレ、改修以前は利用頻度が
極めて少ないという実態がありました。クリエイターの
「従前よりも明るく開放的なトイレをもたらすことで、ト
イレ単体ではなく、この公園全体のイメージを改善するこ
とを目指す」とのコメント通り、トイレ外装はシンプルな
形ですが、明るい青と緑の濃淡が周囲と調和し、内装の曇
りガラスには木の模様が浮かび上がる美しいデザインで、
誰もが使い易い空間となっていました。
●参照：「THE TOKYO TOILET」（日本財団） 

　☞https://tokyotoilet.jp

●撮影者：	塩沢	美樹（機関誌編集担当）
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第１回 東京都太陽光発電設備高度循環利用推進協議会を開催

東京都環境局資源循環推進部は、令和４年９月１日㈭午前 10 時から、第１回東京
都太陽光発電設備高度循環利用推進協議会を開催しました。

行政だより

１．都における太陽光発電設備の現状
我が国における太陽光発電設備は、

気候変動問題への対応やエネルギーセキ
ュリティ等の観点から、2009 年の余剰
電力買取制度や 2012 年の固定価格買取
制度を契機として急速に普及してきた。
一方、都内においても、土地の制約上、
大規模な発電事業用は比較的少ないもの
の、住宅用を中心に普及拡大しており、
今後も設置件数の増加が見込まれてい
る。
太陽光発電の普及状況をみると、全国

では発電事業用が 8割を占めるが、都
内では住宅用が 7割を占める。

これらの発電設備はいずれ廃棄され
ることになるが、一般的に太陽電池モジ
ュールの寿命は 20 年から 30 年とされ
ていることから、2030 年代半ば以降に
は、これら設備の廃棄が本格化するもの
と推計されている。

使用済みとなって排出される事業用
太陽電池モジュールは、まだ少ないとは
いえ、既にリユースやリサイクルに向け
て動き始めている。

一方、都内で 7割を占める住宅用太
陽電池モジュールについては、少量で散
発的に排出される特性から収集運搬や処
理が非効率となり、リユース・リサイク
ルする仕組みがまだ整っていない。

行政だより

２．東京都使用済太陽光発電設備リサイ
クル検討会
そうした中、都は、2018 年に専門家

で構成する「東京都使用済太陽光発電設
備リサイクル検討会」を設置し、モジュ
ールのメーカー、リユース・リサイクル
業者、解体業者、ハウスメーカー等の関
係事業者に直接ヒアリングを行うなど実
態把握に努めながら、今後廃棄が本格化
することが見込まれる太陽光発電設備の
資源循環及び適正処理の促進に向け、検
討を進めてきた。そして、本年 6月の
最終検討会において、都内の多くを占め
る住宅用太陽電池モジュールの排出特性
を踏まえ、適切に資源循環の流れが構築
されるよう、基本的な取組の方向性を示
すとともに、具体的な取組の進め方まで
を示した報告書を取りまとめた。

３．東京都太陽光発電設備高度循環利用
推進協議会
この度、検討会報告書に基づき、解

体業者、収集運搬業者、リサイクル業者
等で構成する「東京都太陽光発電設備高
度循環利用推進協議会」を設置し、近年、
首都圏で増加しているリサイクル施設を
活用し、住宅用太陽光発電設備のリサイ
クルルートの確立等に取り組んでいくこ
ととした。
第１回協議会は、本年９月１日に開

催し、協議会会長の村上資源循環計画担
当部長の開会挨拶から始まり、協議会委
員の紹介、協議会立ち上げの経緯や今年
度協議会で実施する事項等の事務局説明
を行った。協議会最後には、実際に実務
に携わる方だからこそ分かる課題や意見
などについて、各委員による活発な情報
交換が行われた。

協議会委員　一覧
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行政だより

東京都では区市と共に、建築物解体現場等における建設副産物のリサイクル等を適正
に進めるために都内全域で一斉パトロールを行っています。今回のパトロールは、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大の影響を鑑み、安全対策を講じて実施いたしました。

１　実施期間
令和4年6月1日（水曜日）から6月30日（木曜日）まで

２　実施主体
東京都及び特定行政庁（23区及び多摩の11市【注】）

【注】	 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、
町田市、小平市、日野市、国分寺市、西東京市

３　実施対象
建設リサイクル法第10条の届出が必要な工事

４　実施内容
抜き打ちで現場調査を行い、分別解体や再資源化等の状況を確認し、必要に応じて関

係者に対し指導等を行いました。
また、石綿含有建材の分別状況やフロン回収処理状況等を確認するため、一部の現場

では、建設部局、環境部局のほか、石綿障害予防規則を所管する厚生労働省東京労働局
各労働基準監督署と合同でパトロールを行いました。

５　実施結果
1.		当該月の対象建設工事届出件数2,325件の約24％に当たる561件に対してパトロー
ルを行いました。
2.		分別解体の不徹底などが確認された現場において「法に基づく助言」を9件、その他
「法に基づかない指導等（軽微な事項や他法令違反の場合等）」を164件実施しました。
3.		廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく指導等を16件実施しました。
4.		石綿の飛散防止対策に関して、大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく指導を125
件実施しました。
5.		フロン排出抑制法に基づくフロン回収・処理については、違反は認められませんでした。
6.		引き続き適正な処理が行われるよう、周知等を実施してまいります。

港区　解体現場

建設リサイクル法等に関する一斉パトロールを実施しました
2022 年 8 月 29 日　 都市整備局、環境局

【東京都 HP より　https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/08/29/05.html】

重量違反が道路を壊す。
規定の重量をオーバーした大型車が、道路を損傷させる原因の約９割。
軸重が基準の２倍オーバーで、橋梁には４０００台分のダメージを与えます。

荷主の方へ
●重量違反に関与した場合、
　荷主責任を追及。
●関与が認められれば警告。
　主体的違反には、
　荷主勧告を発動。

運送事業者の方へ
●重量違反すると、
　運転者、運送事業者とも
　罰則適用。
●悪質な違反は、
　即時告発。

重量守り、道路を守ろう。

一般社団法人 千葉県トラック協会、一般社団法人 東京都トラック協会、一般社団法人 神奈川県トラック協会、一般社団法人 埼玉県トラック協会、一般社団法人 全国クレーン建設業協会
（千葉支部、東京支部、神奈川支部）、埼玉クレーン協会、警視庁、千葉県警察本部、神奈川県警察本部、埼玉県警察本部、国土交通省 関東地方整備局、国土交通省 関東運輸局、千葉県、 東京都、
神奈川県、埼玉県、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、さいたま市、東日本高速道路株式会社 関東支社、 中日本高速道路株式会社 （東京支社、八王子支社）、首都高速道路株式会社（順不同）

〈１０月は大型車通行適正化推進月間〉

連絡協議会ホームページ

令和4年4月から、
新しい制度でも通行が
可能になりました。
あらかじめ車両の登録をしておけば、貨物情報や
発着地を入力するだけで即時に通行可能な経路が確認でき、
通行が可能となります。

特殊車両通行許可が必要。
定められた重さ、長さ、高さ、幅をひとつでも超える車両は、許可申請をしてください。

即時に通行可能な経路を回答
（ウェブ上に地図表示）

まず保有車両を登録
利用時には走行車両の選択

積み荷情報の入力

発着地の入力

詳しくはこちら

車両、積み荷または通行経路によって、新しい制度をご利用いただけない場合が
ありますので、詳しくはホームページをご確認ください。

荷主の方も運送事業者も、重量違反は止めましょう。

行政だより
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昭和58年６月に会社を創立、当時の日
本は経済成長への真っただ中、それに反
して河や空気は汚染されていく中、廃棄
物処理法や環境に関するリサイクル法な
どが整えられて、現在は資源循環型社会
へと歩み進んでいます。
弊社はそんな流れの中で、当初は引越

業の廃棄物を扱うことから始まり、一都三
県の産業廃棄物収集運搬業務、東京都稲
城市にて産業廃棄物中間処理業務、２３
区内及び三多摩地区の事業系一般廃棄物
処理業務、フロン充填回収業務などを手
掛けて、今期で４０周年を迎えるまでにな
りました。
また、静脈産業の一翼として気候変動

防止を目指す「地球温暖化ストップ」を
スローガンに掲げ、温室効果ガスの排出
抑制と、何より地球保全のため、資源を
浪費しない循環型社会の形成を常に考え
てお客様に提案し、3R推進に「何ができ

るか」を日々業務の中で常に念頭に置く努
力をしております。
今年の４月から「プラスチックに係る資

源循環の促進等に関する法律」が施行さ
れました。製品の企画、製造、販売、排
出事業者、廃棄物処理業者がそれぞれの
立場は違っても環境への取り組みが同じ
方向へ進むことに期待できるのではない
かと思います。
弊社の稲城市内での中間処理施設では、

徹底した分別ができる技術や目視力を養
い、再資源化、固形燃料化へ搬出できる
ように日々切磋琢磨しており、取り扱う廃
棄物のほとんどが目的に達成しておりま
す。また地域に貢献し、地域に求められ
るような企業へと発展できるように頑張っ
てまいりたいと思っております。
	 （㈱	トーホークリーン
	 	 代表取締役　前川	佑子）

産 業 資 源
循 環 情 報

No. 37

株式会社 トーホークリーン

地域に密着　自信と誇りを持てる企業へ

ペットボトルの再資源化処理工程
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●  令和 4 年 6 月 30 日入会の賛助会員

資源循環システムズ 株式会社賛
助
会
員
　
事
業
紹
介

 

代表取締役 林 孝昌 

 

 デジタル化の推進が国全体にとって喫緊の課題となる中、リサイクルビジネスは、社会経済活動を

支える重要インフラであるにも関わらず、その業務効率化や生産性向上に資するデジタル・トランスフ

ォーメーション（以下、「ＤＸ」）促進が停滞しています。当社は、産官学連携による廃棄物処理・リサイク

ル業界のＤＸ実現を目指します。 

 

守りのＤＸ 

 

 

攻めのＤＸ 

 

【連絡先】 

資源循環システムズ株式会社  取締役 瀧屋 直樹 

（電話）070-4013-5699 （メール）info@rcs-dx.jp (HP)https://rcs-dx.jp/ 

〒105-0004東京都港区新橋 2-16-1 ニュー新橋ビル 9FLIFEREE WORK 新橋内 

（令和 4年 10月 12日現在）

月 日 曜日 行事予定 備考

11

4 金 地区別懇談会（２３区内）第２回目　１５：００～１６：４５　懇親会１７：００～ エッサム神田ホール２号館（千代田区）

7 月 中間処理委員会　「意見交換会」　１４：００～ エッサム神田ホール２号館（千代田区）

8 火 安全衛生推進委員会　１４：００～　（１５：００～） 協会会議室

9 水

広報委員会　１０：００～ 協会会議室

協会役員と新入会員との懇談会　１３：３０～ 協会会議室

総務委員会　１５：００～ 協会会議室

11 金 中間処理委員会　施設見学会・勉強会　９：３０～１２：３０ （目黒区）

15 火 法制度検討委員会　１４：００～ 協会会議室

16 水 人材確保プロジェクト　セミナー　※Web開催 協会会議室使用

17 木 女性部　幹事会 協会会議室

18 金 収集運搬委員会　研修会　１４：００～ エッサム神田ホール２号館（千代田区）

21 月 建設廃棄物委員会　１５：００～ 協会会議室

22 火 建設廃棄物業界のDX推進WG【東京モデル】Bチーム　１４：３０～ 協会会議室

25 金 関東地域協議会 山梨県

28 月 医療廃棄物委員会　１５：００～ 協会会議室

29 火 青年部　幹事会 協会会議室

30 水 中間処理委員会＝破砕・圧縮分科会　１４：００～ 協会会議室

12

13 火 中間処理委員会＝中和・脱水分科会　施設見学会 会員企業（神奈川県川崎市）

14 水
広報委員会　１０：００～ 協会会議室

三役会議　／　常任理事会　／　第７９回理事会 協会会議室

15 木 女性部　幹事会／　勉強会 協会会議室

16 金 青年部　幹事会 協会会議室

28 水 ＜協会仕事納め＞

訃報
高橋	俊美	氏（当協会	名誉会長、高俊興業㈱	取締役会長）が 9月 14日、

逝去されました（72歳）。謹んで哀悼の意を表します。
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映画の中で、ジェンダー問題や LGBTQ をめぐる会話や行動を取り上げている場面を
紹介していこう。

 専務理事　木村 尊彦

 ■「最後の決闘裁判」（２０２１）
１３００年代のフランスの、騎士とその妻と従騎士の話。この映画は、同一事象を夫と
妻と加害者それぞれの視点から描く。舞台は中世だが現代の我々の言動に投げかけるも
のがある。
騎士は若い妻をめとる。なぜなら、妻の親の領地を持参金として手に入れたいから。

跡取りの子どもが欲しいから。
妻の被害を訴える権利は女性にはなく、夫にしかない。なぜなら、妻は夫の所有物で

あるから。
妻は被害を受けたことを夫に告白するが、夫はそれを聞いても妻をいたわろうとはしな

い。なぜなら、被害は夫である自分の名誉を傷つけられたとしか思わないから。
義母は私も同じ被害にあったことがあるが、黙っているべきという。なぜなら、自分は

こうして人生を送れているから。
加害者はなんでも自分通りになると思っている。なぜなら、自分は学があって、いい男

で、金持ちだから。
これらに対し、妻が立ち上がる。"I	spoke	the	truth.		I	will	not	be	silent."

 ■「イントゥ・ザ・スカイ」（２０１９）
１８６２年、ロンドンから熱気球に乗ってそれまでの最高高度７，０００
ｍを超えて上昇し、天気予報のための気象法則を見つけたいと思った気
象学者と、熱気球を操作する女性の話。この女性なくして気象学者は地
上に生還できなかった。
英国科学協会で気象学者が拍手を受ける場面に、彼女は招待されず、

気象学者も連れて行かない。その当時の科学協会は女人禁制だったから？

 ■「静かなる情熱　エミリ・ディキンスン」（２０１６）
南北戦争時代の米国、１８３０～１８８６年に生きた女性詩人。地元の新聞は、女性に

は冷たく批判しかしなかった。詩を残すことで自分の存在が世に認められたが。

 ■「クリムト　エゴン・シーレとウィーン黄金時代」（２０１８）
１９１８年に亡くなったエゴン・シーレは、真に女性と向き合っていたので、ヌードの
女性を立ったスタイルで描いた（シーレのサインを見るとそういう位置になる）。しかし、
現代の男性キュレーターの多くが、横に寝た状態で展示しようとする、という。

映画で見るジェンダー問題＋ LGBTQ
投稿  ■「レディ・マエストロ」（２０１８）

１９２０年代、女性はオーケストラの指揮者になれな
かった。なぜなら、女性に命令されたくなかったから。
男性の仕事を奪われたくなかったから。女性は家にいて
子どもを育てるべきだから。
どうやって指揮者になれたのか。それは、自分の能力

への強い自信、自分は成長の余地がまだあると思う気持ちを持っていたから。また、自分
の行動力に同調してくれた協力者、よき指導者、金銭的支持者がいたから。

 ■「ビリーブ　未来への大逆転」（２０１８）
１９５６年、ハーバード大学ロースクールに入学したルース・ギンズバー
グ（２０２０年９月に亡くなるまで最高裁判所判事を勤めた）。当時女性の
入学者は少数派だった。弁護士事務所に就職しようと面接を受けても「女
性を雇うと（弁護士事務所の男性の）妻たちが嫉妬するから」と言われて
不採用。
母親を介護している男性に介護手当が支給されないという差別を利用し

て、性による差別をなくしていく。

 ■「ドリーム」（２０１６）
１９５０～６０年代ＮＡＳＡで、黒人女性数学者が差別を乗り越え宇宙開発に貢献した
姿が描かれている。壁を壊し乗り越えようとするエネルギーを持つ、ひたむきで素直な人
は実に美しい。

 ■「５月の花嫁学校」（２０２０）
１９６８年、フランスには家政学校（花嫁養成学校）があり、２０歳前後の女性が２年
間大きな邸宅で共同生活をして、料理、裁縫、刺繍、アイロンがけ、紅茶の入れ方、家
計簿の記入の仕方を学ぶ。夫を立て、私的なお金の支出も夫を喜ばせるためだけに限る
よう育てる。
しかし、学生運動が盛んな時期で、経営陣の女性も生徒も自由に目覚めていく。
この映画を見ていた２０代の女性２人が帰りがけに「この時代に生まれなくてよかった。

日本でもこういう時代があったんだろうね。」と話していたのが印象的だった。

 ■「バトル・オブ・ザ・セクシーズ」（２０１７）
１９７０年代、テニスの試合での観客の入りは男子大
会でも女子大会でも同じなのに、賞金は、女性は男性
の１／８しかなかった。ビリー・ジーン・キングは、全
米テニス協会を脱会して全米女子テニス協会を設立す
る。男性選手相手の試合を企画し、勝利する。

投稿：映画で見るジェンダー問題＋ LGBTQ
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 ■「パレードへようこそ　ＰＲＩＤＥ」（２０１４）
１９８０年代前半、サッチャー政権時代のイギリス。ウェールズでの炭鉱労働者のスト
ライキをＬＧ（レズビアンとゲイ）の集まりが募金集めをして支援し、連帯、友情が老若
男女の中で生まれていく実話を映画化したもの。

 ■「山の郵便配達」（１９９９）
１９８０年代、中国の湖南省の山奥。青年は山奥に２泊３日で郵便を届ける仕事を、年

とった父親から引き継いで始める。宿泊地の山奥の村で知り合った美しいトン族の女性に
対しては、結婚したいけど山里に連れて行ってしまっては、彼女が故郷を思っていつも寂
しがるだろう、自分の母親がそうだったから、と思う青年であった。

 ■「あなたの名前を呼べたなら」（２０１８）
インドを舞台にした映画。結婚には持参金が必要だ

し、もうすぐ学校を卒業できるというのに口減らしのた
め嫁に行かなければならない。未亡人となったら村には
いられない。ということで、ムンバイでメイドをする女性。
ここのだんなさまは、メイドの新しい仕事を世話して

あげ、その家族が自立できるよう促していく。

 ■「裸足の季節」（２０１５）
トルコの黒海に面する村での話。両親がいなくなって祖母に育てられる５人の姉妹。世

間の目を気にした保守的な女性像を持つ祖母やおじに、家に閉じ込められてしまう。窓に
は鉄格子を溶接され、外の塀の上にはバラ線を張り巡らされてしまう。
でも自由を求める姉妹のエネルギーと知恵は、こっそり自動車の運転まで覚えて家を脱

出しイスタンブールに向かうことを可能にしてしまう。

 ■「８２年生まれ、キム・ジヨン」（２０１９）
韓国では、正月に、夫の実家に行って、夫の親といっしょ

に料理を作らされ、休みも取れない妻。夫の姉妹はそれ
がわかっているから料理の支度ができた頃にしか実家に
現れない。一方、妻の実家に行くときは、夫は同行しない。

 ■「５２Hz のラブソング」（２０１７）
台北市では、バレンタインデーに市主催で合同結婚式が開かれる。女性どうしのカッ

プルもいる。その娘からは「ママが２人になるの？」と言われていましたが。

 ■「シャイニー・シュリンプス！　愉快で愛しい仲間たち」（２０１９）
国際大会に出場したこともある競泳選手の男。派遣タイムをクリアできず、むしゃくしゃ

投稿：映画で見るジェンダー問題＋ LGBTQ

してインタビューで同性愛者への暴言を吐いたため、フランス水
泳連盟からペナルティとして、ゲイのアマチュア水球チームのコー
チを命じられる。クロアチアで開かれるゲイゲームズ水球大会で
このチームを勝たせることができるでしょうか？
２０２２年１０月にこの映画の第２弾「シャイニー・シュリンプ

ス！世界に羽ばたく」が公開される。今度の大会は東京で開かれ
るようだ。

 ■「ペトルーニャに祝福を」（２０１９）
北マケドニアが舞台。大学を卒業しても３０歳近くになっても定職がない女性。就職面

接では評価されないだけではなくセクハラを受ける。落ち込んで家に帰る途中で、司祭が
十字架を川に放り投げて、それを一番に捕まえた者がその年の幸福ものになれるという宗
教行事に出くわし、その女性がその十字架を一番に捕まえる。
しかし、その宗教行事は女人禁制だということで、若い男たちが騒ぎ出す。女性は警

察署に連れていかれるが、拘留する法的根拠はなく警察も扱いに困ってしまう。司祭も警
察署で女性に十字架を返すように説得するが女性が手にしてはならない理由を説明でき
ない。女性は「私は女よ！ばかじゃない。」という。
若い男たちは警察署の前で「女を出せ」と騒ぐ。それを取材するテレビ・レポーターは、

保育園に子供をどちらが引き取りに行くかで夫と電話でもめている。
女性の両親がテレビのインタビューに対して「娘の考えと行動には全幅の信頼を寄せ

ている。」と応えるところがすばらしい。

 ■「マイケル・ムーアの世界侵略のススメ」（２０１５）
アイスランドでは、会社の役員には女性が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。逆に男性も４０％以上いなければならな
い。

 ■「東京２０２０オリンピック　SIDE : B」（２０２２）
皆さんご存じのように、組織委員会会長が女性をめぐる発言で辞任し、女性理事を増

やした点も、公式記録映画で表現された。

 ■「DEUS　デウス／侵略」（２０２２）
宇宙空間に浮かぶ球体から発せられた信号を解読

すると、それは「神」だという。宇宙船の男性乗組員
がその神のことを代名詞で「彼」と何度も言うと、女
性乗務員が「彼女」ではだめなの？と言う。

投稿：映画で見るジェンダー問題＋ LGBTQ
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京都の実家に 3年ぶりに帰省しま
した。前回の帰省時にはまだコロナ
禍ではなかったので外国人観光客、
特に年々アジア系の観光客がすごく
て、どこかに出かけようという気に
もならず実家周りで過ごしていまし
たが、今回何十年ぶりかで両親と嵐
山に行ってきました。日本人の観光
客が戻ってきたとはいえ、ゆっくり
観光ができてとてもいい時間を過ご
せました。欧米系の外国人観光客も
観光していて、昔はこんなだったなぁ
と懐かしく思いました。いつも帰省
するのはお正月やお盆の頃なので、
紅葉の頃にまた来たいなと思いまし
た。

ほとんどの方は京都へ行かれたことがある
と思いますが、北区の今宮神社の東門の傍に
ある「あぶり餅」を食べたことはあるでしょ
うか？母の実家の近くで、小さい頃から大好
きなお餅です。細い竹串に小さくちぎったお
餅を刺して炭火で焼き、白みその甘だれがか
かっていてとても美味しいお餅です。「一文字
屋和輔」と「かざりや」の 2件のお店が向か
い合わせになっています。「一文字屋和輔」は
平安時代から、「かざりや」でも 400 年も続
いているのですごいですよね。味は少し違い
ますが、私はどちらも大好きです。昔、今宮
神社のお祭りに行った時に、出店でお持ち帰
りできるものを売っていたので買って帰りま
したが、やはり焼き立てがいちばんだとがっ
かりした思い出があります。
少しずつ旅行したいと思えるようになって
きたと思います。もし、京都へ行かれること
があり、時間に余裕のある方は、是非「あぶ
り餅」おすすめです！	 （深井）

「懐かしむ　酒盛りの煙草　神田

で談論」

コロナの感染拡大で、協会の懇親

の場もめっきり減りました。それ

以前の話ですが、当時の高橋会長

が理事会の終了後、懇親会への参

加希望者を募ると、多くの理事が

希望したものです。協会近くの神

田の居酒屋へお誘いくださり、どの

テーブルも笑顔で話題が絶えなかった事を

思い出します。多摩支部会へ、お忙しいと

ころを立川まで足を運んでくださり、高橋

会長のお誘いで駅前の立ち呑みの焼き鳥屋

へ行き、幹事達で会長を囲んで大いに賑わっ

ていたものです。

東京の協会は、どの委員会も多様な課題

に活発に取り組んできました。その源は高

橋会長のこうしたご配慮と温かさにあった

のだと思います。

まことに残念なことですが、高橋俊美名

誉会長が９月１４日に逝去されました。心

からご冥福をお祈りいたします。

この数年、会員が集まる事がなかなか叶

いませんでしたが、今期協会では、２３区

部において地区別交流の機会を設ける事と

なりました。協会員同士の新しいご縁が生

まれ、各社の繋がりが深まりますことを期

待いたします。	 （森）
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