
当連合会の第6回定時総会及び臨時理事会を、6月17日に

東京・港区元赤坂の明治記念館で開催しました。 

今回の定時総会は、一般社団法人佐賀県産業廃棄物協会の

原口専務理事の総合司会により進行され、一般社団法人広島

県資源循環協会の槙岡会長による開会宣言でスタートしまし

た。石井連合会会長の挨拶、来賓として出席された産業・資

源循環議員連盟会長の丹羽衆議院議員、環境省の室石大臣官

房審議官よりご挨拶を頂いたあと、まず第１部の議案審議で

は、一般社団法人鹿児島県産業廃棄物協会の三谷会長を議長

に選出し、①「平成27年度事業報告並びに平成27年度収支決算

承認の件」②「任期満了に伴う役員改選の件」の両議案が審議さ

れ満場一致で承認されました。 

総会第2部の表彰式では、連合会会長表彰の各賞受賞者として

総勢392名の方々が表彰されました。全受賞者を代表して、一般

社団法人滋賀県産業廃棄物協会会長の木下様が謝辞を述べまし

た。続いて今回の総会をもって理事を退任される國中、小田島、

本田、松澤、榎本、尾﨑の各氏に感謝状が贈呈されました。議案

審議及び表彰式を終え、一般社団法人兵庫県産業廃棄物協会の白

石会長が閉会を宣言し、第6回定時総会は無事閉幕しました。ま

た、総会閉会直後に産業・資源循環議員連盟事務総長である片山

参議院議員が駆けつけて来られ、ご挨拶いただきました。 

●総会閉会後の臨時理事会で石井会長再任等を決定● 
 今回の定時総会で選任された理事の中から、会長、副会長及び

専務理事を選定するための臨時理事会を総会終了後の午後4時35

分に明治記念館内で開催しました。審議の結果、右に掲載した役

員体制となりました。 

●懇親会に多数のご来賓●  

 総会後の懇親会には、環境省から丸川環境大臣、井上環境副大

臣をはじめ、盛山法務副大臣、薗浦外務大臣政務官の各閣僚等、

関係省庁及び関係団体、政界から多数のご来賓にお越しいただき

ました。懇親会の冒頭、石井連合会会長が挨拶し、ご臨席頂いた

ご来賓に謝意を表するとともに今後の抱負を述べました。 

 その後、丸川環境大臣にご挨拶いただき、井上環境副大臣の音

頭で乾杯しました。ご来賓のうち、国会議員の方々は次のとおりです（ご本人のみ。掲載５０音順、敬称略）。 

 ○石川昭政議員（衆）  ○斉藤鉄夫議員（衆） ○井上信治議員（衆） ○片山さつき議員（参） 

 ○薗浦健太郎議員（衆） ○田中和徳議員（衆） ○中川雅治議員（参） ○丹羽雄哉議員（衆） 

 ○丸川珠代議員（参）  ○森英介議員（衆）  ○盛山正仁議員（衆） ○柳本卓治議員（衆） 

 ○山口那津男議員（参） ○山本有二議員（衆） ○渡辺博道議員（衆）  
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連合会役員 
会 長 

 石井 邦夫    一般社団法人 千葉県産業廃棄物協会会長 

副会長 

 門脇 生男    一般社団法人 岩手県産業廃棄物協会会長 

 城田 裕司    公益社団法人 群馬県環境資源保全協会会長 

 橘  正則    一般社団法人 富山県産業廃棄物協会会長 

 永井 良一      一般社団法人 愛知県産業廃棄物協会会長 

   武田 全弘      一般社団法人 和歌山県産業廃棄物協会会長 

 越生 昭德      一般社団法人 鳥取県産業廃棄物協会会長 

 東條 昭二      一般社団法人 徳島県産業廃棄物協会会長 

 三谷 純夫      一般社団法人 鹿児島県産業廃棄物協会会長 

専務理事 

 森谷  賢      公益社団法人 全国産業廃棄物連合会 

理 事 

 佐藤 俊彦      一般社団法人 福島県産業廃棄物協会会長 

   高橋 俊美      一般社団法人 東京都産業廃棄物協会会長 

   古敷谷 裕二   公益社団法人 神奈川県産業廃棄物協会会長   

   木村 亮一    一般社団法人 三重県産業廃棄物協会会長 

   文  盛厚      公益社団法人 京都府産業廃棄物協会会長 

   片渕 昭人      公益社団法人 大阪府産業廃棄物協会会長   

 大塚 雅司    一般社団法人 岡山県産業廃棄物協会会長 

 海野  博      一般社団法人 長崎県産業廃棄物協会会長 

   大野 羊逸      一般社団法人 熊本県産業資源循環協会会長 

 佐久間 清敏   公益社団法人 栃木県産業廃棄物協会会長 

 東浦 知哉      一般社団法人 兵庫県産業廃棄物協会副会長 

 杉田 昭義      一般社団法人 千葉県産業廃棄物協会副会長 

 小林 増雄  一般社団法人 埼玉県環境産業振興協会会長 

 浜野 廣美    公益社団法人 大阪府産業廃棄物協会副会長 

 仲田 陽介    公益社団法人 栃木県産業廃棄物協会理事 

監 事 

 時田  茂      公益社団法人 北海道産業廃棄物協会会長 

 毎田 正男      一般社団法人 石川県産業廃棄物協会会長 

   芝田 稔秋    芝田稔秋法律事務所 
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●中央環境審議会廃棄物処理制度専門委員会● 

 廃棄物処理法の見直しを検討するため中央環境審議会循環型社会部会に設置された廃棄物処理制度専門委

員会（委員長：大塚直・早稲田大学法学部教授）の第2回（6月15日）及び第3回（6月30日）が東京都内

で開催され、専門委員会委員として当連合会の永井副会長（法制度対策委員長、一般社団法人愛知県産業廃

棄物協会会長）が出席しました。両日とも、関係団体ヒアリングが行われました。 

 第2回委員会でのヒアリングには、当連合会のほか、一般社団法人日本建設業連合会、東京都が参加しま

した。当連合会からは森谷専務理事が出席し、今年３月に廃棄物処理法等の見直しに関する業界要望として

環境省へ提出した当連合会意見書の概要を説明しました。続いて第3回委員会でのヒアリングには、一般社

団法人日本経済団体連合会、公益社団法人全国都市清掃会議、愛知県が参加しました。 

 専門委員会の資料は下記に掲載されていますのでご覧ください。          （総務部・古川）  

  http://www.env.go.jp/council/03recycle/yoshi03-10.html 

●環境省人事異動● 

 環境省は、このほど人事異動を行いました。関係主要幹部の人事は次のとおりです（敬称略）。 

○環境事務次官（地球環境審議官）小林正明 ○地球環境審議官（地球環境局長）梶原成元 ○廃棄物・ 

リサイクル対策部長（大臣官房審議官）中井徳太郎 ○大臣官房審議官（大臣官房参事官）室石泰弘 ○廃

棄物・リサイクル対策部企画課長（自動車環境対策課長）小野洋 ○廃棄物対策課長（地球環境局国際連携

課長）瀬川恵子 ○産業廃棄物課長（内閣官房内閣参事官）中尾豊                       

●ニュース●【環境省】◇平成２８年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰 

  http://www.env.go.jp/press/102647.html 

 
 「マニフェストシステムがよくわかる本」 

   （平成28年版）の販売を開始 

 マニフェストシステムがよくわかる本を平成28年

版として改訂いたしましたので、ご案内いたします。 

 平成28年版は、構成、内容を全面的に改訂し、連

合会発行の紙マニフェストの運用方法に関する解説を

充実させ、各事業者のタスクをチェックリストとして

整理しました。また、A4版オールカラー・46ページ

とし、わかりやすさの向上を図りました。価格600

円（税別・送料別）。購入を希望される方は、下記か

らお申し込みください。 

http://www.zensanpairen.or.jp/publication/form/

index.php 
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官公庁関係ニュース 

 

 

●建設廃棄物部会再生砕石分科会● 
 平成28年度第2回再生砕石分科会を6月20日に

開催しました。 

 議題は「再生砕石の利用拡大に向けて」でした。

再生品の利用促進の観点から、法制度における問題

点の整理と再生砕石の品質基準（品質確保のための

分別排出の徹底）について、意見交換が行われまし

た。次回分科会は8月9日に開催予定です。 

               （調査部・戒能） 

●INDUST ７月号特集「水俣条約と水銀大気排出の抑制」● 
 わが国のリーダーシップにより2013年、政府間交渉委員会で国際合意された水銀に関する水俣条約。同

条約の締結に基づく国内法制度整備が進められています。昨年の「水銀による環境の汚染の防止に関する法

律」の制定と廃棄物処理法施行令の改正につづき、この５月には水銀大気排出に関する中央環境審議会大

気・騒音振動部会の答申が出されました。近く、大気汚染防止法施行令と施行規則が改正されるに及び、い

よいよ国内の水銀対策がその構成を整えます。 

 廃棄物処理法についてはもちろん、大防法関連改正においても廃棄物焼却炉等における水銀大気排出基準

値による排出抑制の影響が見込まれ、産業廃棄物処理業者は対応を迫られます。水銀の適正処理を通じ、水

俣病経験を克服したわが国の方針に産廃業者はどう応えていくか、特集します。（事業部・東方） 

主な行事予定（7月12日～8月29日） 

【７月】 

 12日 第30回理事会 

 15日 産業廃棄物処理実務者研修会（静岡） 

 20日 産業廃棄物処理実務者研修会（神奈川） 

 28日 第2回タスクフォース2会合 

  

 29日 第1回全国正会員事務局責任者会議 

【8月】 

  9日 第3回再生砕石分科会 

   23日 産業廃棄物処理実務者研修会（広島） 

 29日 第2回低炭素社会実行計画目標等検討会 
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当連合会では平成28年度「産業廃棄物処理業従事者能力アップセミナー」を下記の要領で開催いた

します。 

受講希望の方は、当連合会HP、または参加申込用紙に必要事項をご記入の上、お申込頂きますよう

お願い致します。 

 

＜日程＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1日目9:45～18:30、2日目9:30～16:30までの予定です。 

 

 

 ＜カリキュラム＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※すべての科目を受講し、研修会を修了された方には、修了証を交付いたします。 

※本セミナー（現業管理コースのみ）は、継続学習制度（CPDS）に認定されております。 

 

 

【受講申込・問合せ先】 

（公社）全国産業廃棄物連合会HP（http://www.zensanpairen.or.jp）をご覧頂くか、事業部／能

力アップセミナー担当・横山（TEL 03-3224-0811）までご連絡下さい。 
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◎営業コース     

開催地 開催日 会場名 定員(人) 
東京 平成28年9月1日～2日 連合会会議室 

各会場 

30 
大阪 平成28年9月27日～28日 大阪商工会議所 

愛知 平成28年11月1日～2日 吹上ホール 

東京 平成28年11月8日～9日 連合会会議室 

◎現業管理コース     

開催地 開催日 会場名 定員(人) 
東京 平成28年9月8日～9日 連合会会議室 

各会場 

30 大阪 平成28年10月18日～19日 大阪商工会議所 

愛知 平成28年11月29日～30日 吹上ホール 

  営業コース 現業管理コース 

講 義 

・業界をとりまく最新動向（仮題） 
・産廃処理事業の経営戦略と社員へ

の期待（仮題） 
・営業社員の基本的役割 
・マーケティングの基本 
・プレゼンテーションの基本 

・業界をとりまく最新動向（仮題） 
・産廃処理事業の経営戦略と社員へ

の期待（仮題） 
・操業管理、設備保全、原価管理 
・プレゼンテーションについて 
・安全衛生管理概論 

グループ 

ワーク 

・自社紹介 
・顧客情報管理シートの作成 
・ケーススタデイ、グループワーク 

・自社紹介 
・安全風土づくりの研究 
・ケーススタデイ、グループワーク 
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平成2８年度におきましても、産業廃棄物処理実務者研修会を開催します。日程が決まりましたの

で、お知らせします。受講されたい方は、全産廃連HPから受講申込をされるか、あるいは受講申込書

を入手の上、申込手続をしてください。 

 

＜日程＞ 

 

＜カリキュラム＞ 

10:00         12:00  12:50       14:30   16:00     16:30 

 

 

 

                 すべての科目を受講し、研修会を修了された方には、修了証を交付いたします。 

 

＜受講申込・問合せ先＞ 

 受講を希望される方は、（公社）全国産業廃棄物連合会のHP（http://www.zensanpairen.or.jp）

からのインターネット申込み、又はお問合せ先にご連絡下さい。 

 

＜問合せ先＞ 

（公社）全国産業廃棄物連合会事業部 

℡03-3224-0811 FAX03-3224-0820 

 

  ＊本研修会は、継続学習制度（CPDS）の講習会（（一社）全国土木施工管理技士連合会）に認定  

   されております。 
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 開催地 開催期日 会場名 定員(人) 

１ 神奈川県 平成28年  7月20日（水） Lプラザかながわ 100 
2 広島県 平成28年  8月23日（火） 広島県情報プラザ 150 
3 大分県 平成28年  9月14日（水） 大分商工会議所 150 
4 三重県 平成28年 10月 6日（木） 四日市商工会議所 150 
5 佐賀県 平成28年10月25日（火） マリトピア 150 

6 群馬県 平成28年11月  8日（火） 群馬建設会館 150 
7 沖縄県 平成28年11月18日（金） カルチャーリゾートフェストーネ 150 
8 滋賀県 平成29年  1月17日（火） ピアザ淡海 150 
9 東京都 平成29年  2月24日（金） ベルサール西新宿 150 

産業廃棄物処理の基礎 昼休み 
産業廃棄物の委託

処理と委託契約 

産業廃棄物管

理票・帳簿 

質疑応答・ 

修了証の交付 


