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　第５回通常総会が平成29年６月９日（金）にホテルメトロポリタン山形において、正会員246
社のうち202社（118社が委任状出席）の出席のもと開催されました。

　森谷専務理事の司会進行により丹野副会長が開会宣言をし、

黒澤会長から挨拶がありました。

　その後、優良事業所２社、優良従事者７名の表彰を行い、そ

れぞれ黒澤会長から表彰盾が贈呈されました。受賞者を代表

し、株式会社幸輪　代表取締役　佐藤勝博氏から謝辞をいただ

きました。

　来賓としてご出席をいただいた県環境エネルギー部部長の太田宏明様から山形県知事　吉村美

栄子氏の祝辞を代読いただきました。

　また、循環型社会推進課より廃棄物対策主幹の佐藤貢一様に

も来賓としてご出席をいただきました。

　次に、議事に先立ち議長には最上支部長の斎藤実氏が選任さ

れ、議長は議事録署名人に有限会社べにばな清掃社　代表取締

役　小林克己氏と株式会社アールテック　代表取締役　後藤重

信氏を指名した後、議事に入りました。

第１号議案　　平成28年度事業報告並びに

　　　　　　　平成28年度収支決算承認に関する件

　　　　　　　平成28年度監査報告

　原案どおり承認されました。

第２号議案　　役員の補充選任に関する件

　原案どおり承認されました。

引き続き報告が行われました。

（報告事項）

　１　平成28年度補正予算に関する件

　２　平成29年事業計画に関する件

　３　平成29年収支予算に関する件

　議事終了後、荒川副会長が閉会の辞を述べ総会は終了しました。

　引き続き「労働災害防止対策の取り組みについて」のテーマで、山形労働局労働基準部　健康

安全課課長　鈴木義和様よりご講演をいただきました。

第５回通常総会の開催について

で き ご と

黒澤　利宏　会長

県環境エネルギー部　部長
太田　宏明　様
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１　産業廃棄物に関する広報啓発等事業

　⑴　産業廃棄物啓発支援事業

　⑵　やまがた環境展2016の開催

　⑶　県からの受託事業

　⑷　ホームページによる広報

２　産業廃棄物適正処理推進事業

　⑴　マニフェスト普及啓発頒布事業

　⑵　廃棄物適正処理講習会事業

　⑶　不法投棄防止活動

　⑷　廃棄物処理に関する相談・情報提供

３　目標達成事業

　⑴　組織強化活動の推進

　⑵　産業廃棄物に関する調査研究

　⑶　機関誌「産廃やまがた」の発行・配布

　⑷　会員名簿の作成とホームページの掲載

　⑸　県内各界の意見の反映

　⑹　環境に配慮した企業行動

　⑺　産業廃棄物適正処理推進研修会の開催

　⑻　行政懇談会の開催

　⑼　支部長会議の開催

　⑽　産業廃棄物排出事業者研修会の開催

　⑾　優良産廃処理業者認定制度普及推進研修会の開催

　⑿　各種会議等への参加

４　管理業務

　⑴　協会運営の基本となる総会、理事会、三役会の開催

― 平 成28年 度 事 業 報 告 ―

議長
斎藤　実　最上支部長
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　本会事業の趣旨に沿い顕著な業績を有する企業、長い間産業廃棄物業務に携わり成績優秀で他

の模範となる従事者の功績を讃え表彰が行われました。

　　　　　　　　〇優良事業所

　　　　　　　　　　　株式会社モリヤ（東根市）

　　　　　　　　　　　株式会社幸輪　（飽海郡遊佐町）

　　　　　　　　〇優良従事者

　　　　　　　　　　　木　村　悟　保　　東北クリーン開発株式会社

　　　　　　　　　　　結　城　邦　浩　　井上工業株式会社

　　　　　　　　　　　宮　島　昭　彦　　株式会社横山興業

　　　　　　　　　　　菅　原　秀　明　　北日本オイル株式会社

　　　　　　　　　　　池　田　　　聡　　東北興産株式会社

　　　　　　　　　　　菅　原　信　良　　株式会社エルデック

　　　　　　　　　　　佐　藤　孝　一　　株式会社渡部砂利工業所

― 会 　 長 　 表 　 彰  ―
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祝　　　　辞

　本日は、一般社団法人山形県産業廃棄物協会第５回通常総会が盛大に開催されますこと、

誠におめでとうございます。

　皆様方には、日頃から、産業廃棄物の適正処理や「ごみゼロやまがた」の推進に格別の御

理解、御協力をいただき深く感謝申し上げます。

　本県では、今年３月に、「第３次山形県環境計画」の中間見直しを行い、引き続き「持続

的発展が可能な豊かで美しい山形県」の実現を目指し、県民、事業者及び行政が相互に協力

しあい、環境の保全及び創造に関する取組みを進めることとしております。　

　この計画の目標の一つである「ごみゼロやまがたの実現に向けた循環型社会の構築」につ

いては、事業系一般廃棄物の増加など新たな課題があるものの、貴協会からも御協力をいた

だき、着実に推進してまいります。

　また、東日本大震災の教訓を踏まえ、今後想定される大規模自然災害から県民の生命と財

産を守り、持続的な成長を実現するため、「事前防災及び減災等のための山形県強靭化計画」

を一昨年度に策定したところです。

　その施策の一つである大規模災害時における廃棄物処理体制の構築につきまして、昨年

度、調査に着手し、今年度中に「山形県災害廃棄物処理計画」を策定することとしておりま

すが、皆様方とは「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」を締結

していることから、一層の御協力をお願いいたします。

　さらに、3R（スリーアール）の推進、地球温暖化対策や自然との共生に関する学びの場

である「やまがた環境展」や産業廃棄物啓発支援事業は、長年に亘る御支援と連携のもと実

施しており、今年度も県全域における廃棄物発生抑制の普及啓発事業として取り組んでまい

ります。

　こうした各種施策の推進にあたりまして、今後より一層の御理解と御協力を賜りますよう

お願いいたします。

　結びになりますが、一般社団法人山形県産業廃棄物協会及び会員の皆様の益々の御発展と

一層の御活躍を祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。

　平成29年６月９日

山形県知事　　吉　村　美栄子　　
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　公益社団法人全国産業廃棄物連合会のブロック組織である北海道・東北地域協議会が、平成29

年６月12日（月）に「郡山ビューホテルアネックス」で開催されました。

　公益社団法人全国産業廃棄物連合会からは森谷専務理事及び土井参与、各道県協会の会長及び

事務局長が出席し、地域協議会会長の門脇会長と森谷専務理事より挨拶がありました。

　

会議の概要は次のとおりです。

　１　協　議

　　⑴　平成28年度事業報告及び決算報告に関する件

　　　　原案どおり承認された。

　　⑵　平成29年度事業計画（案）及び予算（案）に関する件

　　　　原案どおり承認された。

　　⑶　公益社団法人全国産業廃棄物連合会に対する要望書の提出について

　「産業廃棄物処理に係る資格認定の制度化及び新たな財源確保について」

　原案を一部修正して要望することになった。

　　⑷　公益社団法人全国産業廃棄物連合会の功労者表彰・優良事業所表彰の推薦枠について

　　　　平成31年度の各協会への割当てを原案どおり決定した。

　　⑸　平成31年度までの会議の開催地について

　　　　原案のとおり会議の開催地を決定した。

　２　公益社団法人全国産業廃棄物連合会からの連絡事項を森谷専務理事が説明した。

　　⑴　廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案の説明資料

　　⑵　全国産業廃棄物連合会要望への対応状況

　　⑶　中央環境審議会意見具申への連合会要望事項の反映状況（一覧）

　　　　　〈廃棄物処理法関係要望〉

　　⑷　産業廃棄物処理業の振興方策に関する提言

　　　　　産業廃棄物処理業の振興方策に関する検討会

　　⑸　「タスクフォース２」の活動状況について（報告）

　　⑹　全産廃連人材育成業務

　　⑺　食品廃棄物の料金調査

第61回北海道・東北地域協議会について第
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　公益社団法人全国産業廃棄物連合会第７回定時総会が、６月16日（金）に明治記念館（東京）

において開催されました。当協会からは黒澤会長、鈴木常務理事、優良事業所表彰として受賞さ

れた株式会社環境管理センターの小林清人氏が出席しました。

１　第７回定時総会

　⑴　連合会会長挨拶　石井　邦夫　氏

　⑵　議　長　選　出　（一社）愛知県産業廃棄物協会　永井良一氏を選出

　⑶　議　　　　　事

　　　　第１号議案　平成28年度事業報告並びに平成28年度決算承認の件

　　　　　　　　　　平成28年度監査報告

　　　　原案どおり承認された。

　　（報告事項）

　　　１　平成29年度事業計画に関する件

　　　　Ⅰ　適正処理の推進　　

　　　　Ⅱ　地球温暖化対策の推進

　　　　Ⅲ　人材及び優良事業者の育成

　　　　Ⅳ　協力支援事業

　　　　Ⅴ　労働安全衛生への取り組み

　　　　Ⅵ　組織活動の活性化及び会員支援

　　　２　平成29年度収支予算に関する件

２　表　彰　式

　当協会からは優良事業所表彰として「株式会社環境管理セ

ンター」、優良従事者表彰として株式会社ミツワ企業「枝松

和之氏」が表彰されました。

３　講　演　会

　　演　題　「出来る社員」を育てる原則

　　　　　　　　－考え方一つで社員は変わる－

　　講　師　リテールデザイン研究所所長

　　　　　　IFIビジネススクール講師

　　　　　　（元）イトーヨーカ堂執行役員衣料事業部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　片山　祐介　氏

公益社団法人全国産業廃棄物連合会第７回定時総会について公公公公

石井　邦夫　会長

黒澤会長と小林清人氏

講師　片山　祐介　氏
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　協会三役と支部長及び支部事務局担当者が出席しての支部長会議を、平成29年６月28日（水）

に山形国際ホテルで開催しました。

　内容は次のとおりです。

⑴　平成29年度各支部の事業活動について

　各支部より事業計画に基づき視察研修の計画や啓発事業等について報告後、意見の交換を行

いました。

⑵　平成28年度の行政懇談会の内容と今年度のテーマについて

　各支部より昨年度の開催状況及び協会の開催状況を報告後、意見交換を行い今年度も各支部

において、地域の実情に応じたテーマを設定し進めて行くことになりました。

⑶　平成29年度労働災害防止計画について

　当協会が策定した「労働災害防止計画」に基づき、活動目標への取組みや支部として協力い

ただきたいことなど事務局より説明がありました。

⑷　一般社団法人山形県産業廃棄物協会大規模災害時復旧支援規程について

　山形県と締結した「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」に基づ

き策定した支援規程の中で、支部としての対応を説明し、相互の役割を共有しました。

⑸　産業廃棄物啓発支援事業について

　平成28年度及び平成29年度の各総合支庁環境課の啓発支援事業の内容を事務局より説明があ

りました。

　今後の円滑な運営に向け、活発に意見交換が行われました。

支部長会議の開催について
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　８月４日（金）、県からの受託事業である「循環型産業トップセミナー」を開催しました。

　本セミナーは、産業廃棄物処理業の経営者層を対象に、リサイクルの推進、循環型産業への転

換に向けた意識付けを行うことを目的とし開催するもので、今回が12回目となりました。

　今年度は、日報ビジネス株式会社　取締役　東京事業所長　冨見田 陽一 様とアースサポート

株式会社　代表取締役社長　尾﨑 俊也 様をお招きし、下記のとおりご講演いただきました。

　日　時　　平成29年８月４日（金）13：30 ～ 16：20

　場　所　　ヒルズサンピア山形　２Ｆ　蔵王

　内　容　　○「産業廃棄物のリサイクル技術の展望」　

　　　　　　　　日報ビジネス株式会社　　

　　　　　　　　取締役　東京事業所長　冨見田　陽一　氏

　　　　　　○「当社で取り組んでいるCSR活動及び採用活動、社員満足度向上活動について」　

　　　　　　　　アースサポート株式会社　代表取締役社長　尾﨑　俊也　氏

循環型産業トップセミナーの開催について

会場の様子

日報ビジネス株式会社
取締役　東京事業所長　冨見田　陽一　氏

アースサポート株式会社
代表取締役社長　尾﨑　俊也　氏
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　平成29年９月５日（火）に県循環型社会推進課と協会三役による行政懇談会を、あこや会館会

議室で開催いたしました。

　県からは、菅原課長、佐藤廃棄物対策主幹、笹原課長補佐、前田課長補佐、岡村課長補佐、庄

司リサイクル推進専門員、伊藤廃棄物対策専門員、協会からは、黒澤会長、丹野副会長、井上副

会長、森谷専務理事、小林専務理事、鈴木常務理事、小川係長の計14名が出席いたしました。

　内容は、

１　廃棄物処理法の改正等について

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律が平成29年６月16日に公布されま

したが、その概要について循環型社会推進課より説明後、意見の交換を行いました。

　また、水銀を含む廃棄物（水銀廃棄物）に関して、廃棄物の処理及び清掃に関す法律施行令

等が改正され、平成29年10月１日に施行されることから、産業廃棄物処理業者が必要な対応の

説明があったほか、食品廃棄物の不正転売事案について（総括）のポイントも説明あり、意見

の交換を行いました。

２　産業廃棄物税を活用した適正処理の推進について

　適正処理を推進する観点から協会会員・会員外を問わず産業廃棄物処理業者（県の許可業者）

に対する研修会を開催し、法改正の周知等を行うと伴に、コンプライアンスの徹底を図って行

く必要がある旨要望いたしました。

　今後、検討して行くとのことでした。

３　山形市が中核市移行に伴う廃棄物処理法（特に産業廃棄物

関係）の事務移譲等の内容について

　山形市が平成31年４月１日に中核市への移行を予定してお

り、廃棄物処理法（特に産業廃棄物関係）の移譲内容、県と

市の役割分担及び産業廃棄物処理業者への周知方法について

お聞きしたところ、廃棄物処理法の移譲（予定）の状況、県

と市の分担の基本（収集運搬業・処分業・施設・産業廃棄物

管理票交付等状況報告書等）について説明があり、移行に際

し円滑に業務がなされるよう要望したところ、詳細について

十分余裕をもって説明する旨の回答がありました。

　県と協会が率直に意見を述べ合う機会でもあり、有意義な

懇談会でした。

行 政 懇 談 会 に つ い て

（左）菅原課長　（右）黒澤会長
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　先進国と途上国が協力して、水銀の供給、使用、排出、廃棄等の各段階で総合的な対策に取り

組むことにより、水銀の人為的な排出を削減し、地球的規模の水銀汚染の防止を目指す水俣条約

が、平成29年８月16日に発効しました。

　水銀を含む廃棄物（水銀廃棄物）に関して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等が改

正され、平成29年10月１日に施行されます。

　産業廃棄物処理業を営んでいる「スリムくん」と、水銀廃棄物の制度に詳しい「ごみゼロくん」

のやり取りを通して、産業廃棄物処理業者が必要な対応とは何なのか、のぞいてみましょう。

水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要となります！水

行 政 だ よ り

水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要となります！ 

 
 先進国と途上国が協力して、水銀の供給、使用、排出、廃棄等の各段階で総合的な対策に取り

組むことにより、水銀の人為的な排出を削減し、地球的規模の水銀汚染の防止を目指す水俣条約

が、平成２９年８月１６日に発効しました。 
 水銀を含む廃棄物（水銀廃棄物）に関して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等が改

正され、平成２９年１０月１日に施行されます。 
 産業廃棄物処理業を営んでいる「スリムくん」と、水銀廃棄物の制度に詳しい「ごみゼロくん」

のやり取りを通して、産業廃棄物処理業者が必要な対応とは何なのか、のぞいてみましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ごみゼロくん スリムくん 

ごみゼロくん、水銀廃棄物ってどんな規制がかかるの？ 

水銀が使用されている製品が産業廃棄物になったもののうち法令で定めるものを

「水銀使用製品産業廃棄物」、一定量の水銀で汚染された燃え殻やばいじんなどの

産業廃棄物を「水銀含有ばいじん等」と定義して、通常の処理基準に加えて、特別

の処理基準が定められているゼロ。

そうなんだゼロ。蛍光灯や水銀血圧計などが「水銀使用製品産業廃棄物」になる

ゼロ。破砕しないように他と区分して運搬や保管をすること、大気に飛散させない

よう処分すること、安定型最終処分場への埋立禁止などがあるゼロ。このほか

に、一定量の水銀を含んでいる場合には水銀の回収が義務付けられているゼ

ロ。１０月１日以降は特に取扱いに注意が必要だゼロ。

そうなんだぁ。じゃあ、石綿含有産業廃棄物と同じだとすると、マニフェストや委託

契約書にも記載が必要となるんだね。 

「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」を含む場合には、マニフェス

トや委託契約書に、その旨を記載する必要があるゼロ。今、締結している契約書で

これらを含む場合には、次回更新時期までに、「水銀使用製品産業廃棄物」、「水

銀含有ばいじん等」を含むと記載する必要があるんだゼロ。変更契約（覚書で追

記）が必要となるゼロ。  

締結している契約の更新時期を確認して、期限までに明記していかなくちゃ。 

許可証への記載も必要となるじゃない？どうしたらいいの？

１０月１日までに「水銀使用製品産業廃棄物」を扱っている産業廃棄物処理業者は、

引き続き扱うことができるゼロ。１０月１日以降に交付される許可証には、「水銀使用

製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」が扱えるかどうか記載されるので、許可

証書換えが必要な変更届や更新許可申請等の際には、申請書に扱うかどうかの記

載が必要だゼロ。 

ただ、水銀廃棄物の排出者からみたら、許可証を確認して委託しないといけないか

ら、すぐに書換えしてもらった方が良いゼロ。変更届出書の様式に「水銀使用製品

産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」を扱うかどうかを記載して県に提出すれば、

許可証を書き換えてもらえるゼロ。

ありがとう。すぐに届出書に記載して提出して書き換えてもらうことにするよ！！！ 

水銀使用製品産業廃棄物で特別の処理基準かぁ。 なんだか石綿含有産業廃棄

物と同じような感じだね。 
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水銀廃棄物に関する法令改正の主な内容 

 

 

１ 内容 

(1) 「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」の創設  

水銀使用製品産業廃棄物 

 ①水銀使用製品のうち、以下の表に掲げるもの 

②①の製品が組み込まれた製品（×印のあるものに係るものを除く） 

③水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている製品 

1 水銀電池 19 顔料 ×

2 空気亜鉛電池 20 ボイラ(二流体サイクルに用いられるも

のに限る) 3 スイッチ及びリレー(水銀が目視で確認できる

ものに限る) 
×

21 灯台の回転装置 

4 蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極

蛍光ランプを含む) 
×

22 水銀トリム・ヒール調整装置 

23 水銀抵抗原器 

5 HIDランプ(高輝度放電ランプ) × 24 差圧式流量計 

6 放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く) × 25 傾斜計 

7 農薬 26 周波数標準機 ×

8 気圧計 27 参照電極 

9 湿度計 28 握力計 

10 液柱形圧力計 29 医薬品 

11 弾性圧力計(ダイヤフラム式のものに限る) × 30 水銀の製剤 

12 圧力伝送器(ダイヤフラム式のものに限る) × 31 塩化第一水銀の製剤 

13 真空計 × 32 塩化第二水銀の製剤 

14 ガラス製温度計 33 よう化第二水銀の製剤 

15 水銀充満圧力式温度計 × 34 硝酸第一水銀の製剤 

16 水銀体温計 35 硝酸第二水銀の製剤 

17 水銀式血圧計 36 チオシアン酸第二水銀の製剤 

18 温度定点セル 37 酢酸フェニル水銀の製剤 

備考 19の項に掲げる水銀使用製品は、水銀使用製品に塗布されるものに限り×印に該当する。
 

水銀含有ばいじん等 

①燃え殻、鉱さい、ばいじん又は汚泥であって、水銀を15mg/kgを超えて含有するもの 

②廃酸又は廃アルカリであって、水銀を15mg/Lを超えて含有するもの 

   ※従来から特別管理産業廃棄物に該当するものは含まない 

   ※含有量の測定方法：「水銀廃棄物ガイドライン」に記載の方法 

 

(2)  「水銀使用製品産業廃棄物」の保管、収集、運搬の基準 （追加される基準） 

① 収集運搬は、破砕することなく、その他の物と混合するおそれがないよう区分して行うこと 

② 積替え、保管する場合は、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれがないように仕切を

設ける等の措置 

③ 積替え、保管する場合は、掲示板の廃棄物の種類の欄に、「水銀使用製品産業廃棄物」を記載すること 

 

(3)  「水銀含有ばいじん等」の保管、収集、運搬の基準 （追加される基準） 

① 積替え、保管する場合は、掲示板の廃棄物の種類の欄に、「水銀含有ばいじん等」を記載すること 

 

水銀廃棄物に関する法令改正の主な内容水
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(4)  「水銀含有ばいじん等」、「水銀使用製品産業廃棄物」に係る処分又は再生の方法 

① 保管する場合は、掲示板の廃棄物の種類の欄に、「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん

等」を記載すること 

② 水銀使用製品産業廃棄物の保管は、その他の物と混合するおそれがないよう仕切を設ける等の措置 

③ 水銀使用製品産業廃棄物は、安定型最終処分場への埋立は行わないこと 

④ 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること 

⑤ 水銀又はその化合物の割合が相当の割合以上である次の物は、あらかじめ環境大臣が定める方法に

より水銀を回収すること。 

   【水銀回収が義務付けられる水銀使用製品産業廃棄物】 

1 スイッチ及びリレー 

2 気圧計 

3 湿度計 

4 液柱形圧力計 

5 弾性圧力計(ダイヤフラム式のものに限る) 

6 圧力伝送器(ダイヤフラム式のものに限る) 

7 真空計 

8 ガラス製温度計 

9 水銀充満圧力式温度計 

10 水銀体温計 

11 水銀式血圧計 

12 灯台の回転装置 

13 水銀トリム・ヒール調整装置 

14 差圧式流量計 

15 浮ひょう形密度計 

16 傾斜計 

17 積算時関係 

18 ひずみゲージ式センサ 

19 電量計 

20 ジャイロコンパス 

21 握力計 

   【水銀回収が義務付けられる水銀含有ばいじん等】 

○ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい：1000mg/kg以上  廃酸・廃アルカリ：1000mg/L以上 

◎環境大臣が定める方法：「水銀使用製品産業廃棄物等から水銀を回収する方法」      

     水銀使用製品産業廃棄物：ばい焼設備によるばい焼、又は水銀の大気飛散防止措置をとった水銀

を分離する方法 

水銀含有ばいじん等：ばい焼設備によりばい焼、又はその他の加熱工程により水銀を回収 

 

(5)帳簿、マニフェスト、委託契約書に「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨の記載 

帳簿 

 ・産業廃棄物処理施設設置者、産業廃棄物処理業者等が記載しなければならない帳簿の記載事項とし

て、『産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれている場合は、それ

らを明らかにすること』が追加 

産業廃棄物管理票（マニフェスト） 

・委託する産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれている場合は、

「種類」の欄にその旨を、「数量」の欄にその数量を記載することが追加 

委託契約書 

・委託者の有する適正な処理のために必要な情報に、『委託する産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄

物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれている場合は、その旨を記載すること』が追加 

 

(6)産業廃棄物処理業許可申請等に「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨の明示 

 ・産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業及び産業廃棄物処理施設の各種許可申請書に「水銀使用

製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」を含むか否かを記載することとし、当該許可証にその旨

を明示すること。 

 ・優良基準に係る情報公開事項として、「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」が含ま

れる場合は、その旨を記載すること。 
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(7) 特別管理一般廃棄物「廃水銀」及び特別管理産業廃棄物「廃水銀等」の追加 

特別管理一般廃棄物 

１．水銀又はその化合物が使用されている製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀 

特別管理産業廃棄物 

 １．廃水銀等（廃水銀及び廃水銀化合物であって、次の①又は②に該当するもの） 

  ① 次に掲げる施設において生じたもの（ただし、水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された

廃水銀又は廃水銀化合物を除く） 

・水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収する施設 

・水銀使用製品の製造の用に供する施設      ・灯台の回転装置が備え付けられた施設 

・水銀を媒体とする測定機器（水銀使用製品を除く。）を有する施設＜※測定機器の例：ポロシメータ＞ 

・国又は地方公共団体の試験研究機関       ・大学及びその附属試験研究機関 

・学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う場所 

・農業、水産又は興業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学

校、職員訓練施設又は職業訓練施設 

・保健所          ・検疫所     ・動物検疫所     ・植物防疫所     ・家畜保健衛生所 

・検査業に属する施設      ・商品検査業に属する施設     ・臨床検査業に属する施設 

・犯罪鑑識施設 

② 水銀若しくはその化合物が含まれている物（一般廃棄物を除く。）又は水銀使用製品が産業廃棄物と

なったものから回収した廃水銀 

＜例：水銀若しくはその化合物が含まれているばいじん・燃え殻・汚泥等又は水銀使用製品が廃棄

物となったものから廃棄物処理施設等で回収した廃水銀＞ 

２．１に該当する「廃水銀等」を処分するために処理したもの（水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴

って生じた残さを除く） 

 

(8) 「廃水銀」、「廃水銀等」の保管、収集、運搬及び処分の基準 （一般的な基準の他に追加される基準） 

保管、積替えの基準 

①飛散、流出、又は揮発の防止のための措置 

②高温にさらされないための措置 

③腐食防止措置 

収集、運搬の基準 

  ①運搬容器（密閉でき、収納しやすく、損傷しにくいもの）に収納して収集、運搬 

処分の基準 

＜特別管理一般廃棄物「廃水銀」の場合＞ 

①環境大臣が定める方法により硫化及び固型化すること。 

  ◎環境大臣が定める方法：「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方

法として環境大臣が定める方法」 

＜特別管理産業廃棄物「廃水銀等」の場合＞ 

①水銀を一定量以上含む場合は、水銀及びその化合物が大気中に飛散しないよう必要な措置で、かつ

環境大臣が定める方法によりあらかじめ水銀を回収すること 

  ○鉱さい・ばいじん・汚泥：1000mg/kg以上  廃酸・廃アルカリ：1000mg/L以上 

◎環境大臣が定める方法：「水銀使用製品産業廃棄物等から水銀を回収する方法」 

②埋立処分する場合は、あらかじめ環境大臣が定める方法により硫化及び固型化すること。 

  ◎環境大臣が定める方法：「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法

として環境大臣が定める方法」 

 



15産 廃

 

(9) 「廃水銀等」を処分したことにより生じた廃棄物（廃水銀等処理物）の埋立基準 

①判定基準に適合しない場合は、遮断型最終処分場に埋め立てること。 

②判定基準に適合する場合は、追加的措置をとった管理型最終処分場で埋め立てること。 

  追加的措置：①一定の場所において、かつ、分散しないような措置 

          ②その他の廃棄物と混合するおそれのないよう、他の廃棄物と区分する措置 

          ③流出しないような措置 

          ④雨水が侵入しないようにする措置 

  ◎判定基準：「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」 

 

(10) 廃水銀等の硫化施設が産業廃棄物処理施設に追加 

廃水銀等の硫化施設が、法第15条第１項に基づく産業廃棄物処理施設に追加され、当該施設の技

術上の基準及び維持管理上の基準が示された。 

   ・施設の規模要件はない（大きさに関係なく許可必要） 

   ・処分した廃水銀等の量などの記録、閲覧が必要（焼却施設、最終処分場と同様） 

   ・産業廃棄物処理業許可に係る優良基準の情報公開項目として、廃水銀等の硫化施設における毎

月の処分量等が追加。 

 

(11) 一般廃棄物処理施設設置の特例に水銀処理物を埋め立てる最終処分場を追加 

・産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置特例として、遮断型最終処分場にお

いて一般廃棄物である基準不適合水銀処理物を処分する場合、管理型最終処分場において一般廃棄

物である基準適合水銀処理物を処分する場合を追加。 

 

(12) 輸出入に係る申請等に「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨の明示 

輸入許可申請、輸出確認申請等において、「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」

を含むか否かを記載すること。 

 

(13) 最終処分場における図面の作成 

  廃水銀等処理物を埋め立てた場合には、その位置を示す図面を作成し、廃止までの間保存すること。 

 

 

 

２ 改正法令施行日 

  平成28年4月1日 一部施行（特別管理一般廃棄物「廃水銀」・特別管理産業廃棄物「廃水銀等」の

追加、特別管理産業廃棄物の保管及び収集運搬基準の制定） 

                ※１の(7）、(8)の一部 

  平成29年10月1日 完全施行（特別管理産業廃棄物の処分基準その他処理基準等） 

                ※１の(8)の一部、(1)～(6)、(9)～(13) 
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　循循環型社会及び低炭素社会の形成をめざし、環境に配慮した製品や環

境技術の展示、楽しく役に立つイベントや体験が満載の「やまがた環境展

2017」を開催します。

　●日　時　10月28日(土) 10：00 ～ 17：00

　　　　　　10月29日(日) 10：00 ～ 16：00

　●会　場　山形ビッグウイング（山形市平久保100）

　　●内　容　国際派漫才コンビ「パックンマックン」によるトークショー、

おもちゃの交換会、リサイクル自転車抽選会、環境にやさしい

料理のふるまいなどのほか、「仙山交流味祭りinやまがた」を

屋外で併催

　●入場料　無料

　●問合せ　山形県循環型社会推進課　023（630）2322

　●ホームページ　「やまがた環境展2017」で検索

やまがた環境展2017の開催について
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総 合 支 庁 だ よ り

実りの秋ですね　―最上総合支庁からのおしらせ―

　ＰＣＢ廃棄物の処理期限が近づいていますが、今でもＰＣＢ廃棄物が新たに見つかっておりま

す。環境課職員の家でも見つかって・・・（もちろん処理に向けて手続き中です）

　皆様の事業所でも再度ご確認をお願いします。 

　また、これからの時期は油漏れ事故が多くなり、河

川などの環境汚染が心配されます。 

　最上総合支庁では油漏れ事故防止のため、啓発チラ

シの配布を最上管内の給油所等に依頼し、灯油販売の

際に配布してもらう取組みを行っております。 

　最上地域のきれいな川・すばらしい自然を守るため

にも、事業者の皆様においては冬を前に再度の設備点検をお願いします。 

　さて、今回の記事では、

　最上地域のすばらしい自然や景観を満喫できるスポットをご紹介したいと思います。

　おすすめです！

 四ヶ村の棚田（大蔵村南山）
　日本の棚田百選にも選ばれた大蔵村四ケ村の

棚田。まさに日本の原風景とも思える風景が眼

下に広がり心が癒されます。

　地形のダイナミズムを感じるとともに、先人 

達の並々ならぬ苦労が偲ばれます。 

　四季折々に違った表情を見せる棚田。

　みなさん、是非訪れてみて下さい。

 猿羽根山からの眺望（舟形町舟形） 
　猿羽根山公園内、農林漁業体験実習館の

広場からの眺めです。 

　眼下には、雄大な最上川、葉山をはじめ

とした山々の景色、一面に広がる田圃、最

高です！

　これからの季節、山々が紅く色づき一層

美しい景色が見られることでしょう。公園

内でも紅葉が見事でピクニックにも

おすすめです。

最上総合支庁　環境課からのお知らせ最上総合支庁
環境課
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○不法投棄監視合同パトロールを行いました！

　「不法投棄及び海岸漂着ごみ削減強化月間（５、10月）」の取組みの一環として、５月に市町や

（一社）山形県産業廃棄物協会の会員、警察署などの関係機関と連携し、管内８市町で不法投棄

監視合同パトロールを行いました。全部で30箇所を巡回しましたが、依然として道路の駐車帯や

河川敷などに家庭ゴミが投棄されやすい傾向にあります。これらの不法投棄防止対策として、不

法投棄防止の看板、のぼり旗や監視カメラの設置を行い、新たな投棄の抑止を図っています。

　10月にも５月と同様に不法投棄監視合同パトロールを行います。管内市町及び関係団体等と連

携し、不法投棄防止に努めてまいりますので、今後ともご協力をお願いいたします。

○スカイパトロールを実施しました！

　山形県消防防災航空隊や山形県、警察本部の協力を得て、６月６日（火）に置賜管内の不法投

棄を空から監視するスカイパトロールを実施しました。今回、新たな不法投棄は発見されません

でしたが、置賜の美しい景色を一望できる良い機会となりました。

　これからもきれいな置賜を目指して、不法投棄防止対策に取り組んでまいります。

置賜総合支庁
環境課 不法投棄防止対策への取組みについて

不法投棄監視合同パトロール

県消防防災ヘリ「もがみ」

のぼり旗

置賜の風景（米沢市関根 水窪ダム付近）
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　廃棄物とリサイクルについて関心を持ってもらうため、山形県産業廃棄物協会の御支援をいた

だき、８月３日、「夏休み親子リサイクル教室」を開催しました。

　当日は、村山総合支庁管内の小学校４年生から６年生の親子47名の方々に参加いただき、村山

総合支庁で開講式を行い、小林村山支部長様より御挨拶

をいただきました。

　開講式に引き続き、当支庁の職員が行ったゴミについ

ての学習では、二酸化炭素などの温室効果ガスが地球温

暖化や異常気象を引き起こしており、大きな問題となっ

ていること、また、そのためにごみの減量化、適正処理

が重要であることを学習しました。

　その後、バスで移動し２か所の施設見学を行いました。

１か所目の見学施設である㈱高良山形営業所では、小型

家電の分解選別の工程や、古紙リサイクルの流れなどを

学習しました。児童全員が小型ゲーム機の解体作業を体

験し、ゲーム機の中に金や銀が含まれていることに大変

驚いた様子でした。

　２か所目の見学施設である㈱エフピコ山形選別セン

ターでは、食品

トレーがどのよ

うな工程を経てリサイクルされているのかを学習しまし

た。実際の選別作業を見学した後は、プラスチックの端

材から記念品を作製しました。

　参加者からは、「学んだことをいかして良い環境を作

りたい」「これからもリサイクルのことをもっと調べた

いし、自分でも

やっていきたい」との感想が寄せられ、環境やリサイク

ルについて一人一人が考えるきっかけになり、子供達に

とって夏休みの思い出に残る体験となったと思います。

　見学先の皆様には、お忙しい中、きめ細かな対応をし

ていただきありがとうございました。今後とも貴協会か

ら御支援、御協力を賜りますようお願いいたします。

啓 発 支 援 事 業

「夏休み親子リサイクル教室」を開催しました。「村山総合支庁
環境課

村山総合支庁での開講式

小型ゲーム機の解体作業

食品トレーリサイクルの学習

古紙リサイクルの説明
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【親子環境体験学習会を開催しました♪】
　７月28日に「親子環境体験学習会」を開催しました。

　夏休みが始まってすぐに、宿題の中でも難敵である自由研究（私も昔は苦労しました）が楽し

く出来てしまうという人気イベントで、小学生の親子12組25名が参加しました。

　海ごみの回収体験では、中国語やハングル、ロシア語のごみを見つけて驚いていましたが、庄

内海岸のごみの７割が川から流れてくることを知り、ど

うやったらごみを減らせるかを、みんなで頑張って考え

ていました。

　「自由研究に載せるので一緒に写真を撮ってくださ

い！」と言われたのがとても嬉しかったですね。

　リサイクル施設の見学では、発泡スチロールがイン

ゴットに変わる瞬間を見て目を輝かせていました。ま

た、市の職員が一つ一つ割れたガラスを分別する様子

に、分別の大変さ、大切さを学んでいました。

　今回学習した、「ごみを捨てない」、「資源を大切にす

る」、「ごみ捨てのルールを守る」ということが、子ども

たちの将来の行動に永くつながってほしいなと思いまし

た。

　本事業は、産業廃棄物協会様からのご支援により開催

することが出来ました。この場をお借りしてお礼申し上

げます。

【担当Ｋのつぶやき】
＜瓦のリサイクルに燃えています＞

　全国でもまだまだ普及途上の「瓦リサイクル」を庄内に定着させ、庄内で全量リサイクルする

ことを目標に日々奔走しています。取組みは、支庁ホームページの「瓦リサイクル情報サイト」

に掲載しています（「瓦リサイクル情報サイト」で検索してください）。

　リサイクルを進めるため、現場の皆さんのアイディア、苦労などをぜひ教えてください。

＜釣りについて＞

　好評いただいている釣り日記ですが、先月、釣りに行きすぎたことによる家庭内紛争が勃発し、

釣りに行けない状況が続いています…。

　次号で皆さんに釣果を御報告できるよう、日々のご機嫌とり？を頑張ります♪

庄内総合支庁
環境課 庄内総合支庁　環境課からのお知らせ

海ごみの回収体験、本場中国の麻雀牌と
いった珍しい漂着物も発見されました。

鶴岡市リサイクルプラザ「くるりん館」
での見学の様子



21産 廃

村    山    支    部村    山    支    部

支 部 だ よ り

事 業 名 一般社団法人山形県産業廃棄物協会村山支部　第５回通常総会

日　　時 平成29年４月25日（火）　17：00～ 19：50

場　　所 ホテルメトロポリタン山形　３Ｆ「朝日」

参加人数 44名

来　　賓
山形県村山総合支庁保健福祉環境部環境課

　　　　　　　　　　　　　　廃棄物対策主幹　会田　　健　様

協会役職員
一般社団法人山形県産業廃棄物協会　会　　長　黒澤　利宏　様

　　　　　　同　　上　　　　　　　常務理事　鈴木　信夫　様

内　　容

総　　会

＜報告事項＞　

　⑴　平成28年度事業報告について

　⑵　平成28年度支出について

　⑶　平成29年度事業計画について

　⑷　平成29年度予算について

第５回の総会は海老沢秀樹議長による議事進行にて報告事項は全て承認され無

事終了しました。

<終了後懇親会を開催>
参加人数は44名の盛大な懇親会となりました。

挨拶　小林支部長 議長　海老沢秀樹　氏

祝辞　山形県村山総合支庁保健福祉環境部環境課
廃棄物対策主幹　会田　　健　様
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最    上    支    部最    上    支    部

事 業 名 一般社団法人山形県産業廃棄物協会最上支部　第５回通常総会

日　　時 平成29年５月25日（木）　16：30～ 19：00

場　　所 新庄玉姫殿

参加人数 17名

来　　賓
山形県最上総合支庁保健福祉環境部環境課　課　長　佐藤　　至　様

山形県新庄警察署生活安全課　　　　　　　課　長　庄司　孝義　様

協会役職員
一般社団法人山形県産業廃棄物協会　　　　会　長　黒澤　利宏　様

　　　　　　同　　上　　　　　　　　　　係　長　細谷かおる　様

内　　容

総　会

＜報告事項＞

　⑴　平成28年度事業報告について

　⑵　平成28年度支出について

　⑶　平成29年度事業計画について

　⑷　平成29年度予算について

第５回の総会は斎藤実議長による議事進行にて報告事項はすべて承認され無事

終了いたしました。

＜終了後懇親会を開催＞

参加人数は16名の懇親会となりました。

挨拶　斎藤支部長 議長　斎藤　　実　氏

祝　辞　山形県最上総合支庁保健福祉環境部環境課
課　長　佐藤　　至　様
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置    賜    支    部置    賜    支    部

事 業 名 一般社団法人山形県産業廃棄物協会置賜支部　第５回通常総会

日　　時 平成29年５月18日（木）　16：00～ 19：00

場　　所 東京第一ホテル米沢　

参加人数 24名

来　　賓
山形県置賜総合支庁保健福祉環境部　環境課

　　　　　　　　　　　　　　　課長補佐（廃棄物対策担当）横山　秀典　様

協会役職員
一般社団法人山形県産業廃棄物協会　会　　長　黒澤　利宏　様

　　　　　　同　　上　　　　　　　常務理事　鈴木　信夫　様

内　　容

総　会

＜報告事項＞

　⑴　平成28年度事業報告について

　⑵　平成28年度支出について

　⑶　平成29年度事業計画について

　⑷　平成29年度予算について

第５回の総会は西原政範議長による議事進行にて報告事項はすべて承認され無

事終了いたしました。

＜終了後懇親会を開催＞

参加人数は19名の懇親会となりました。

挨拶　山﨑支部長 議長　西原　政範　氏

祝辞　山形県置賜総合支庁保健福祉環境部環境課
課長補佐　横山　秀典　様
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庄    内    支    部庄    内    支    部

事 業 名 一般社団法人山形県産業廃棄物協会庄内支部　第５回通常総会・研修会

日　　時 平成29年５月11日（木）　16：00～ 18：00

場　　所 ル・ポットフー（酒田市）

参加人数 総会35名　研修会35名

来　　賓

山形県庄内総合支庁保健福祉環境部環境課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廃棄物対策主幹　松林　　茂　様

　　　　　　　　同　　上　　　　　　　　課長補佐　　　　田宮　　淳　様

　　　　　　　　同　　上　　　　　　　　廃棄物対策主査　神田　善弘　様

協会役職員
一般社団法人山形県産業廃棄物協会　会　　長　黒澤　利宏　様

　　　　　　同　　上　　　　　　　常務理事　鈴木　信夫　様

内　　容

１　総　会
＜報告事項＞
　⑴　平成28年度事業報告について
　⑵　平成28年度支出について
　⑶　平成29年度事業計画について
　⑷　平成29年度予算について
　その地
２　研修会
　　演　題　『最近の海ごみを巡る話題について』
　　講　師　山形県庄内総合支庁保健福祉環境部環境課課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　　　廃棄物・海岸漂着物担当　田宮　　淳　様
　　演　題　『廃棄物処理に関する指導の状況について』
　　　　　　『瓦のリサイクルについて』
　　講　師　山形県庄内総合支庁保健福祉環境部環境課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廃棄物対策主査　神田　善弘　様
第５回の総会は登坂誠議長による議事進行にて、報告事項４項目を円滑に報告
し終了いたしました。
研修会では、庄内総合支庁環境課より当地区に関係の深い事柄について具体的
な事例を交えて説明をいただきました。廃棄物に係わる行政処分等について、
判断基準が公表されているので事前に確認しておくこと、産廃部門だけでなく
他部門にも周知徹底することが重要であるとの事でした。認識不足による違反
の防止、産業廃棄物の適正処理について意識を高める研修となりました。

祝辞　庄内総合支庁保健福祉環境部環境課
　　　廃棄物対策主幹　松林　　茂　様

研修会　講師　田宮課長補佐

研修会　講師　神田廃棄物対策主査

挨拶　三浦支部長
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最    上    支    部最    上    支    部

事 業 名 適正処理推進事業

日　　時 平成29年５月１日（月）　午前10時30分～ 12時頃まで

場　　所
出発式：最上総合支庁正面玄関前

キャンペーン：新庄市内４カ所の大型スーパーマーケット店頭

参加人数
出発式：47名
キャンペーン：43名（内：最上支部より６社７名参加）

内　　容
新庄最上地区不法投棄防止対策協議会主催

不法投棄パトロール出発式及び不法投棄防止キャンペーンの協力

コメント

　最上総合支庁正面玄関前にて、出発式が行われ、新庄市環境課長と、当産廃
協会の斎藤支部長が挨拶をいたしました。
　今年度も、出発式より斎藤支部長・荒川副支部長はじめ、支部役員の会社の方々
より多数参加を頂きました。
　出発式において、キャンペーンに向け腕章・啓発用ポケットティッシュ・のぼ
り旗の伝達を行い、新庄警察を先導に新庄市内４カ所の大型スーパーに分かれ実
施いたしました。
　各会場にのぼり旗を設置し、来客者に不法投棄防止を呼び掛けながらポケッ
トティッシュ（計2，300個）を配布いたしました。
　当支部より（株）大場組（大場専務取締役）・（有）ケイ・ティー・ティー（小
田原総務部長）・最上共同クリーン（株）（梁瀬常務取締役・梁瀬営業部長）・（株）
マルコウ環境（斎藤専務取締役）・（有）最新清掃興業（大場専務取締役）・マル
ミツ産業（株）（黒坂氏）６社７名のご協力を頂きました。
　お忙しい中ご協力を頂き誠に有難うございました。
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最    上    支    部最    上    支    部

事 業 名 適正処理推進事業

日　　時 平成29年５月９日（火）～ 24日（水）　午前10時～　又は午後１時30分～

場　　所
最上地区８市町村

新庄市・金山町・真室川町・舟形町・最上町・戸沢村・大蔵村・鮭川村

参加人数 54名（内最上支部８名）

内　　容
新庄最上地区不法投棄防止対策協議会主催

平成29年度　春季不法投棄合同パトロール

コメント

　５月が不法投棄及び海岸漂着ごみ削減強化月間との事で、最上地区では８市

町村の不法投棄の確認のパトロールに協力を致しました。

　５月９日（火）から24日（水）までの８日間を関係機関とともに巡回しました。

　当支部からはマルミツ産業（株）・（株）マルコウ環境の２社（計８名）より

参加致しました。

　５月現在で不法投棄の確認個所は36箇所となっており、内新規発見６カ所と

なっております。６カ所につきましては規模未定（30㎥未満）ではありますが、

未だ不法投棄がされているということは残念です。

　最上支部と致しましても、現在確認個所の現状回復作業の依頼があれば、支

部会員または支部関連会社と連携協力を行っていく方針です。

　また、支部の活動の一環として、不法投棄防止の看板など市町村にも配布を

行っております。

　今年度も、最上地域の不法投棄防止活動を継続していきたいと思います。
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青 年 部 会 だ よ り

青年部会第5回通常総会及び研修会の開催について

　平成29年４月21日（金）、山形国際ホテルにおいて、部会員40名のうち33名（うち委任状

提出10名）の出席のもと、青年部会第５回通常総会及び研修会が開催されました。

■総会

　総会には、来賓として県環境エネルギー部循環型社会推進課より廃棄物対策専門員　伊藤

健様、協会より黒澤利宏会長、鈴木信夫常務理事のご臨席を賜りました。

　遠藤一生幹事の司会進行により、渡辺部会長の挨拶の後、県環境エネルギー部循環型社会

推進課　課長　菅原靖男様（代読　廃棄物対策専門員　伊藤健様）、黒澤利宏協会会長にご

祝辞をいただきました。

　議事に先だち、議長には部会員の丹野貴之氏が選出されました。議長は議事録署名人に川

村将宏氏、森高啓至氏、書記に事務局を指名し、議事が行われました。

―　議　事　―

　・報告事項１　平成28年度事業報告について

　・報告事項２　平成28年度支出について

　・報告事項３　平成29年度事業計画について

　・報告事項４　平成29年度予算について

　・第１号議案　役員の任期について

　・第２号議案　役員の改選について

　報告の後、第２号議案において11名の幹事が選任され、直後の役員会における互選の結果、

黒澤武利氏が部会長に就任しました。
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【新役員】

　部 会 長　　黒澤武利　　テルス㈱

　副部会長　　小林洋平　　㈲べにばな清掃社

　　 〃　 　　森谷昌弘　　㈱モリヤ

　幹　　事　　花輪　豊　　㈱ハナワ

　　 〃　 　　遠藤玄博　　㈱クリーンシステム

　　 〃　 　　丹野一史　　㈱丹野

　　 〃　 　　高橋朋秀　　東北クリーン開発㈱

　　 〃　 　　海野正芳　　㈱キヨスミ産研

　　 〃　 　　大宮拓也　　㈱クレンズ興産

　　 〃　 　　遠藤一生　　㈲厚生社

　　 〃　 　　佐藤雅則　　環清工業㈱

　＜卒業生＞

　・渡辺　明さん　　山形環境保全協同組合

　・丹野貴之さん　　㈲千代田産業

　・吉田　博さん　　佳田清掃㈱

■研修内容

　テーマ　「産業廃棄物処理業における安全管理について」

　講　師　浦山社会保険労務士事務所

　　　　　特定社会保険労務士　浦山　一豊　氏　

（東北クリーン開発 株式会社　高橋　朋秀）

新役員

浦山講師

（左から）渡辺前部会長、
　　　　　荒井元部会長、
　　　　　丹野元副部会長
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新　部　会　長　の　挨　拶

　平成29年４月21日に開催されました山形県産業廃棄物協会青年部会第5回通常総会におい

てご承認いただき青年部会部会長に就任いたしましたテルス株式会社の黒澤　武利です。誌

面をお借りして、ご挨拶申し上げます。

　まずはじめに、今年度をもって卒業となりましたが青年部会長として部会員をけん引いた

だきました渡辺　明様、荒井　寛様、そして幹事として今年仙台にて行われた青年部協議会

全国大会を成功に導いてくださった丹野　貴之様に心より感謝申し上げます。

　私は平成20年に青年部に加入させていただいてから10年目を迎える年であります。また今

年度末に青年部設立20周年を迎える節目の年に青年部会部会長を仰せつかりましたことを大

変光栄に思い青年部会の皆様と協力し青年部会の発展に努めてまいりたいと思っておりま

す。

　加入当初は業界のことも何もわからずにいましたが、先輩方や同世代の部会員の皆様に声

をかけていただき導いていただきました。今後は青年部会を纏め率いていく立場となり不安

に思う面が多々ありますが青年部役員や部会員の皆様の力を借りて頑張っていきたいと思い

ます。また、全国大会の準備を通じて親交を深めた北海道・東北ブロック青年部協議会の皆

様との活動も頑張っていきます。

　最後になりますが、協会員の皆様には今後とも青年部活動へのご指導ご鞭撻並びにご支援

ご理解を賜ります様お願い申し上げます。
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北海道・東北ブロック青年部協議会第16回通常総会の開催について

　平成29年６月６日（火）、ホテル青森において、全国産業廃棄物連合会青年部協議会 北海

道・東北ブロック協議会第16回通常総会が開催されました。

　はじめに北海道・東北ブロック青年部協議会 千葉智英会長が挨拶を行い、続いて、ご来

賓の青森県環境生活部部長 鈴木日登美様、一般社団法人青森県産業廃棄物協会会長 天内修

様並びに全国産業廃棄物連合会青年部協議会 仲田陽介会長よりご祝辞を頂戴し、議事に入

りました。

・第１号議案　平成28年度事業報告及び収支決算報告に関する件

　　　　　　　平成28年度監査報告

・第２号議案　平成29年度事業計画（案）及び収支予算（案）に関する件

・第３号議案　会則の一部変更に関する件

・第４号議案　役員の任期を短縮する件

・第５号議案　任期満了に伴う役員改選の件

・第６号議案　その他

が審議され、全ての議案が原案どおり了承されました。

【新役員】

役　職　名 氏　　名 企　業　名 所属協会

協 議 会 長 庄　子　正　和 （株）自然環境産業 宮城県

副協議会長 時　田　真　一 （株）サンアール 北海道

〃 山　岡　慎太郎  山岡工業（株） 秋田県

幹 事 大　嶋　　　武 （株）北清 北海道

〃 山　本　徳　光 （株）山本工業 青森県

〃 西　田　文　仁 （株）西田組 青森県

〃 菅　原　能　興  南部運輸（株） 岩手県

〃 遠　藤　忠　寿 （株）遠忠 岩手県

〃 平　間　正　明 （株）平間環境 宮城県

〃 後　藤　大　亮 （株）羽後環境 秋田県

〃 小　林　洋　平 （有）べにばな清掃社 山形県

〃 佐　藤　　　茂 （株）ミツワ 福島県

〃 池　上　　　勇 （株）東日本興産 福島県

〃 高　田　友　則 （株）クレハ環境 福島県

監 事 千　葉　智　英 （株）スパット北上 岩手県

〃 黒　澤　武　利  テルス（株） 山形県

運 営 幹 事 鈴　木　伸　彌  鈴木工業（株） 宮城県
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　また、総会終了後には懇親会が盛大に催され、青森ねぶたなどで大いに盛り上がり、各道

県の部会員との懇親をより深めることできました。

　懇親会の中締めを、地元青森県青年部会 山本徳光部会長が務め、今年３月４日、宮城県

で開催された全国大会の成功を祝し、各道県青年部会員がさらに一致団結したところで懇親

会が閉会しました。

　最後になりますが、通常総会、懇親会の開催・準備のためにご尽力なされた青森県青年部

の皆様並びに北海道・東北ブロック青年部協議会の皆様に心より感謝申し上げます。

（井上工業 株式会社　井上　洋輔）
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事 務 局 だ よ り

平成29年度許可申請に関する講習会の日程

※　全ての講習会で書面申込みとWeb（インターネット)申込みができます。

　　（Web申込み方法は次ページ参照)
※　修了証が到着するまでに約２週間かかりますので、許可期限の近い方は特にご注意く

ださい。

※　受付情報等の最新情報は

　　協会ホームページ（http://www.yamagata-sanpai.or.jp）
　　⇒　講習会（随時更新中）

山形会場 ： 大手門パルズ（山形市木の実町12－37）

講習会の種類 期　　日 定　員

産業廃棄物収集運搬課程（新規）
【期間：２日】

平成29年11月７日（火）
　　　　　～８日（水）

150名

産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）
収集運搬課程（更新）【期間：１日】

平成29年11月９日（木） 150名

産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）
処分課程（更新）【期間：２日】

平成29年11月28日（火）
　　　　　～ 29日（水）

100名

広告掲載の募集

　機関誌「産廃やまがた」の広告掲載を募集しております。

　貴社のＰＲ営業案内など、イメージアップにもご利用ください。

　広告掲載は会員外の方でもご利用できます。

　「産廃やまがた」は、協会ホームページにも掲載しております。

　お申込みは、協会事務局までご連絡ください。

・広告掲載料金

　Ａ４　カラー　全　面　50, 000円　　１／２面　25, 000円

　Ａ４　白　黒　全　面　30, 000円　　１／２面　15, 000円
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（公財）日本産業廃棄物処理振興センター　リーフレットより転載
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協会ホームページ（会員専用）掲載情報（５月～８月）協会ホームページ（会員専用）掲載情報（１月～４月）

タ　　イ　　ト　　ル 分　類 掲載日

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き等の改訂について（通知） 通知等 ８月24日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について（通知） 通知等 ８月22日

水銀廃棄物に係る改正廃棄物処理法説明会の開催について（通知） 通知等 ８月22日

建築物解体等作業における石綿の事前調査の講習会の実施について 通知等 ８月17日

８月以降における熱中症予防対策の徹底について 通知等 ８月17日

労働安全衛生法施行令及び規則の一部改正について 通知等 ８月17日

てき丸君News-第41号（2017.8.14） 全産廃連広報 ８月17日

「自動車点検整備推進運動」への協力について 通知等 ７月25日

最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援事業等の周知について 通知等 ７月25日

「瓦リサイクルシンポジウム」の開催について 研修会等 ７月21日

建築物等から除去した石綿含有廃棄物の包装等の徹底について 通知等 ７月20日

山形県環境学習支援団体認定制度　～平成29年度募集案内～ 通知等 ７月19日

廃棄物情報の提供に関するガイドライン（第２版）に係る廃棄物データシートの改訂について（通知） 通知等 ７月19日

環境省ガイドライン「エコアクション21」説明会のご案内 研修会等 ７月12日

ポリ塩化ビフェニルが使用された電気機器類の早期処理の推進について（通知） 通知等 ７月12日

てき丸君News-第40号（2017.7.10） 全産廃連広報 ７月11日

「瓦リサイクル推進の手引き」について（通知） 通知等 ７月５日

排出事業者責任に基づく措置に係る指導について（通知） 通知等 ６月27日

「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き」等の改訂について（通知） 通知等 ６月27日

建築物等から除去した石綿含有廃棄物の包装等の徹底について 通知等 ６月16日

平成28年度の職場における熱中症による死者災害の発生状況について 通知等 ６月16日

村山地球エネルギー戦略協議会における講演会について（ご案内） 研修会等 ６月12日

てき丸君News-第39号（2017.6.09） 全産廃連広報 ６月12日

業務改善助成金関係資料の送付について 通知等 ６月12日

夏季の省エネルギーの取組について（依頼） 通知等 ６月12日

平成29年度「笑顔で省エネ県民運動」及び「夏の省エネ県民運動」の実施について 通知等 ６月12日

全産廃連『平成29年度人材育成プログラム』のご案内 研修会等 ５月31日

山形県リサイクル製品認定制度に係る認定製品の募集について（通知） 通知等 ５月26日

山形県リサイクルシステム認証制度に係る募集について（通知） 通知等 ５月26日

建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止の実施について 通知等 ５月12日

てき丸君News-第38号（2017.5.11） 全産廃連広報 ５月12日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知） 通知等 ５月10日

平成30年４月に向けた労働契約法の「無期転換ルール」の周知について 通知等 ５月１日 
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　「夏宵まつり」は庄内町余目地域の中心商店街で開催される祭りで、今年16年目を迎えた。「余目飛龍伝

説」を題材としたオリジナルの「飛龍囃子」にあわせ、チームごとに独自の振り付けと個性豊かな衣装を

まとい競いながら町中のパレードコースを踊り歩く。エンディングには最も祭りを盛り上げたチームに「夏

宵大賞」が授与され、その年の栄光を手にする。

　商店街をくねる飛龍は口を開けると３m50cmにもなり、その迫力に圧倒される。来年の夏はぜひ、賑

やかなお囃子の音とともに熱い舞と飛龍をご覧になってみてはいかがだろう。

　余目の深川集落にある金沼に住んでいたと言われる龍が、毎年夏になると嵐を起こして農作物に被害を

もたらしていた。村人達は毎年一人ずつ村の娘を生贄にすることによってその難を免れていたがある日、

村の長者の美しい娘に白羽の矢が立ち、この娘が観音経を読経し、その観音経を竜の顔めがけて投げつけ

たところ、不思議なことに龍はその姿を見せなくなったという。これを機に家内安全・五穀豊穣を祈願す

るようになった。

参考：夏宵まつり戦略会議事務局

庄内町　夏宵まつり

「余目飛龍伝説」とは……

<今年度の開催> 平成29年８月12日（土）
（写真はいずれも平成28年開催時の様子）
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　８月29日早朝。携帯から緊急地震速報の通知音が鳴りました。

　「ああ、また地震か。」と地震大国に住んでいる我々には慣れっこになっています。それでも

６年前の震災を思い出し最低限の準備はしておかなくては、とテレビの電源を入れ情報の確認

を取ろうとすると、隣国からミサイルが発射されたとアナウンサーが繰り返していました。

　数分後、上空を超えたとの報道でほっとすると共に最初の通報から５分程度では何もできな

いなと、どこか他人事なこと考えていた自分に気づきました。

　「慣れ」と「他人事」。

　先の震災でこの二つが大惨事を生んだきっかけだったことをすっかり忘れていました。

　そのことに改めて気づかさせてくれたことだけが、私にとってこの事件でただ一つの良かっ

たことでありました。

編集委員　西原　政範　
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