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一般社団法人 埼玉県環境産業振興協会

協 会 だ よ り
〒330-0063
さいたま市浦和区高砂 3-5-7 高砂建物ビル３Ｆ
TEL 048-822-3131 FAX 048-822-6299
http://www.saitama-kankyousangyousinkou.jp

産業廃棄物適正処理講習会 （県・協会共催） のお知らせ
平成３０年度・産業廃棄物適正処理講習会を下記により開催いたします。
この講習会は、排出事業者と処理業者の適正処理に係る知識の習得と意識の向上等を
図ることを目的に実施するものです。ぜひご参加ください。
○日 時

平成３０年７月２７日（金）

〇場 所

埼玉会館大ホール

１３時３０分～１６時３０分

○演 題 「廃棄物処理法の一部改正について」 環境省廃棄物規制課法令係長 松田幸子氏
「電子ﾏﾆﾌｪｽﾄの導入について」 (公社)日本産業廃棄物処理振興ｾﾝﾀｰ 山本千亜樹 氏
〇参加申し込み 不要

参加費

無料

■ 協会第６回定時総会・懇親会盛大に開催される
去る５月３０日、浦和ロイヤルパインズホテルにおいて、多くの会員の皆様の出席の
もと、第６回定時総会が開催されました。ご来賓として、加藤和男県環境部長、酒井辰
夫産業廃棄物指導課長をはじめとする方々にご臨席いただき、議事に先立つ表彰式で
は、県環境衛生功労者等及び当協会長表彰が行われました。
総会議事は、議長に選出された小柳明雄副会長の進行により、下記の議案を審議し、
いずれも原案通り承認されました。役員については、理事・監事全員が再任され、総会
後の臨時理事会において、小林増雄理事が会長として再選されました。
総会終了後には、上田清司知事、協会顧問の野本陽一県議会議員をはじめとするご来
賓をお迎えして、懇親会がにぎやかに開催され、会員の皆様が交流を深めました。ま
た、今期から顧問としてご指導をいただくことになった、本木茂県議会議員（西第４
区）と柿沼トミ子県議会議員（東第４区）にもご出席いただきました。
詳報は、会報「けやき 81 号」（8 月）に掲載します。
協会第６回定時総会議案
第１号議案

平成２９年度事業報告承認の件

第２号議案

平成２９年度決算報告の件

第３号議案

任期満了に伴う役員改選の件

（報告事項）
１

平成３０年度事業計画に関する件

２

平成３０年度収支予算に関する件

３

平成２９年度公益目的支出計画実施報告書に関する件
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■労働安全衛生対策を力強く進めましょう
平成２９年中の本県の業界における労働災害死傷者数 （休業４日以上） は、１０３人
（死者なし） で、前年 （１０８人･死者３人） より減っているものの、全国ワースト１とい
う厳しい状況にあります （確定値）。
ご案内のとおり協会では、労働災害防止計画に基づき、下記の事業を会員企業と一体
になって進めております。
７月１日から７日は、全国労働安全週間です。「安全第一 一人ひとりが主役です 」を合
言葉に、特に、主な災害原因である「墜落・転落」、「はさまれ・巻き込まれ」、「転倒」
災害防止を重点に、各事業所において様々な取組を展開されるようお願いします。
平成３０年度・協会労働安全衛生対策事業
○労働安全衛生ポスターの作成・配布
全国労働安全週間（配布済）と労働衛生週間（10/1～7 準備期間９月）のポスターを配布し
ます。積極的にご活用ください。
○労働安全衛生大会の開催
昨年度に引き続き開催いたします（下記枠記事をご覧ください）。
○労働安全衛生標語の募集・活用
安全標語を募集しています。優秀作は労働安全衛生大会で表彰し、啓発に活用します。
○ヒヤリ・ハット事例の募集・活用
ヒヤリ・ハットは自ら生の体験を記録するとともに、共有することが重要です。随時募集中
です。事例集としてまとめ、多くの企業で活用できるようにします。
※安全標語、ヒヤリ・ハット事例は、協会事務局までＨＰ、ファックス等でお願いします。
※ＨＰに、「労働安全衛生 情報収集窓口」を設置しています。ぜひご活用ください。

～平成３０年度・協会労働安全衛生大会の開催について～
下記により、労働安全衛生大会を開催します。労災撲滅に向けて、多くの皆様の参加を
お待ちしております。会員・非会員を問いません。会員企業には別途文書でご案内します。
・日時

平成３０年９月２７日（木）

午後１時～４時

・場所

さいたま共済会館

・講演

「産業廃棄物処理業における労働災害の発生状況」

６０１・６０２会議室
埼玉労働局担当官

「施設や収集運搬での危険を体感して労災を防止しよう」
二階堂久 氏（労働安全ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）
・事例発表・表彰

会員企業による事例発表、安全標語優秀作の表彰

年内の協会主要行事
11 月 29 日

※詳細は後日通知します

産業廃棄物講習会 （協会主催） 「芝田麻里の産廃フロントライン」ほか

10 月 4 日・5 日

県外施設研修会（千葉県）

10 月・11 月

４地区懇談会（西部・東松山、中央、東部・越谷、北部・秩父）
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平成３０年度第１回・第２回理事会の概要について
第１回理事会 平成３０年４月１９日（木） あけぼのビル
出席 理事・監事 １９名
【審議事項】
（１）平成２９年度事業報告及び決算報告等について
（２）第６回定時総会について
（３）平成３０年度事業委員会事業実施方針について
【報告事項】
（１）産業廃棄物関係環境衛生功労者等表彰について
（２）廃棄物処理法の改正について
（３）県の人事異動・関係事業について
（４）全産連「産業廃棄物処理検定」運営の業務委託ついて

ほか

第２回理事会 平成３０年５月１０日（木） さいたま共済会館
出席 理事・監事 ２１名
【審議事項】
（１）第６回定時総会議案書（案）及び運営について
（２）正会員の入会申込みについて
（３）協会顧問の委嘱について
【報告事項】
（１）平成３０年度協会事業について
（２）有害使用済機器の保管・処分の規制について
（３）第６０回関東地域協議会について ほか
■ 平成３０年度許可講習会開催日程 （７月以降・さいたま共済会館）
・講習修了証の有効期限は、新規講習会５年、更新講習会２年です。
・新規講習会は普通産廃・特管産廃別、更新講習会は共通です。
・許可更新の場合は、許可期限の６か月くらい前に受講することをお勧めします。
・7 月の新規／収集運搬・処分課程は定員残りわずかです。
新規／収集運搬課程（２日間）
平成３０年１０月２５日（木）～２６日（金）
平成３１年

１２月

１月２３日（水）～２４日（木）

５日（水）～

６日（木）

２月１４日（木）～１５日（金）

新規／収集運搬・処分課程（３日間）
平成３０年

７月３１日（火）～８月３日（金） ※処分受講者は収集運搬も同時受講できます。

更新/収集運搬課程（１日間）
平成３０年１０月２４日（水）

１２月７日（金）

平成３１年

２月１３日（水）

更新/収集運搬・処分課程（２日間）
平成３０年

９月

５日（水）～６日（木）

特別管理産業廃棄物管理責任者（１日間）
平成３０年９月７日（金）

１０月２３日（火）
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３Ｓ運動県民ＰＲ事業登録事業所が１０社に
県民に直接廃棄物処理施設を見てもらうことにより３Ｓ運動
（スマイル・セイケツ･スタイル） の取組を理解いただくことを目的

とした事業です。産業廃棄物指導課ＨＰに掲載されています。
日興サービス㈱・㈱クワバラ･パンぷキン・よりいｺﾝﾎﾟｽﾄ㈱
前田道路㈱朝霞合材工場・㈱クマクラ・新和環境㈱
石坂産業㈱・㈱シタラ興産・㈱タカヤマ・㈱ショーモン

３Ｓ運動・ヘルメットシール
※ご希望の方は協会事務局まで

■平成３０年度「環境産業合同入社式」（県・協会共催） が開催されました
６月４日、さいたま共済会館において、３回目
となる環境産業合同入社式が開催され、会員会社の
新規採用社員など８０名が参加しました。記念講演
は、上智大学の北村喜宣教授に「廃棄物処理業のこ
れまでとこれから」と題して講演いただきました。
入社式終了後、協会青年部会・女性部会主催の名
刺交換会が開催され、県の若手職員も交えて、にぎ
やかな交流のうちに終了しました。
「資機材・人材等の保有状況と災害時の初動緊急対応に関する調査」のお願い
平成２８年４月に発生した熊本地震では、約２８９万トンの災害廃棄物が発生し、約２
年をかけて処理が概ね終了しました。先ごろの大阪地震も被害拡大の予防対策の重要性を
再認識させました。
協会では県と災害廃棄物処理支援の協定を結び、平成２５年の竜巻被害等では協定に基
づく支援を実施しました。多発する地震、風水害に備えるため、会員企業における、通常
時の重機・人材等の保有状況と災害時に支援可能な資機材・人材について同封の調査を行
いますので、お忙しいところ恐縮ですが、ご協力をお願いいたします。

新規入会会員紹介 （4 月以降・敬称略）

6 月 21 日

第 1 回常任理事会

【正会員】

6 月 29 日

収集運搬活性化事業委員会

永尾清掃

7 月 17 日

女性部会研修会

永尾 和也

7 月 19 日

第 3 回理事会

7 月 27 日

産業廃棄物適正処理講習会

有限会社
代表

〒367-0212 本庄市児玉町児玉 1322-17
TEL 0495-72-1024 FAX 0495-72-6748

訃報

収集運搬（保積を除く）埼 041656
種類

・㈱環境サービス取締役原義子様(68 歳)

燃え殻、汚泥、廃油等１３種類

には、4 月 7 日に逝去されました。

主な協会行事と予定 （6 月～7 月）

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

6 月 4 日 第 3 回環境産業合同入社式
6 月 13 日 ３Ｓ運動推進協議会
6 月 14 日 青年部会総会
6 月 15 日 連合会第 8 回定時総会

(公社) 全国産業廃棄物連合会の名称が、

「全国産業資源循環連合会」に
変更になりました（4 月 1 日）
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