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成田発 9 時 30 分、茨城県産業廃棄物協会のメンバー18 名を乗せた飛行機がベトナムのホーチ

ミンへ向けてフライト。経済成長を背景に海外からの投資が進むベトナム社会主義共和国の廃棄

物処理施設視察研修会を開催しました。 

 

見学した施設はオーストラリアの資本が入る一般廃棄物と産業廃棄物両方を処理する施設。自

前で設計した焼却炉と簡単な分別をするラインが１つ。製造業は勿論のこと、小売業のイオンや

高島屋など名のある日本企業が進出しており、分別やリサイクルの需要は多くあるが手狭な為に

捌ききれない状況で、現敷地の 70 倍ある用地を用意して今後拡大するとのこと。また、リサイ

クル製品の製造も試験的に行っているなど副社長から丁寧な解説を頂きました。 

2016 年の推定で日本国民の平均年齢はおよそ 46 歳。高齢化により国内消費の減少に伴う廃棄

物発生量の減少。一方ベトナム国民の平均年齢は何と 28 歳！廃棄物分野の環境整備もまだこれ

からといったところ。今後の発展状況と環境意識向上によってはワンチャンスあるかも？ 

 

一般社団法人茨城県産業廃棄物協会

〒310-0852 水戸市笠原町 978 番 25 

茨城県開発公社ビル 4 階 

TEL/029-301-7100 FAX/029-301-7103

h t t p : //www . i b a r a k i - s a n p a i k y o . o r . j p

海外産業廃棄物処理施設視察研修会の開催 
 

平成２８年 11 月 2 日(水)～5 日(土)にかけて、世界が注目し経済成長が期待される

ベトナム社会主義共和国の廃棄物処理施設の視察研修会を開催しました。 
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ホーチミンのある南部は 5 月～10 月が雨季、11 月からは乾季で年間を通じて気温は高い。 

ただ、近年の気候変動は激しく乾季でも雨が降るとのこと。ベトナム最南端は熱帯モンスーン

気候に属しているところもあるくらいで、想定はしていたものの着いた瞬間のモワッとした温度

と湿度にビックリ。用意されたチャーターバスに乗り込み早速施設へ向かいました。 

が．．．途中でドシャ降りの雨！！！日頃の行いか？と思いきや、見学時にはピタッと降り止

み明るい陽射し♪完璧なタイミングで大変有意義な視察研修が実施できました。 

 

     
 

    
 

空港到着間際、幅広いヘビのような河川とスコールのような雨がお出迎え。街の中では爆発的

な人口増で車とバイクの群れが．．． 

２人以上乗っているのは当たり前、大人と子供で 5 人乗りという強者も。ガイドのビンさん曰

く、「もちろん違反だけれどみんなやっている。バイクはもはや必需品で無免許の人もかなりい

る」と苦笑い。ちなみにバイクの価格は 25 万円でサラリーマンの年収程度。 
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 社会主義国ながら、1986 年に打ち出した独自の経済政策で成長を続けてきたベトナムで現地

の活力を実感。ホテルの窓や屋上からはその様子がハッキリと見える。 

 

 

   

 

 

今回の参加者は幅広い世代が参加してくださいました。普段話題にすることのない会話が飛び

交い、例年にないほど深い親睦が図れたと感じました。 

今日の常識は明日の非常識と言われる世の中。目まぐるしく変化する環境の中で生き抜くため

には、視野を広げ国内・国外を問わず様々な環境を自らの目で確認することが重要であり、今後

も様々な企画を展開して参りますので、多くの会員の皆様に参加を頂きたいと思います。 

 

  
 

  
 

2007 年には日本の ODA により空港の新ビルを建設。現在地下鉄も建

設中で、郊外には日本から輸出されたであろう重機が並ぶ。 

なかには建設会社の名前がそのまま入った重機も．．． 
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安全衛生委員会では、平成２８年９月２０

日（火）に茨城県開発公社ビル１階Ｅ会議室

において、協会員３６名の参加で『ＡＥＤ講

習会』を開催いたしました。 
 講師に一般社団法人水戸地区救急普及協

会より和知さん、石野さん、藤野さん、圷さ

んをお迎えし、救急現場に居合わせた際にあ

わてず適切な処置が施せるようにというこ

とで、心肺蘇生法、大出血時の止血法並びに

ＡＥＤ装置（自動体外式除細動器）の使い方

を学びました。 
 今回の講習会を通じて、会員の皆様方 
の救命に対する関心の深さを感じ、今後 
もこの講習会を定期的に開催していきた 
いと思っております。 
 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
平成２８年１０月１４日（金）に、茨城県

開発公社ビル１階Ｅ会議室において、協会員

５３名が参加し『ＫＹＴ研修会』を開催いた

しました。 

 

  

講師に中央労働災害防止協会より佐藤 友

重専門役、須田 核太郎専門役を迎え、職場に

潜む危険要因とそれが引き起こす現象や作業

の状況など、危険ポイントや重点実施項目を

参加者全員で指差し呼称で確認し合いながら

体験学習が進められ、参加者ひとりひとりが

真剣に取り組んでおりました。 

  

協会ニュース 

ＡＥＤ講習会を開催 

ＫＹＴ研修会を開催 
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団体成績（上位 5 位 NET 合計） 

優勝 県北支部 354.4 

準優勝 県南支部 364.2 

３位 県央支部 373.0 

４位 県西支部 378.6 

５位 鹿行支部 380.0 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

個人成績（ペリア ダブルパーカット） NET（カッコ内はグロス） 

優勝 黒澤義昌 ㈱国昌リサイクルセンター 69.8（89） 

準優勝 池田 稔 ㈱池田商店 70.0（106） 

３位 福井清治 ㈱ヤマゲン 71.0（95） 

４位 間山裕昭 妙中鉱業㈱ 71.0（95） 

５位 渡邊盛市 ㈱エヌジェーピー 71.2（76） 

5 ブロック親睦チャリティーゴルフコンペを開催 

平成２８年 10 月 4 日(火)ゴルフ 5 カントリーかさまフォレストにて、第 18 回目と

なる 5 ブロックチャリティーゴルフコンペを開催しました。 

天候にも恵まれ、会員 76 名が名誉ある団体優勝と豪華賞品をかけた熱い戦い？が繰

り広げられ、団体では県北支部が連覇。個人の部では㈱国昌リサイクルセンターの黒

澤義昌様が優勝しました。 

なお、皆様からチャリティーとしてお預かりした 76,000 円は（公財）茨城新聞文化

福祉事業団の「愛の募金」に全額寄付をしました。ありがとうございます。 

茨城新聞 

平成 28 年 10 月 31 日掲載
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 平成２８年１１月１１日（金）に、岡山県岡山

市のホテルグランヴィア岡山において、『第１５回

産業廃棄物と環境を考える全国大会』が開催され、

その中で「平成２８年度循環型社会形成推進功労

者等環境大臣表彰」表彰式があり、当協会の深澤

正勝会長が産業廃棄物関係事業功労者環境大臣表

彰を受賞されました。 
 全国大会は、（公社）全国産業廃棄物連合会 石
井会長からの挨拶の後、来賓挨拶があり、続いて

平成２８年度循環型社会形成推進功労者等環境大

臣表彰式が行われました。 
 さらに、表彰式後「廃棄物処理法の見直しにつ

いて」をテーマに、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 中尾産業廃棄物課長から基調講演や、

「産業廃棄物処理業界における低炭素化について」をテーマに、（一社）低炭素社会創出促進協会 荒
井審議役兼事業評価部長をコーディネーターに迎え、環境省・リサイクル対策部 中尾産業廃棄物課

長、岡山県環境文化部 脇本循環型社会推進課長、銘建工業㈱バイオマス事業部 坂本事業部長、バ

イオディーゼル岡山㈱ 岸代表取締役社長、（一社）岡山県産業廃棄物協会 大塚会長ら５人のパネリ

ストよりパネル討論会が行われました。 

 
 

 
 
  

深澤会長が循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰を受賞されました 

環境省 中尾課長 
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平成２８年４月１４日に起きた熊本地震

からちょうど１００日が経った７月２３日

に、県西支部藤枝支部長はじめ事務局含む会

員１１名で、熊本地震現地視察ならびに寄附

金の贈呈を行うため熊本県を訪れました。 
今回の視察は最も被害の大きかった益城

町をはじめ、南阿蘇村、熊本市内の３カ所を

回りました。 
まず、益城町は連日新聞やニュースで目に

していましたが、想像をはるかに超えた状況

に言葉を失いました。益城町の西村町長との

会談では、建物の被害や町民の避難場所、被

災者や亡くなられた方々のこと、これからの

復興に向けての活動について３０分程度お

話を伺うことが出来ました。建物の被害でい

うと、取り壊しが必要な建物は約 7,000 件あ

り、今後２年間で作業を終えられるか分から

ないそうです。会談後も、一刻も早い復旧を

願い、寄附金を贈らせていただきました。 

 

 南阿蘇村では、山間部のいたるところで土

砂崩れが発生し、メイン道路も寸断され、立

ち入り禁止区域が多く目立ちました。普段の

南阿蘇村は雄大な景色が広がり、自然に恵ま

れた地域として有名です。しかし、今回の地

震では自然の脅威、大自然の前では人間はあ

まりにも無力であると感じました。 
熊本市内は日常生活を取り戻しているよ

うでしたが、一つ一つをよく見ると建物には

亀裂が入り、道路は歪み、やはり爪痕を残し

ていました。そして熊本のシンボルである熊

本城は、石垣の崩落など深刻な被害を受けて

おり、無残の一言です。敷地内の立ち入りは

一切禁止されており、遠くから眺めることし

か出来ませんでした。 
今回は益城町・南阿蘇村・熊本市内を視察

し、少しずつですが復興へ向かっていると思

います。しかし、まだまだ一段階。今後も多

くの支援や活動が必要であり、この事態を風

化させてはいけないと強く思いました。 
最後に、この度の熊本地震によりお亡くな

りになられた方々のご冥福をお祈りすると

ともに、被災された方々に心よりお見舞い申

し上げます。８月現在、熊本城では夜のライ

トアップが再開しています。復興への希望と

して被災された方々の心にも明るさが戻り、

１日でも早く元の生活が出来るよう心から

お祈り申し上げます。 
 

（広報調査研究委員 川嶋 光貴 記）

 
  

県西支部 熊本地震現地視察を実施 

茨城新聞 

平成２８年８月２５日掲載 
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海上釣堀に魅了されて 

広報調査研究委員 川嶋光貴  

私の趣味の１つを紹介致します。私は普段、

黒鯛狙いで地元茨城の海は元より、千葉や神奈

川などへ足を運び、釣りを楽しんでおります。

しかし、釣果が良い日ばかりではありません。

そんな中、今からだと 3 年前の協会県西支部

の会議で会員の親睦を深めるため、とあるレク

リエーションを企画しました。そのレクリエー

ションこそが私が海上釣堀へ行くことの始まり

でした。 
このレクリエーションには会員数名と協会事

務局の友部さんの家族が参加して下さいまし

た。10 数名での第 1 回、海上釣堀の挑戦です。

ちなみに海上釣堀は神奈川県三浦市三崎港湾内

にある『三浦海王 海上釣堀』というところで

す。当時、私をはじめ参加者全員が海上釣堀初

体験のため、期待とは裏腹に 1 人 2~3 匹ほどの

真鯛を持ち帰るという、悔しい釣果だったこと

を覚えています。友部さん家族は 10 匹ほど釣

れ、ダントツの竿頭でしたね。私も初めての海

上釣堀のため、要領が悪く、生け簀の中にいる

魚さえなかなか上手く釣れませんでした。この

悔しい体験が私の海上釣堀攻略に火をつけさせ

たのです。ここで海上釣堀について少し詳しく

お話しします。場所は神奈川県三浦市三崎港湾

内です。『三浦海王』として海上釣堀を運営して

います。朝 7 時に三崎港観光案内所”うらり”で受

付し、専用の船で生け簀まで連れて行ってくれ

ます。生け簀までは 10 分弱の乗船です。生け簀

に着いたら今日 1 日の釣り座を決めるくじ引き

をし、順番に釣り座へつきます。このくじ引き

がいつもドキドキです… 生け簀の大きさは一

辺が約 7m で、正方形の升に網が張ってありま

す。網の水深は約 10m あり、網の外だと 20m
位あると思います。升に投げられる竿は 1 人 1
本。竿を複数出すことは禁止です。竿などの道

具は一式借りることも出来、もちろん自分の竿

を使用しても OK です。針も 1 本のみですが、

餌は何を付けて

もいいので、持

ち込むかその場

で練り餌や生き

餌を購入しま

す。 
さて、肝心の

どんな魚が釣れ

るかというと…

真鯛、シマアジ

をはじめ、時季

にもよりますが

石鯛、真ハタ、

クエ、ヒラメ、イサキなど。大ブリやワラサ、

カンパチ、ヒラマサなどの青物も生け簀に入っ

ています。この中で一番よく釣れるのは真鯛で

すね。真鯛、シマアジ、青物は 3 回に渡って放

流してくれるので、放流してすぐの魚が活性し

ているときが良く釣れ出します。 
朝 8 時頃にスタートし、午後 1 時で終了なの

で 5 時間の勝負です。時間内にいかに数多く釣

るか真剣なので、時間があっという間に過ぎて

しまいます。人にもよりますが、鯛と青物など

合わせて 20 匹以上釣る方もいます。どれだけ

釣っても追加料金無しで全て持ち帰ることが

出来ます。もし、１匹も釣れなかったときはお

土産として真鯛を２匹くれるので良心的です。

昨年、県西支部において 2 回目の海上釣堀を試

みるも、私は思うように釣れませんでした。ま

だまだ攻略が足りなかったようです。それから

はたくさん釣りたい気持ち一心で日々攻略法

を考え、月 1 回のペースで海上釣堀に魅了され

ております。全く釣れない日には、何がダメだ

ったのだろうと反省し、改善点を見つけ、次こ

そは！と気持ちを高めます。釣れた日は自宅で

自ら魚を捌きます。最初の頃は上手く捌けず苦

労しましたが、次第に要領をつかみ上手く捌け

るようになりました。自分で釣って、自分で捌

いた魚は格別に美味しいです。刺身はもちろ

ん、塩焼きにしたり、干物に加工したり、いろ

んな食べ方で楽しめるのも釣りの醍醐味です。

 私の自宅がある筑西市から三崎港までは、高

速道路を使用し約 2 時間半の道のりです。当初

は遠く感じましたが、今ではすぐ着いてしまう

気がします。興味のある方はぜひ足を運んでみ

てください。初心者でも上級者でも、家族連れ

でも、みなさん楽しめると思います。 
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１）会員事業所の入・退会について 

 平成２８年１１月３０日までに、次の会員が入・退会の手続きをしておりますので宜しくお

願い致します。 

 

≪ 入 会 ≫ 

 

 

【正 会 員】 

【賛助会員】 

・大豊工業㈱・㈲磯屋企業運輸 

・㈱アニバーサリーカンパニー・(一財)あんしん財団茨城支局 

・㈱アクセル 

なお、協会ホームページでは、掲載を希望した会員のみ、検索システムに掲載しておりますので是非ご利用下さい。 

 

２）協会の動き  

協会で実施・参加した事業を掲載しております。 

７月 １日 

４日 

 

８日 

２２～２４日 

２５日 

２６日 

 

２７日 

２８日 

 

２９日 

 

全産連青年部通常総会 

環境行政説明会 

建設フェスタ実行委員会 

過積載防止に関する説明会 

県西支部熊本地震復興支援及び現地視察

建設フェスタ実行委員会 

災害廃棄物対応検討委員会 

適正処理委員会 

更新収運許可講習会 

特別管理責任者講習会 

災害廃棄物処理計画等策定有職者会議

ＥＡ２１合同研修会 

全産連全国事務局責任者会議

１０月 ４日 

５～６日

７日 

 

１２日

 

１４日

 

１６日

１９日

２０日

２２日

２５日

２６日

３０日

５ブロック親睦ゴルフコンペ

新規収運許可講習会 

更新収運許可講習会 

県北支部ボランティア撤去 

正副会長会議 

第４回理事会 

ＫＹＴ研修会 

３Ｒ先進事例発表会 

青年部「エコステーション」

関東地協事務責任者会議 

再生砕石部会運営委員会 

青年部親睦ゴルフコンペ 

鹿行支部ボランティア撤去 

茨城県産廃処理業者講習会 

建設フェスタ２０１６ 

８月 ３日 

４日 

 

 

９日 

２２日 

青年部幹事会・交流会 

正副会長会議 

第３回理事会 

行政機関との意見交換会 

建設副産物リサイクル推進協議会幹事会

農林振興公社合同会議 

１１月 ２～５日

７日 

８日 

１０日

１１日

１５日

１６日

１７日

 

１７～１８日

２５日

２６日

２９日

３０日

先進施設視察研修会(ベトナム)

暴力団排除対策のための講習会

県南支部ボランティア U.D.パトロール

青年部第７回カンファレンス

産廃と環境を考える全国大会

実務担当者研修会 

再生砕石専門部会総会 

総務企画委員会 

青年部幹事会 

関東地協事務担当者会議 

関東地域協議会 

県南支部ボランティア撤去 

県南支部チャリティー親睦ゴルフ大会

茨城県環境保全功労者表彰式

９月 ３日 

８日 

１４日 

２０日 

２１日 

２７日 

２８日 

２９日 

再生砕石専門部会運営委員会

全産連青年部幹事会 

環境対策事例発表会 

ＡＥＤ講習会 

青年部視察研修会･交流会(県内)

県南支部研修会 

日昇つくば３０周年記念 

環境保全事業のあり方検討委員会

 

 

 

協会からのお知らせ 
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３）今後の主な予定（１２月～３月） 

１２月 ８日 

 

１０日 

１４日 

１５日 

２０日 

正副会長会議 

第５回理事会 

県南・県西支部ボランティア撤去

更新収運許可講習会 

特別管理責任者講習会 

経営幹部の為の安全衛生セミナー

２月 １４～１７日

２１日

新規処分許可講習会 

産廃適正処理指導啓発講習会

３月 

 

７日 

８日 

１６日

 

更新収運許可講習会 

特別管理責任者講習会 

正副会長会議 

第６回理事会 

 １月 １３日 

２５日 

全産連賀詞交歓会 

協会賀詞交歓会 

 

 
賛助会員（５１社）                      平成２８年１１月３０日現在 

㈱アクセル ☎03-6674-3939 キユーピー㈱五霞工場 ☎0280-84-3111 

旭化成建材㈱境工場 ☎0280-87-5231 ㈱クレハ 生産本部樹脂加工事業所  ☎0299-26-1181 

アステラス製薬㈱つくば東光台事業場 ☎029-847-8611 郡司経営法務事務所 ☎029-232-0778 

㈱ＡＤＥＫＡ 鹿島工場 ☎0299-97-3363 ㈱システムコピー販売 ☎029-306-7031 

㈱アニバーサリーカンパニー ☎029-231-7766 ＪＳＲ㈱鹿島工場 ☎0299-96-2510 

(一財)あんしん財団 茨城支局 ☎029-227-0701 新日鐵住金㈱鹿島製鐵所 ☎0299-84-2912 

㈱伊藤製鐵所 筑波工場 ☎029-837-2111 ㈱センチュリーホーム ☎029-254-2661 

㈱イバラキ ☎0296-44-0757 ㈱大紀アルミニウム工業所 結城工場  ☎0296-32-3311 

茨城県アスファルト合材協会 ☎029-225-6244 ダイキン工業㈱鹿島製作所 ☎0479-46-2441 

(一社)茨城県環境管理協会 ☎029-248-7431 髙砂製紙㈱ ☎0297-24-0611 

(一社)茨城県経営者協会 ☎029-221-5301 ㈱中央環境行政事務所 ☎029-305-5322 

（一社）茨城県建設業協会 ☎029-221-5126 寺田行政書士事務所 ☎029-864-3035 

茨城県再生資源事業協同組合 ☎0296-74-5015 トーソー㈱ ☎0297-52-2111 

茨城セキスイハイム㈱ ☎029-226-3611 飛島建設㈱首都圏土木支店 ☎044-820-7465 

エア･ウォーター㈱ケミカル事業部鹿島工場  ☎0299-84-3555 東日本コベルコ建機㈱茨城営業所 ☎029-304-5501 

㈱エス･ディー･エス･バイオテックつくば研究所  ☎029-847-0300 日立化成テクノサービス㈱ ☎0294-38-6067 

㈱ＭＣエバテック つくば営業所 ☎029-887-1017 日立建機㈱土浦工場 ☎029-832-7275 

大橋行政書士事務所 ☎029-292-8098 ㈱日立産業制御ソリューションズ ☎0294-53-6115 

花王㈱鹿島工場 ☎0299-93-8321 ㈱日立製作所 日立事業所 ☎0294-21-1111 

鹿島石油㈱鹿島製油所 ☎0299-97-3104 三井化学東セロ㈱茨城工場 ☎0280-92-1562 

鹿島都市開発㈱ ☎0299-92-3555 三菱化学㈱鹿島事業所 ☎0299-96-1142 

鹿島ポリマー㈱ ☎0299-96-7261 ㈲ミワ総合設計 ☎029-305-3222 

㈱環境研究センター ☎029-839-5501 矢口事務所 ☎029-862-2730 

㈱環境総合研究所 北関東支社 ☎029-303-7581 安行政書士事務所 ☎029-222-4801 

㈱関電工 茨城支店 ☎029-387-2500 ユニマテック㈱ ☎0293-42-2161 

行政書士法人水戸綜合事務所 ☎029-251-3101   

 

◎協会事務局では、「産廃茨城だより」に掲載するコラムを募集しています。 

内容は１０００文字以内、テーマは自由です。写真やイラストなどの掲載も OK です。 

 下記のメールアドレスまでお送り下さい。 

 皆様のご投稿をお待ちしております。 

≪お問い合わせ・お申し込み先≫  

（一社）茨城県産業廃棄物協会事務局 

  電話：029-301-7100 ＦＡＸ：029-301-7103 

           【E-mail】 info@ibaraki-sanpaikyo.or.jp 

【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】http://www.ibaraki-sanpaikyo.or.jp 
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