
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

はじめに深澤会長から、橋本知事をはじめとする関係業界の皆様のご臨席に対し御礼の言葉を

述べ、続いて新年にあたり今年の活動方針について、「今年は、廃棄物処理法の改正など我々、

産業廃棄物処理業界に関係する動きが多々あると思われます。協会といたしましては、新年にあ

たり今年の活動方針として、このような動きを漏らすことなく把握し、会員皆様へ広報に努めて

まいりたいと考えております。また、昨年の活動の３本の柱について、本年も引続き実施してま

いります。」とあいさつがありました。公務多忙にもかかわらずご臨席いただいた橋本知事から

あいさつをいただき、望月副会長の乾杯により終始和やかに懇談が交わされ、盛会のうちに閉会

をしました。 

  

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
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【平成２９年 新春賀詞交歓会】を開催 
平成２９年１月２５日(水)、ホテルレイクビュー水戸において、当協会の平成２９

年賀詞交歓会が開催されました。新年を迎え、会員の意識を高め、新たな年へ希望を

託しての出発にあたり、協会会員、来賓、関係団体の方々約２３１名が集い、新春を

祝いました。 
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皆様、新年あけましておめでとうございま

す。平成２９年の新春を迎え、謹んで皆様のご

健勝をお慶び申し上げます。 
本日は、公務ご多忙のおり、ご来賓として、

橋本知事をはじめ今関生活環境部長、男庭廃棄

物対策課長、古平技監兼検査指導課長並びに各

県民センターの方々、関係業界の皆様方、そし

て協会会員の皆様、多数のご出席を賜りまして

誠にありがとうございます。 

昨年を振り返りますと、４月に震度７を観測

しました熊本地震が、１２月には、全焼が１２

０棟にも及ぶ糸魚川大規模火災が発生しまし

た。本県においても、８月に台風７号、９号、

１０号により交通に影響が出たほか農作物に

も被害が発生しました。また、１２月には震度

６弱の地震を観測するなど、数々の自然災害に

見舞われました。このように、災害がいつ発生

してもおかしくない状況でありますので、常日

頃から災害対策に備えなければならない状況

であります。 

暗いニュースばかりでなく明るいニュース

もありました。５月につくば市において、当協

会も関係しましたＧ７茨城・つくば科学技術大

臣会合が開催されましたし、水海道二高の女子

ハンドボール三冠の達成、鹿島アントラーズの

Ｊ１リーグ優勝、クラブワールドカップの準優

勝、天皇杯での優勝など茨城県のイメージアッ

プに繋がる話題もたくさんありました。 

協会活動の面では、業務委員会を中心とした

産業廃棄物処理実務担当者研修会、ＡＥＤ研修

会、ＫＹＴ研修会、不法投棄廃棄物ボランティ

ア撤去事業、親睦チャリティーゴルフコンペな

どを実施し、多くの会員の方に御参加いただく

こともできました。また、２年越しの開催とな

りましたベトナムホーチミン市への海外産業

廃棄物処理技術視察研修会を行うことができ

ました。 

 このように昨年は、公益事業や研修事業など

多くの事業を行うことができましたが、これも

ひとえに会員皆様のご協力の賜物と考えてお

ります。 

 話は変わりますが、我々業界を取り巻く経済

環境を見てみますと、アベノミクスの三本の矢

が始まってから４年が経ちますが、依然として

厳しい状況が続いております。しかしながら、

昨年の１１月のアメリカ大統領選でドナル

ド・トランプ氏が勝利すると、流れは変わった

かのように円安、株高に触れております。この

流れが今後も続くかどうかはわかりませんが、

先月発表された日銀の景気判断では、「緩やか

な回復基調を続けている」としております。 

 今年の２月には、圏央道が県内全線で開通い

たします。本日、ご出席いただいております橋

本知事のお力によりまして、昨年度の上半期の

工場立地面積、県外企業立地件数がともに全国

１位になったと伺っております。圏央道の開通

によりまして、益々、県内における企業誘致が

進むものと期待しております。また、「いきい

き茨城ゆめ国体」、「東京オリンピック・パラリ

ンピック」に関連する事業も行われると思わ

れ、その経済効果が我々業界にとってプラスに

動くと期待するものであります。 

 今年は、廃棄物処理法の改正など我々、産業

廃棄物処理業界に関係する動きが多々あると

思われます。協会といたしましては、新年にあ

たり今年の活動方針として、このような動きを

漏らすことなく把握し、会員皆様へ広報に努め

てまいりたいと考えております。 

 また、昨年の活動の柱でありました、３本の

柱、一つ目の柱は、業務委員会を中心とした研

修会・講習会の実施、二つ目の柱は「不法投棄

廃棄物ボランティア撤去事業」等の公益事業の

積極的な実施、三つ目の柱は、会員数の増強の

推進でありますが、これらの活動につきまして

も、本年も引続き実施してまいります。 

このほか、我々業界は、他の産業に比べ労働

災害発生率が高い状況にあります。当協会とし

ては、労働災害防止計画を策定し、会員企業の

安全衛生水準のレベルアップを図ってまいり

ます。また、自然災害が多く発生していること

を踏まえ、災害時における災害廃棄物を迅速か

つ適正に処理支援できる体制作りを推進して

まいります。今後とも、協会運営に皆様の更な

るご協力を宜しくお願いいたします。 

結びに、本日お越し頂きました皆様方の益々

のご繁栄と協会の更なる発展をご祈念いたし

まして、新年の挨拶とさせていただきます。 

一般社団法人茨城県産業廃棄物協会 

会 長 深澤 正勝 あいさつ 
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皆様明けましておめでとうございます。 
本日は、一般社団法人茨城県産業廃棄物協会

の新春賀詞交歓会が盛大に開催されましたこ

とを心からお慶び申し上げます。 
深澤会長をはじめ皆様方には、日頃より産業

廃棄物の適正処理の推進や不法投棄監視体制

の強化など、本県の生活環境の保全に多大なご

尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 
昨年を振り返りますと、Ｇ７科学技術大臣会

合や県北芸術祭が開催され、多くの方々にご来

県いただくことができました。また、ファナッ

ク㈱やアイリスオーヤマ㈱などの企業の立地

が順調に進むなど明るい話題もありましたが、

景気全体としては、地域経済の一部に弱さもみ

られ、厳しさの残る一年でありました。 

こうした中、本県では、平成２８年度の上半

期に、大幅に前倒して公共事業を実施し、１２

月には、一般会計で約１８７億円の補正予算を

編成して前倒した公共事業の穴埋めを行いま

した。さらに、平成２９年度予算についても、

国の９７兆５千億円の予算案と歩調を合わせ

る形で編成を行い、少しでもデフレの脱却、景

気の回復に役立てるようにと予算措置等をし

てきたところであります。 
本年は、本県にとって喜ばしいことが続いて

います。昨年の１２月末には鹿島アントラーズ

が FIFA クラブワールドカップで準優勝いたし

ました。本年１月には、天皇杯全日本サッカー

選手権大会で、鹿島アントラーズが優勝いたし

ました。また、本県の水戸第一高等学校高出身

の作家である恩田陸さんが、１月に直木賞を受

賞されました。さらに、本県出身の稀勢の里関

が、平成２９年１月場所で優勝し、横綱昇進を

決定したところであります。このように、本県

にとって良いことが続いたのでございますが、

本県に対するイメージアップという観点では、

物足りなさを感じているところです。鹿島アン

トラーズの FIFA クラブワールドカップの試合

が、世界百数十か国に放映されて、鹿島アント

ラーズという名前は何度も繰り返し言われた

のですが、茨城という名前は言われていない。

良い方では中々、茨城とは言ってもらえない状

況です。 
悪い方では、本県は全国の産業廃棄物の１０

トン以上の不法投棄の新規発生件数で、平成２

３年度以降、平成２６年度まで４年連続全国ワ

ースト１位でした。平成２７年度にやっとワー

スト３位になりました。これも皆様方の尽力の

お陰と心から感謝している次第でございます

が、悪い方では、すぐに茨城という名前が使わ

れてしまいます。今年は酉年でありますので、

茨城全体が、はばたいていけるようにがんばっ

てまいりたいと思います。 
１月６日から日野自動車古河工場が全面操

業いたします。そして来月２６日には、圏央道

の県内全区間が開通してまいります。また、４

月からは、県北を舞台にした NHK の朝ドラ「ひ

よっこ」が始まりますので、これを活用した観

光の振興などを進めて、本県全体の活力がでる

ようにしてまいります。 
さらに、世界湖沼会議や茨城国体・全国障害

者スポーツ大会、東京オリンピック・パラリン

ピックなどに向けた準備を進めてまいります。

また、本県では、一昨年の関東・東北豪雨や

東日本大震災などの教訓を踏まえ、災害廃棄物

に関する基本的な考え方や処理方針を示す「茨

城県災害廃棄物処理計画」について今年２月の

策定に向けた検討を進めております。 
不法投棄の防止につきましては、引き続き、

県境に架かる橋梁や高速道路インターチェン

ジ付近への監視カメラの設置を進めますほか、

ドローン等を活用して監視体制を強化するな

ど、不法投棄の根絶に力を注いでまいります。

しかし、このようなことにつきましても、協

会の皆様の力添えやご尽力が不可欠です。深澤

会長を始め、皆様方には大変お世話になってお

りまして、改めて御礼を申し上げます。今後の

産業廃棄物協会の益々のご発展と皆様方の仕

事の繁栄をご祈念申し上げまして新年の私の

挨拶といたします。本年もどうぞよろしくお願

いいたします。 
 

 

茨城県 

橋本 昌 知事 あいさつ 
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 当協会では、協会設立２０周年の記念事業として平成２１年度から「不法投棄廃棄物のボラ

ンティア撤去事業」を実施しています。 

今年度も 5 つの協会支部単位で、行政をはじめ地域の大勢の方々の参加・協力を得て県内５

箇所で実施いたしました。 

 

 

≪県央支部≫ 

 平成２９年１月２１日（土）に、茨城県、城里町、支部会員など５８名の方々が、那珂川堤

防付近に不法投棄された廃家電等 80 ㎥の撤去を行いました。 

 

≪県北支部≫ 

平成２８年１０月７日（金）に、茨城県、北茨城市、支部会員など４６名の方々が、北茨城

市内常磐自動車道側道に不法投棄されたコンガラ、木くず、スレート等、25.57ｔの撤去をしま

した。また、不法投棄場所周辺のごみ拾いも併せて実施し 420 ㎏のごみを回収しました。 

 
 
  

『平成２９年度不法投棄ボランティア撤去事業』の実施について
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≪鹿行支部≫ 

 平成２８年１０月２５日（火）に、茨城県、潮来市、国土交通省霞ケ浦河川事務所、支部会員

など５０名の方々が、潮来市延方鰐川の堤防沿いに不法投棄された一般廃棄物、可燃ごみ 310 ㎏、

不燃ごみ 265 ㎏の撤去を行いました。 

 

≪県南支部≫ 

 平成２８年１１月２６日（土）に、茨城県、石岡市、地元住民、支部会員など７３名の方々

が、石岡市八軒台地内山林道に不法投棄された、一般廃棄物及び産業廃棄物の撤去を行いまし

た。撤去量は混廃可燃物 4,990 ㎏、混廃・家電等 2,240 ㎏、混合ガラ等 740 ㎏でした。 

 

平成 29 年 3 月発行《産廃茨城だより》

5



 

 

≪県南・県西支部≫ 

 平成２８年１２月１０日（土）に、県南・県西合同で筑波山クリーンアップ大作成２０１６

に協賛・参加しました。 
 筑波山クリーンアップ大作戦実行委員会、茨城県、桜川市、支部会員など１２４名の方々が、

筑波山登山道及び県道月岡真壁線沿道に捨てられたごみ拾いを行いました。 
 撤去量は、筑波山登山道は、空き缶やビンなどごみ袋 320ℓ分、県道月岡真壁線沿線は、280 ㎏

でした。 
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平成２８年１１月３０日（水）、茨城県庁

で開催された「平成２８年度茨城県環境保全

功労者等表彰式」において、県西支部長の藤

枝 祥一氏（髙橋商事 株式会社）が、知事賞

を受賞されました。 

 

 

環境保全功労者表彰の他に、地球にやさし

い企業表彰、いばらき自然環境フォトコンテ

スト表彰、いばらき緑のカーテンコンテスト

表彰が行われました。 

 表彰式後、「茨城の自然環境について」、茨

城県環境アドバイザー 早瀬 長利氏の講演が

ありました。 

 

 

 

 

平成２８年１２月２０日（火）、茨城県開

発公社ビル会議室おいて、２２名の参加によ

り、『経営幹部のための安全衛生セミナー』

を開催いたしました。 

 はじめに川口 泰史氏（中災防・関東安全

サービスセンター 安全管理士 衛生管理士）

を講師に迎え、「労働災害の現状と防止対策」

について講義がありました。 
  

 
続いて、田村 宏次弁護士（啓明法律事務所

所長）を講師に迎え、「安全衛生配慮義務と民

事訴訟に関する知識」について講義がありま

した。 

 

 

 

 

 

協会ニュース 

経営幹部のための安全衛生セミナーを開催 

環境保全功労者表彰を受賞 
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 平成２９年２月２４日（金）、茨城県主催、

（一社）茨城県産業廃棄物協会の共催で、つ

くば市「つくばカピオ」において、『平成

２８年度不法投棄防止・リサイクル推進県民

フォーラム』が開催されました。 

 「おはよう茨城」のリポーターを１３年勤め

たほか、いばキラ TV にも出演し、いばらき大

使として活躍している  林家 まる子さんの司

会で、茨城県副知事の挨拶のあと、 
○ごみの散乱防止と３R を進めるためのポス

ター・標語コンテスト入賞者表彰 
○茨城県不法投棄防止功労者表彰 
○茨城県集団回収優良団体表彰  
が行われました。 

 

 
 
 
茨城県不法投棄防止功労者表彰では、当協会

の㈱日昇つくば  柾谷  吉伸様が茨城県ボラン

ティア U.D.協会監視員として「茨城県不法投棄

防止功労者表彰」を受賞されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表彰式に続いて、特定非営利活動法人 北海

道スポーツＧＯＭＩ拾い連盟 理事長 小西

和孝氏を講師に、「スポＧＯＭＩが社会にも

たらすもの」という演題で講演がありまし

た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

不法投棄防止・リサイクル推進県民フォーラムを開催 

副知事から感謝状を贈呈される柾谷様 

大会宣言をする大木副会長 
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                処理施設とは思えない外観と事務所。事務所内はシンプル

かつ働きやすさを追求した作りになっていました。また社員は身なりや言葉遣いなど細やかな

ところまで気を使っているのが分かり、笑顔がとても印象的でした。 
 視察研修終了後、東京の夜景を背景に情報交換と親睦を図り楽しいひと時を過ごしました。 

 

                          

 

 

 

 

 

 
 

株式会社ノスヴァモス！解体業をしている方

なら名前を聞いたことがあるのではないでしょ

うか？ 
世界最大級の重機（最大作業高６５ｍ）と超大

型ニブラーで火力発電所等のボイラーを安全に

早く解体できる解体技術のパイオニア「株式会社

ナベカヰ（本社：東京都江東区）」の関連会社で

産業廃棄物の中間処理施設です。 
 保有重機が最大なら中間処理施設も最大？巨

大な建物、そしてなんでしょう？このおもちゃ工

場のような可愛らしいデザインのプラントに参

加者全員圧巻です！！！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

再生砕石専門部会 先進施設視察研修会を開催 

 平成２９年３月８日～９日、再生砕石専門部会を立ち上げて初めてとなる視察研修会を千葉県

市川市にある株式会社ノスヴァモスにて開催しました。 

構内の様子と再生砕石等を大量に出荷できる専用のバース 
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３月４日（土）、全国産業廃棄物連合会青年

部協議会の第１０回目となる全国大会（北海

道・東北大会）が宮城県仙台市で行われました。

今大会は、開催地の北海道・東北ブロックの

青年部メンバーが企画・運営の中心を担って

「震災から６年経った被災地の現状を全国の

メンバーに実際に自分の目で見てもらい、何か

を感じてもらいたい」との思いが込められた大

会。これまで全国事業として取り組んできた

「ＣＯ２マイナスプロジェクト」「ＣＳＲ２プロ

ジェクト」などを通して培われた「絆」を活か

 
 
 
 
 
 
 
 

オープニングセレモニー 
（最前列左から３番目が鄭部会長） 

し、参加者全員で「汗」をかいて復興に貢献す

ると誓い植樹活動を実施。 
仙台空港のオープニング会場には全国から

５００名を超える部員が集結！セレモニーを

終えた一行は被害の大きさを物語っている残

された建物等を見学したあと、仙台市海岸公園

浦生地区へ移動。当会青年部からは１１名の会

員が参加し「４７の絆と汗の復興支援」をテー

マに、スコップをバトン代わりとしてそれぞれ

の思いで１千本の植樹を行いました。 
 

 

 

青年部活動報告 

全国産業廃棄物連合会青年部協議会 第 10 回全国大会に参加 
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こちらは被害の大きかった名取地区（仙台空

港のすぐ脇）に一軒だけ残した建物です。「被

害の大きさは実物を見てもらうのが一番」と、

家主の鈴木さんは立ち退きを打診されたそう

ですが拒否したそうです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
イベント終了後の大懇親会。仙台市中心部の

江陽グランドホテルへ移動。北海道・東北ブロ

ック７道県のご当地グルメや地酒が振る舞わ

れ、全国各地の会員と情報交換や親睦を深め、

有意義な時間を過ごすことが出来ました。 
参加者の皆様お疲れ様でした。 

現在、公益財団法人オイスカの支援を受け名

取市海岸林再生の会を作り行政に頼らない独

自の復興事業「海岸林再生プロジェクト１０ヵ

年計画」を進めております。三菱ＵＦＪニコス

やＳＥＩＹＵ、ＡＮＡ、高島屋などの社員もボ

ランティア活動に参加しており、毎月（４月～

１１月）第３土曜日はボランティアの日と決め

てどなたでも申し込み（参加）できますので、

皆様も６年経った被災地に足を運んでみては

如何でしょうか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仙台市 南浦生浄化センター 
左が当日の様子を記録した写真。同じ場所に立ち、部員たちは何を感じたのか？ 
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平成２９年度産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会 

及び特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会茨城会場日程表（茨城会場） 
 

課  程 開 催 日 
受 講 料（税込） 

定 員
書面申込み Web 申込み 

新規  

収集運搬 

６月６日(火)～６月７日(水) 
３０,４００円 ２９,９００円 

110 名

１０月３日(火)～10 月４日(水)

新規 

処 分 

２月６日(火)～２月８日(木) 

2 月６日(火)～2 月９日(金)＊ 

４８,３００円 
（＊６７，４００円）

４７,８００円 
（＊６６，９００円）

更新  

収集運搬 

７月２６日(水) 

２０,０００円 １９,５００円 
１０月５日(木) 

12 月 1３日(水) 

３月６日(火) 

特別産廃物 

管理責任者 

６月８日(木) 

１４,０００円 １３,５００円 
７月２７日(木) 

１２月１４日(木) 

３月７日(水) 

（＊処分課程に収集運搬課程を追加して受講する場合） 

受講申込みは、４月３日より年間すべての開催を受付しています。また、各会場とも定員に

なり次第締め切りとなります。 

講習会の受講申込みは、「受講の手引き」に基づく書面申込みのほか、インターネットによる

Web 申込みもできます。Web 申込みは書面申込みにない様々なメリットがあります。 

全国の日程及び詳細は、（公財）日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧くだ

さい。 【ＵＲＬ】http://www.jwnet.or.jp/ 

 

産業廃棄物処理業の許可の有効期限にご注意ください 

産業廃棄物処理業の許可の有効期限は５年です。 

許可は、更新手続きをしないと効力を失います。このようなことにならないように、許可証の有

効期限がいつになっているか、常に注意しておきましょう。 

許可証は、常に目の届く場所に掲げましょう。 

 

当協会では、茨城県の許可については、会員企業へ許可期限満了日の１年前、６ヶ月前、３ヶ月

前に許可期限が到来する旨お知らせしております。他都道府県等で許可を取得している方にはお知

らせしませんので、特に細心の注意をお願いいたします。 

 更新許可申請は、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の更新許可申請（又は新規許可申請）

に関する講習会を受講していないと申請書は受理してもらえません。 

 許可期限満了日の２ヶ月前に更新許可の申請するためには、許可期限の６ヶ月前くらいまでに講

習会の受講を済ませておくことをお勧めします。 

 許可期限間近になっての講習会受講は、遠隔地で受講しなければならない場合もあり、時間的に

も、経費的にも負担が大きくなりますので、ご注意ください。 

 講習会修了証の有効期限は、講習会終了日の日から起算して、新規許可講習会修了証は５年間、

更新許可講習会修了証は２年間です。 

（都道府県によっては、その取扱いが異なる場合がありますので、あらかじめ許可申請先に確認し

てください。） 
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１）平成２９年度労働災害防止計画について 

   
 公益社団法人全国産業廃棄物連合会では、産業廃棄物処理業界における労働災害防止対策の徹底

を図り、労働災害を撲滅するために、平成２９年度を実施初年度とする「産業廃棄物処理業におけ

る労働災害防止計画（３年間）」を策定することとし、具体的な目標として、計画期間中の労働災害

による死亡者数及び休業４日以上の死傷者数をそれぞれ平成２４～２６年実績平均に比して全ての

都道府県において２０％以上削減することを設定しています。 
 この目標に向けて、当協会では、労働災害の発生状況及び９月に実施しました「安全衛生活動の

現状調査」の集計結果をもとに、「平成２９年度労働災害防止計画」を策定しました。 
 会員の皆様におかれましても、この計画を基に労働災害防止対策に積極的に取り組まれますよう

お願いいたします。 
 

平成２９年度労働災害防止計画 
 

一般社団法人茨城県産業廃棄物協会 

1. はじめに 

全国産業廃棄物連合会（以下、「連合会」という。）においては平成 29 年度からの 3 年間を期間

とする「産業廃棄物処理業における労働災害防止計画（以下、「産廃労働災害防止計画」という。）」

を策定し、平成 31 年に死傷災害 996 人、死亡災害 16 人を下回ることを目標に掲げている。 

この目標達成に向けて、当協会では、「産廃労働災害防止計画」はもとより、茨城県内の労働災害

の発生状況、安全衛生活動のアンケート調査から、当年度の実施すべき事項を定め、会員企業が一

体となり労働災害防止対策を積極的に推進し、会員企業の安全衛生水準の尚一層の底上げを図って

いくものとする。 

 

2. 平成 31 年度目標  

(1) 死亡者数をゼロにする。 

 

(2) 休業 4 日以上の死傷者数を平成 24～26 年の実績平均に比して、20%以上減少させる。 

（平成 24～26 年の平均 20 人→平成 31 年１6 人以下に） 

 

3. 平成２９年度活動目標 

２．の「平成 31 年度目標」を達成するために平成２９年度における活動目標を次のとおり設定

する。 

(1) 会員企業における安全衛生活動のアンケート調査の回答数を前年度に比して、２０％以上

増加させる。 

（平成２８年度１９０社→平成２９年度２２8 社以上） 

 

(2) 協会が実施する安全衛生事業を認知している会員企業を前年度に比して、２０％以上増加

させる。 

（平成２８年度１４2 社→平成２９年度１７1 社以上に） 

 

(3) 連合会が提供している安全衛生活動の支援ツールを認知している会員企業を前年度に比し

て、１０％以上増加させる。 

（平成２８年度８7 社→平成２９年度９6 社以上に） 

 

協会からのお知らせ 
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(4) 法令に基づく安全衛生管理体制を構築している会員企業を前年度に比して、１０％以上増

加させる。 

（平成２８年度１４4 社→平成２９年度１５9 社以上に） 

 

(5) 協会が実施する安全衛生研修会の参加人数を前年度に比して、１５％以上増加させる。 

（平成２８年度 70 社→平成２９年度８1 社以上に） 

 

(6) 安全衛生パトロールを実施している会員企業を前年度に比して、１０％以上増加させる。 

（平成２８年度１２３社→平成２９年度１３6 社以上に） 

 

(7) ヒヤリ・ハット活動を実施している会員企業を前年度に比して、１０％以上増加させる。 

（平成２８年度１１９社→平成２９年度１31 社以上に） 

 

(8) リスクアセスメントを実施している会員企業を前年度に比して、１０％以上増加させる。 

（平成２８年度７３社→平成２９年度８1 社以上に） 

 

(9) 安全衛生規程を作成している会員企業を前年度に比して、１０％以上増加させる。 

（平成２８年度６２社→平成２９年度６9 社以上に） 

 

4. 平成２９年度活動目標を達成するための当協会における取り組み 

 ３．（1）～（9）に示す「年度目標」を達成するために具体的方策は次のとおり設定する。 

(1) 会員企業における安全衛生活動のアンケート調査の回答数増加を図る。 

① 定期刊行している会報誌とメールを併用して会員企業へアピールし、回答数増加に努め

る。 

② 研修会、協会ホームページ等を通じて協力を呼びかける。 

③ 定期的に安全衛生委員会を開催し、本調査の推進を図る。 

 

(2) 安全衛生事業の認識を向上させる。 

① 当協会が実施する安全衛生事業について、ホームページ、会報誌、メール等で会員企業

への情報提供を行う。 

② 労働基準監督署と連携し、地域の労働災害の現状や特徴等について情報収集し、労働災

害事例等の提供により、事業者の安全に対する意識を高める。 

③ 支部会議等を利用して、安全衛生に係る情報伝達、情報交換を実施する。 

④ 各支部で研修会を行い、会員企業への意識向上を図る。 

⑤ 定期的に安全衛生委員会を開催し、安全衛生事業の推進を図る。 

 

(3) 連合会が提供している安全衛生活動の支援ツールの認識を向上させる。 

① 連合会が作成した「安全衛生啓発パンフレット」を活用する等、事業者に対し、連合会

のホームページに公開している安全衛生支援ツールを研修会、会報誌、ホームページ等

を通じて、認識させる。 

② ホームページに連合会安全衛生サイト（http://www.zensanpairen.or.jp/disposal/0

7/index.html）へのリンクを張る。 

③ 総会、理事会、支部会議等で連合会が作成した「安全衛生啓発パンフレット」を配布す

る。 

 

(4) 安全衛生研修会の参加者増加を図る。 

① 定期刊行している会報誌とメール・ＦＡＸで会員企業への周知徹底を図る。また、取り

組みが遅れがちな事業者に対しては必要に応じて電話による呼びかけを行う。 

② 会員企業あて文書や請求書にチラシを同封する等、全会員企業への周知を図る。 

③ 会員企業が参加しやすいよう、各支部で研修会を開催する。 

④ 研修会参加者に対しアンケートを実施する等、参加者からの声を十分に分析し、研修会
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の実施内容や回数、開催時間等を検討する。 

⑤ 会員企業が取り組んでいる安全衛生事業の情報・資料を収集し、事業場の好事例発表等

を通じて、有益な安全衛生情報を提供する。 

⑥ 関係監督官庁（労働局、労働基準監督署等）に講師を依頼し、内容の充実化を図る。 

 

(5) 会員企業における安全衛生パトロールの実施を図る。 

① 連合会が作成した「安全衛生チェックリスト」の活用について、研修会、会報誌、ホー

ムページ等を通じて周知する。 

② 適正処理自主管理パトロールに併せ、安全衛生パトロールを実施する。 

③ 会員企業における安全衛生パトロールによる改善事例等の情報を収集し、導入が遅れ

がちな会員企業への支援として、情報提供する。 

④ トップが関与して安全衛生パトロールを行うことを呼びかける。 

 

(6) 会員企業におけるヒヤリ・ハット活動の実施を図る。 

① 連合会が作成した「産業廃棄物処理業ヒヤリハットデータベース」の活用について、研

修会、会報誌、ホームページ等を通じて周知する。 

② ホームページに次の有用なサイトへのリンクを張る。 

 厚生労働省 職場のあんぜんサイト「災害事例」 

（http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/sai/saigai_index.html） 

 連合会 安全衛生サイト「産業廃棄物処理業ヒヤリハットデータベース」 

（http://www.zensanpairen.or.jp/hiyari/home.html） 

③ 会員企業等から「ヒヤリ」または「ハット」した事例の収集を行い、それを広く提

供する。 

 

(7) 会員企業におけるリスクアセスメントの実施を図る。 

① 厚生労働省・中央労働災害防止協会が作成した産業廃棄物処理業におけるリスクアセ

スメントのマニュアル及び連合会が作成した講義用のパワーポイントを活用し、会員

企業におけるリスクアセスメント定着に向けた研修会の継続的な実施を行う。 

② 会員企業におけるリスクアセスメントによる改善事例等の情報を収集し、導入が遅れ

がちな会員企業への支援として、情報提供する。 

③ ホームページに次の有用なサイトへのリンクを張る。 

 厚生労働省 職場のあんぜんサイト「リスクアセスメントの実施支援システム」 

（http://anzeninfo.mhlw.go.jp/risk/risk_index.html） 

 連合会 安全衛生サイト 

（http://www.zensanpairen.or.jp/disposal/07/index.html） 

 

(8) 会員企業における安全衛生規程の整備を図る。 

① 研修会、会報誌、ホームページ等を通じて、安全衛生規程の必要性を周知する。 

② 連合会が作成した教材を活用し、研修会の継続的な実施を行う。 

 

(9) 会員企業における安全衛生管理体制の構築を図る。 

① 労働安全衛生法で事業場規模別に規定されている安全衛生管理体制について、研修会、

会報誌、ホームページ等を通じて周知する。 

② 連合会が作成した「産業廃棄物処理業におけるモデル安全衛生規程及び解説」及び「安

全衛生規程作成支援ツール」の活用について、研修会、会報誌、ホームページ等を通

じて周知する。 
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安全衛生活動の現状調査結果について 
 
 
【アンケート回答数 １９０件】 
 

190 
40.3% 

 
正会員数：４７１社 

 
 
【１】当協会が実施する安全衛生事業について 

知っている。142 
74.7% 

知らない。48 
25.3% 

 
参加したことがある。70 

36.8% 
参加したことがない。120 

63.2% 
 
 
【２】全国産業廃棄物連合会がホームページ上で公開している安全衛生活動を支援するツールにつ

いて 
知っている。87 

45.8% 
知らない。103 

54.2% 
 
 
【３】安全衛生活動に関する取り組み状況について 
  ・安全衛生パトロール   

実施している。123 
64.7% 

実施していない。67 
35.3% 

  ・ヒヤリ・ハット活動 
実施している。119 

62.6% 
実施していない。71 

37.4% 
  ・リスクアセスメント 

実施している。73 
38.4% 

実施していない。117 
61.6% 

  ・安全衛生規程 
作成している。62 

32.6% 
作成していない。128 

67.4% 
 
 
【４】安全衛生管理体制について 

安全衛生担当者を選任している。144 
75.8% 

選任していない。

46 
24.2% 

 

  

16

平成 29 年 3 月発行 《産廃茨城だより》



 

２）会員事業所の入・退会について 

 

平成２９年３月３１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 ≫ 

≪ 退 会 ≫ 

【正 会 員】 

【正 会 員】 

・㈱ユーエス工業 

・㈱アイ･ロード・㈱アクティヴ 

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。 

 

 

３）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。 

１２月 ８日 

 

９日 

１０日 

１２日 

１４日 

 

１５日 

２０日 

正副会長会議 

第５回理事会 

エコプロダクツ２０１６ 

県南・県西支部ボランティア撤去

環境省主催シンポジウム 

ＥＡ２１合同研修会 

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 ３日 

１４～１７日

１７日

２０日

２１日

 

２３日

２４日

 

全産連事務局責任者会議 

新規処分許可講習会 

青年部関ブロック賀詞交歓会

全産連講習会事務取扱説明会

産廃適正処理指導啓発講習会

電子マニフェスト研修会 

実務担当者研修会 

不法投棄防止県民フォーラム

全産連正会員会長会議 

１月 １３日 

１７日 

２１日 

２５日 

 

３０日 

３１日 

全産連賀詞交歓会 

造園協会賀詞交歓会 

県央支部ボランティア撤去 

協会賀詞交歓会 

第６回理事会 

ＥＡ２１合同研修会 

政経懇話会 

３月 

 

２日 

 

４日 

７日 

 

８日 

８～９日

１５日

１６日

 

１７日

総務企画委員会 

災害廃棄物対応検討委員会 

全産連青年部全国大会 

更新収運許可講習会 

県北支部ゴルフコンペ 

特別管理責任者講習会 

先進施設視察研修会 

青年部幹事会 

正副会長会議 

第７回理事会 

関東地協事務責任者会議 

 

 

４）今後の主な予定（４月～６月） 

４月 ２５日 正副会長会議 

第１回理事会 

６月 ６～７日

８日 

１６日

新規収運許可講習会 

特別管理責任者講習会 

全産連定時総会 ５月 ２５日 協会定時総会 

 

 

平成 29 年 3 月発行《産廃茨城だより》

17



 
賛助会員（５１社）                      平成２９年３月３１日現在 

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 ㈱トランス・アイ ☎03-6857-0004 

㈱エス･ディー･エス･バイオテックつくば研究所  ☎029-847-0300 東日本コベルコ建機㈱茨城営業所 ☎029-304-5501 

㈱ＭＣエバテック つくば営業所 ☎029-887-1017 日立化成テクノサービス㈱ ☎0294-38-6067 

大橋行政書士事務所 ☎029-292-8098 日立建機㈱土浦工場 ☎029-832-7275 

花王㈱鹿島工場 ☎0299-93-8321 ㈱日立産業制御ソリューションズ ☎0294-53-6115 

鹿島石油㈱鹿島製油所 ☎0299-97-3104 ㈱日立製作所 日立事業所 ☎0294-21-1111 

鹿島都市開発㈱ ☎0299-92-3555 三井化学東セロ㈱茨城工場 ☎0280-92-1562 

鹿島ポリマー㈱ ☎0299-96-7261 三菱化学㈱鹿島事業所 ☎0299-96-1142 

㈱環境研究センター ☎029-839-5501 ㈲ミワ総合設計 ☎029-305-3222 

㈱環境総合研究所 北関東支社 ☎029-303-7581 矢口事務所 ☎029-862-2730 

㈱関電工 茨城支店 ☎029-387-2500 安行政書士事務所 ☎029-222-4801 

行政書士法人水戸綜合事務所 ☎029-251-3101 ユニマテック㈱ ☎0293-42-2161 

キユーピー㈱五霞工場 ☎0280-84-3111   
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