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大塚副会長の司会進行により、望月副会長が開会を宣言し、深澤会長から挨拶がありました。

続いて平成２９年度表彰式が行われ、功労者４名、優良事業所５社、優良従事者１０名が深澤会

長から表彰状と記念品が授与されました。 

引き続き、茨城県生活環境部近藤部長、茨城県警察本部生活環境課村田課長からご挨拶を頂い

た後議案審議が行われ、第１号議案平成２８年度事業報告について、第２号議案平成２８年度収

支決算報告及び監査報告について、第３号議案役員の改選について審議され、異議なく原案どお

り承認されました。 

また、平成２９年度事業計画及び収支予算について、平成２８年度公益目的支出計画実施報告

書について報告がありました。 

総会終了後に開催した廃棄物適正処理懇談会では来賓を含む１９１名が集まり、終始和やかに

懇談が交わされ、盛会のうちに閉会しました。 

 

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

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

【 平 成 ２ ９ 年 度 第 ５ 回 定 時 総 会 】 が 開 催 
 

平成２９年５月２５日(木)、ホテルレイクビュー水戸において、１９１名の参加に

より平成２９年度第５回定時総会が盛大に開催されました。 
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ただ今紹介いただきました、会長の深澤でご

ざいます。 
第５回定時総会開催に先立ちまして一言ご

挨拶申し上げます。 
本日は、公務ご多忙にもかかわらず、茨城県

生活環境部 近藤部長様、廃棄物対策課 男庭

課長様、茨城県警察本部生活安全部生活環境課

村田課長様をご来賓としてお迎えするととも

に、会員皆様方のご出席を賜り、ここに第５回

定時総会を開催できましたことは、誠に喜ばし

く厚くお礼申し上げます。 
さて、当協会は、昭和６３年に法人化し、平

成２５年度、公益法人制度改革関連法に基づき

まして、一般社団法人に移行し、新しい法人制

度のもと、従前にも増してより一層、公益事業

や共益事業を行うこととなり、本年で５年目を

迎えることになりました。この間、会員の皆様

のご協力と県当局のご指導を賜りましたこと

に対しまして、あらためて感謝を申し上げま

す。 
昨年度を振り返りますと、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１

２０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。このことか

ら、昨年度、災害時における災害廃棄物処理を

円滑かつ効率的に行うため「災害廃棄物処理等

実施マニュアル」を作成したところでございま

す。 
また、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ることから、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

ベルアップを図ることといたしました。その

他、協会活動として、業務委員会を中心とした

研修会や不法投棄廃棄物ボランティア撤去事

業、親睦チャリティゴルフコンペなどを実施

し、多くの会員の方に御参加頂くこともできま

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。 
このように昨年度は、災害廃棄物処理等実施

マニュアルの作成や研修会事業など多くの事

業を行うことができました。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。 
また、昨年秋から今年の３月にかけて鳥イン

フルエンザが全国的に流行いたしました。今

後、本県においても鳥インフルエンザの発生が

考えられることから、この５月に入りまして、

茨城県と「特定家畜伝染病発生時の防疫業務に

関する協定」を締結させていただいたところで

ございます。自然災害から県民の生活を守るば

かりでなく、わが県の重要な産業を守るため、

協会として全面的に協力し役割を果たしたい

と思います。 
 話は変わりますが、昨年、アメリカにおいて

は、アメリカ第一主義を掲げたトランプ政権が

発足しており、隣国である韓国では、５月に保

守系のパク・クネ大統領から革新系のムン・ジ

ェイン大統領に変わりました。また、北朝鮮で

は、ミサイルの発射実験がたびたび実施されて

おり、不測の事態がいつ起きてもおかしくない

状況にあります。このように、日本を取り巻く

政治環境は、大きく変化しておりますが、日本

では、自民党安倍政権一強時代が続いており、

日本経済も緩やかな回復基調を続けておりま

す。我々、産業廃棄物業界の経済情勢の展望は

いまだ不透明な状況ではありますが、より良い

方向に進むことを期待するものであります。 

 さて、今年は、廃棄物処理法の改正が予定さ

れております。また、現在、全国産業廃棄物連

合会では、業法や振興法等、産業廃棄物処理業

界の振興を目的とした法律や制度のあり方等

について議論していると伺っております。併せ

て、人材育成のための取り組みを進めていると

伺っております。協会といたしましては、今年

度の活動方針として、このような動きを漏らす

ことなく把握し、会員皆様への広報に努めてま

いりたいと考えております。 

 

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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また、昨年度の活動の柱でありました、３本

の柱、業務委員会を中心とした研修会・講習会

の実施、「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、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、引続き実施してまいります。 
本日の総会では、平成２８年度の事業報告、

収支決算報告、役員の改選についての議案につ

きまして、十分なご審議をお願いいたします。

また、本日は、総会の議事に先立ちまして、

産業廃棄物適正処理にご功労のあった方や事

業所、優良従事者に対する表彰をさせていただ

きますので、皆様こぞって惜しみない祝福を送

っていただければありがたいと思います。 

最後に協会の皆様の協力のもと、一般社団法

人としての当協会に求められる社会的使命と

責任の自覚の上に立って、県をはじめ行政の皆

様方のご指導を頂きながら、事業活動を展開

し、地域社会の期待と信頼に応えるとともに、

当協会の発展・充実に努めてまいりたいと思い

ます。 
会員の皆様のより一層のご協力をお願いい

たしますとともに、本日、ご臨席頂きました、

ご来賓の皆様、また会員の皆様方の益々のご繁

栄とご健勝をご祈念いたしまして、私のあいさ

つとさせて頂きます。どうもありがとうござい

ました。 

 
 

 
 

 
ただ今御紹介いただきました茨城県生活環

境部長の近藤でございます。 
本日ここに、「一般社団法人茨城県産業廃棄

物協会」の定時総会がこのように盛大に開催さ

れますことを心よりお慶び申し上げます。 

また、ただいま功労者表彰、優良事業所表彰、

また優良従事者表彰を受賞されました皆様、誠

におめでとうございます。皆様方の日頃からの

取組が正しく評価されたものと、心から御祝い

申し上げます。 

深澤会長様をはじめ、関係者の皆様方には、

本県の廃棄物行政の推進につきまして、日頃よ

り様々な御支援をいただいておりますことに

対し、この場をお借りいたしまして、厚く御礼

申し上げます。 

さて、本県では、豊かな自然を守り、環境と

調和した生活を送ることができる県を目指し

て各種施策を展開しており、廃棄物対策は、地

 
球温暖化対策や霞ヶ浦の水質浄化対策と並ん

で重要な課題となっております。 
特に、本県における産業廃棄物の不法投棄に

関しましては、協会の皆様方の大変な御尽力の

お陰をもちまして、平成２７年度の新規発生件

数は９７件とピーク時の３割以下に減少しま

したが、年度末未解決件数は５００件程度と依

然として多く、憂慮すべき状況が続いておりま

す。 
今後、東京オリンピックやリニア中央新幹線

の整備などに伴い、大量の産業廃棄物の発生が

予想されますことから、不法投棄の発生件数も

増加することが懸念されております。 
このため、県といたしましても、県境に架か

る橋や高速道路インターチェンジ付近に監視

カメラを３１台設置しておりますほか、３台に

増強しましたドローンを活用いたしまして、監

視体制を強化し、不法投棄の撲滅に力を注いで

いく所存であります。 
また、東日本大震災や平成２７年９月の関

東・東北豪雨等の大規模災害の教訓を踏まえ、

今年２月に、「茨城県災害廃棄物処理計画」と

市町村が同様の計画を策定する際に必要な事

項や留意点を示す「市町村災害廃棄物処理計画

策定指針」を策定いたしました。 
その際には、貴協会にも、計画策定のための

委員会に参加していただき、実効性の高い計画

となりますよう貴重な御意見を頂きました。 
さらに、協会の皆様には、ボランティアＵ.

Ｄ.監視員を引き受けていただき、不法投棄の

未然防止や早期発見に御協力をいただいてい

るところです。 
 

茨城県生活環境部 

近藤 慶一 部長 あいさつ 
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特に、平成２１年度から始められておりま

す、「ボランティア撤去事業」では、多くの会

員の皆様方の御協力により、県内の不法投棄物

の撤去を無償で行っていただきました。誠にあ

りがとうございます。 
そのほか、県内の廃棄物の発生抑制や再資源

化・有効利用の促進につきましても「茨城県廃

棄物再資源化指導センター」の活動を通じて鋭

意取り組んでいただくなど、県内唯一の産業廃

棄物処理業者の団体として、本県の生活環境保

全に多大な御協力を賜っております。 

 この様に、貴協会は、廃棄物の適正処理を推

進する上で、不可欠と言える団体であり、皆様

方のこれまでの様々な御尽力に対し、改めて、

深く感謝を申し上げます。 

結びに、今後とも本県廃棄物行政の推進に対

し、一層の御支援と御協力を賜りますようお願

い申し上げますとともに、「一般社団法人茨城

県産業廃棄物協会」の益々の御発展と、御参会

の皆様方の御健勝、御活躍を祈念いたしまして

挨拶といたします。 
 本日は誠におめでとうございます。 

 

 

  

 

  

 ただ今御紹介をいただきました、茨城県警察

本部生活安全部生活環境課長の村田でござい

ます。 

 本日は、茨城県産業廃棄物協会の定時総会が

このように盛大に開催されましたことを、心よ

りお慶び申し上げます。 

 深澤会長様をはじめ、協会の皆様には、平素

から警察行政各般にわたり、深いご理解とご協

力をいただいておりますことに、この場をお借

りしまして、厚く御礼申し上げます。 

 また、ただ今産業廃棄物処理業務の推進に大

きく貢献され、栄えある表彰をお受けになりま

した皆様には、心よりお祝い申し上げます。 

 さて、せっかくの機会でありますので県内の

産業廃棄物に係る不法投棄事案等について少

し説明したいと思います。 

 昨年、警察が廃棄物処理法違反で検挙した事

件は、９７件９９名ありました。 

 特に悪質な事件としては、他人の土地に土砂

と廃プラなどの産業廃棄物を混ぜて投棄し埋

 

 

めた事案や、暴力団員が、他人の土地に改良土

と呼ばれる建設残土を無許可で大量に堆積し、

放置したとして、不動産侵奪罪などで検挙した

事案があります。 

 また、ゴミの焼却違反では、家屋解体物やパ

レットなどを自社の敷地内で焼却処分したと

して検挙した事案もあります。 

 このような悪質な不法投棄事案の排出元を

調べますと、その多くは東京都内や千葉県、埼

玉県など、他県から運ばれている状況が見られ

ました。 

 今後、東京オリンピック・パラリンピックや

リニア中央新幹線などの大型プロジェクトが

ありますことから、本県における不法投棄事案

の増加が懸念されているところであります。 

 不法投棄事案は、皆様ご存じのとおり、一度

投棄されてしまいますと現状回復するために

は多大な費用と労力を要してしまいます。 

 このため、早期発見・早期対応が非常に重要

でありますので、警察としてもパトロールを強

化するとともに、Ｕ.Ｄ.監視員の皆様や、事業

者の皆様からの情報に対しても機敏かつ能動

的に対応し、被害拡大の防止と悪質行為者の一

層の検挙に取り組んでまいります。 

 また、県をはじめ市町村や貴協会などの関係

機関、団体との連携を一層強化し、被害の未然

防止に努めますとともに、違法行為者に対して

は厳しく対処してまいりたいと考えておりま

すので、今後とも更なるご支援とご協力をお願

いいたします。 

 結びに、茨城県産業廃棄物協会の益々のご発

展と、お集まりの皆様方のご健勝とご活躍を祈

念申し上げまして、挨拶とさせていただきま

す。 

           

茨城県警察本部生活環境課 

村田 義男 課長 あいさつ 
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平成２９年度表彰受賞者一覧         順不同 

 

功労者表彰 

・今田 英夫  八幡砕石工業㈱ 

・小松 周作  ㈱エコイノベーション 

・古矢 周満  ㈱フルヤ建商 

･須藤 正己   （一社）茨城県産業廃棄物協会 

 

 

優良事業所表彰 

・足立建設㈱ 

・ＪＸ金属環境㈱ 

・会津建設㈱ 

・㈱ヤマゲン つくば工場 

・㈲城南興業 

  

 

  

優良従事者表彰 

・中山 英智  ㈱茨城県クリニック・クリーン協会 

・小林 裕之  ㈲プライムクリエイト 

・安嶋 敏輝  日和サービス㈱ 

・石井 勝広  ㈿日立環境開発センター 

・砂押   誠  勝田環境㈱ 

・川浪 英靖  ＡＳＲリサイクリング鹿島㈱ 

・坂   道夫  ㈱日昇つくば 

・菊池 力男  髙橋商事㈱ 

・寺内 貴雄  ㈲関東実行センター 

・関口 和克  ㈱ケイ・エム環境 

受賞者の皆様おめでとうございました。 
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平成２９年度廃棄物対策課転入者一覧 

課 所 補 職 氏 名 担当グループ 

廃棄物対策課 

主 査 綿 引 瑞 子 団体指導 

課長補佐 菊 池 一 夫 企画調整 

室 長 加 藤 文 吉 

不法投棄対策室 

室長補佐 小 澤 正 明 

係 長 荒 木 正 文 

係 長  湯 坂 幸 司 

主 任 神 谷 航 一 

主 事 久 松 悠 理 

        
 

 
 

１４階南東 （Ｈ２９．４．２４）

（ダイヤルイン：★）

FAX

301-3039

ロッカー ロッカー ロッカー ロッカー ロッカー ロッカー ロッカー ロッカー ロッカー ロッカー ロッカー

入口 入口

企画調整､減量化､リサイクル対策

土壌汚染対策

処理施設指導･審査･

許可、県内搬入協議

自動車リサイクル法

登録許可

(団体指導) （施設指導） （施設指導）

[エコフロかさま] 不法投棄対策、残土条例

産業廃棄物処理業等の許可

課長補佐（総括）

　会田　済

　　　　　3012

課長

　男庭　和英

　　　　　3010

技佐

　江幡　一弘

　　　　　3013

室長補佐

小澤　正明

係長

清水　有高

主事

森田　和樹

嘱託

江間　孝之

嘱託

猪野 満里子

嘱託

照山　茂樹

嘱託

大篭　和幸

（不法投棄対策室）（企画調整（減量化･リサイクル））

育休補助職員

飯塚　眞衣

嘱託

川崎　正則

主任

細井　寛文

嘱託

真家　克巳

主任

神谷　航一

臨時職員
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平成２９年６月１６日（金）、東京都の明治記念館蓬莱の間で、公益社団法人全国産業廃棄物

連合会第７回定時総会が盛大に開催されました。当協会からは、表彰受賞者を含め１７名が参

加しました。 

 

１．定時総会 

定時総会は、石井会長の挨拶、来賓として

自由民主党 丹羽雄哉衆議院議員、環境省廃棄

物・リサイクル対策部 中井徳太郎部長の挨拶

のあと、総会次第に従い議事が進行しました。

審議事項として、第１号議案平成２８年度事

業報告並びに平成２８年度決算案承認の件、

平成２８年度監査報告について審議され、原

案のとおり承認されました。 

議案の審議終了後、報告事項として平成

２９年度事業計画及び収支予算について事務

局より報告されました。 

                                               

 

２．平成２９年度表彰 

通常総会終了後、平成２９年度全産連表彰式が行われ、当協会から１１名の方々が受賞され

ました。受賞者の皆様、誠におめでとうございました。 

 

地方功労者 

･矢ノ中壽男 津久波工業㈱ 

･白 土 勤 彌 ㈱白土商事 

･鹿野谷孝男 ㈱カノヤ 

 

地方優良事業所 

･荒井工業㈱ 

･㈱つくばエンバイロン

メントソリューションズ

･㈱安田建設 

優良従事者 

･黒 沢 克 己 ㈿日立環境開発センター 

･平 本 貞 二 昭和建設㈱ 

･木 村  毅 髙橋商事㈱ 

･永 山 雄 二  日立セメント㈱ 

･井 坂 和 久 百里開発㈱ 

 

  

協会ニュース 

（公社）全国産業廃棄物連合会第６回定時総会を開催 

表彰式の様子
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３．講演会・懇親会 

セブン＆アイ・ホールディングスの各社役員を務められるなど、長年にわたる小売業界での

実績を基に、現在は経営コンサルタントとして活躍されている、リテールデザイン研究所所長 

片山佑介 氏を講師に、『「出来る社員」を育てる原則―考え方一つで社員は変わる―』という演

題で講演があり、終了後は別会場で懇親会が盛大に開催されました。 

 

 
 
 
 

受賞後庭園にて記念写真
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 当部会は平成１９年３月２日、次世代を担う

若きリーダーの育成を行い、産業廃棄物処理業

界の資質向上と社会的地位の確立を図り業界

の健全な発展に寄与することを目的に設立さ

れ、本年１０周年を迎えることとなりました。

 これを記念して、平成２９年５月１２日（金）

午後６時からホテルレイクビュー水戸におい

て、設立１０周年記念式典及び懇親会を開催い

たしました。 

当日はご来賓に協会長の深澤正勝様、歴代の

部会長、そして当部会が設立当初からお世話に

なった関東の都県歴代部会長等、多くのご参席

をいただきました。 

式典では、歴代部会長である沼田元良様、古

矢満様、河野裕行様へ感謝状の贈呈が行われ、

お一人ずつにこれまでの思い出や今後青年部

会に期待することなど貴重なお言葉をいただ

きました。 

青年部活動報告 

（一社）茨城県産業廃棄物協会 青年部会 設立１０周年記念式典を開催 

 平成２９年５月１２日（金）、ホテルレイクビュー水戸において通常総会及び青年

部会設立１０周年記念式典が盛大に開催されました。 

平成 29 年 7 月発行《産廃茨城だより》
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 式典後の懇親会では、土浦市にあるものまね

居酒屋「歌芸夢者」より、テレビにも度々出演

するものまね芸人が歌とトークで場を盛り上

げ、終始賑やかな懇親会となりました。 
最後に、ご多忙の中ご参席いただきました皆

様へ、ここに改めてお礼申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

茨城県産業廃棄物協会青年部会も本年で設

立１０年を迎えることとなりました。これも一

重に、初代沼田部会長をはじめ、古矢部会長、

河野部会長、吉田部会長と歴代の代表並びに執

行役員の先輩方のご尽力に他なりません。心か

ら敬意を表します。 
 
 
 
 

次世代を担う若きリーダーの育成、産業廃棄

物処理業界の資質向上と社会的地位の確立を

図るため、当協会においては平成１９年３月に

青年部会を設立いたしました。 
 部会員の資格は４５歳以下で当協会会員事

業所（賛助会員を含む）の経営者、後継者また

は幹部職員が対象となっております。 
 現在、５６名の部会員が参加しており設立以

来活発に活動しております。 
  
 

 

 

 
さて青年部会は、現在各事業所において、事

業主、その後継者及び会社役員並びに運営の責

務を担う若手の集まりで構成されています。将

来、各々に事業所の核となり経営を推し進めて

行くのは必須であり、その時代により的確な技

術情報や市場の把握を円滑にするためには、

「今」という時間に貴重価値を付帯し、横のネ

ットワーク構築を更に良好にしていくことが

大切であると考えています。その構築により、

本業界の強化並びに継続が推進され、引いては

社会一般の環境を保全する役割を担うことに

繋がります。 
 我々としても、次世代にしかっりと襷を渡せ

るように精進してまいりますので、今後とも青

年部会へのご指導並びにご助力のほど、宜しく

お願いいたします。 

 

 

 

多くの会員を募集し、県内は勿論、県外産廃

業者との交流や研修を通してスキルアップを

図っていただきたいと考えております。 

 ご加入をご検討くださる会員様には詳しい

資料をお送りいたしますので、青年部事務局ま

でご連絡くださいますようお願い申し上げま

す。 
 

 

 

 

 

 

一般社団法人茨城県産業廃棄物協会 
青年部会部会長 鄭 豊之 あいさつ 

青年部会会員募集について 

一般社団法人茨城県産業廃棄物協会 
青年部会事務局 ☎ 029-301-7100 
tomobe@ibaraki-sanpaikyo.or.jp 担当 友部
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平成２９年６月２３日(金)、全国産業廃棄

物連合会青年部協議会 関東ブロック第１３

回通常総会及び交流会が栃木県宇都宮市の東

武ホテルグランデにおいて開催されました。

 

 総会では各都県代表の２４名が出席。議案

審議が行われ異議なく原案どおり承認されま

した。 

その後、現ブロック長である「㈱ぐんま東

庄」の江積ブロック長と、「㈲峡南環境サー

ビス」の河澄次期ブロック長との引継ぎが無

事執り行われました。 

 

 その後の懇親会では、８０名もの会員が集

まり盛会に開催されました。懇親会の目玉と

して今回会場前面に設営されたプロレスリン

グには「これから、何が始まるのか？」と胸

を躍らせていると、プロレスリングＺＥＲＯ１

から大谷晋二朗選手・大仁田厚選手が登場し

会場のボルテージは最高潮に！！ 

 

 

 

 

 

 試合が終盤になるとステージの上で大仁田

厚選手が『１．２．３ファイアー！！！』と

の掛け声とともに青年部会員一同 新ブロッ

ク長と、共に一致団結できたような気がいた

しました。 

 

 

 なお、翌日は恒例となりましたチャリティ

ーゴルフコンペ。２２名の参加があり、終始

和やかにコンペが行われ会員間の交流も深く

繋がりができたと思います。 

今回のイベントで集まりましたチャリティ

ーは、前回同様、『世界の子供にワクチンを

日本委員会（ＪＣＶ）』に全額寄付をいたし

ます。 

 

（青年部副部会長 榊原 広 記）

全国産業廃棄物連合会青年部協議会 

関東ブロック第１３回通常総会を開催 

平成 29 年 7 月発行《産廃茨城だより》
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神社めぐりの旅  
             広報調査研究委員長 小松周作 

 運を求めて、30 年くらい前から神社めぐりが趣味のひとつとなりました。また、ご開帳の見物も

好きです。正式参拝をしたことがある神社を中心にご紹介します。 
①＜伊勢神宮＞御祭神は内宮が天照大御神、外宮が豊受大御神。 
20 年ごとに遷宮があることで有名(式年遷宮)。遷宮のためのご寄進をすると、お宮の前の白玉石が

敷き詰められた垣根の中で「御垣内(みかきうち)参拝」することができます。約 20 年前は、ご寄進

をすると３年間有効の会員証がもらえましたが、その後は、数千円以上のご寄進で 1 回だけ参拝す

ることができます。鹿島神宮にも「御垣内参拝」に匹敵する場所があると聞いていますが、まだ参

拝することは叶いません。参集殿には能舞台がありますが、幸運にも和泉元彌(いずみもとや)氏が

能を奉納しているのを見たことがあります。 
②＜出雲大社＞御祭神：大国主大神（おおくにぬしのおおかみ）「むすびの神」本殿の高さは、太古

は 32 丈（96.96m）と言われています。神楽殿の注連縄は、重さ 4.5 トン。「二礼・四拍手・一礼」

が特徴です（宇佐神宮も同じ）。そばは好きではないけど、出雲に行ったら必ず出雲そばを食べます。 
60 年ごとに遷宮がありますが、1744 年造営以来、2013 年は 5 回目の遷宮とのことです。また、60
年ごとに本殿のご開帳もあります。2008 年のお盆休みに参拝してきました。 
出雲大社の本殿といえば天井に描かれた秘図「八雲之図」が有名です。特別拝観を終えると、皇后

陛下御歌も記された特別拝観のしおりと、八雲之図の写しの写真が入った「御本殿特別拝見之証」

がもらえます。前回は終戦直後の 1949 年なので、参拝者は少なかったそうです。当時は、沐浴し

て白装束で拝観したとのことです。 

 
 

  

 

①伊勢神宮　②出雲大社　
③幣立神宮　④宇佐神宮
⑤宗像大社　⑥熊野大社
⑦大神神社　⑧住吉大社

⑨西宮神社　⑩金刀比羅宮

⑪白山比咩神社　⑫諏訪大社

⑬箱根神社

Ⓐ浅草寺　ⓩ善光寺

図１ 参拝したことがある神社とお寺 

写真１ 出雲大社「御本殿特別拝見之証」と秘図「八雲之図」 
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③＜幣立神宮＞御祭神は神漏岐命・神漏美命（かむろぎのみこと・かむろみのみこと） 
命脈 15000 年と言われるご神木の檜があります。現在の幹は 10 代目。応神天皇の時代に「高天原

の乱」が起こりましたが、その乱に係っていた為に、自ら身を隠し「隠れ宮」となったためにあま

り知られていません。20 世紀になり、突然、表舞台に再登場したとのことです。 
九州の分水嶺と言われており、東に流れた雨水は日向灘に、西に流れた雨水は有明海に流れます。 
裏の参道を下ると「水玉の池」があり、おいしい湧水が飲めます。強力なパワースポットらしいの

ですが、聖地でもあるので、立ち入らない方がよいという声もあります。初めて行ったときは、会

社で抽象的な宿題をもらって困っていたのですが、参拝して帰ってきたら、なぜかすぐに答えが頭

に浮かびました。 
④＜宇佐神宮＞主祭神：八幡大神、比売大神（ひめおおかみ）、神功皇后 「八幡さまの総本山」 
「二礼・四拍手・一礼」境内はとにかく広大です。ただし、菱形池も広いのですが、藻が繁殖して

いて清涼感がないのにガッカリしました。 
⑤＜宗像大社＞御祭神：田心姫神（たごりひめのかみ）湍津姫神（たぎつひめのかみ）市杵島姫神

（いちきしまひめのかみ） 「沖津宮」「中津宮」「辺津宮」を総称して「宗像大社」。「道の神様」。 
今年 7 月、「神宿る島」~宗像･沖ノ島と関連遺産群~として「世界遺産」に一括登録されることが決

まりました。福岡の田舎なので、初穂料がとても安いのも特徴で、人の形をしたお札がもらえます。 
一宮の沖ノ島は、一般人は上陸できませんが、数年前に九州の民放テレビが上陸して撮影したこと

があり、その後は時々、放映しているようです。港に漁師のための民家だけあるという話でした。 
⑥＜熊野本宮大社＞主祭神：家津美御子大神（すさのおのみこと） 
熊野那智大社、熊野速玉大社の３社あわせて、熊野三山。『伊勢へ七度、熊野へ三度』「蟻の熊野詣」

といわれるほどの人気だったそうです。約 2000 年の歴史があります。平安時代末期には「浄土へ

の入り口」として多くの皇族、貴族が参拝され「よみがえりの聖地」として信仰を集めていました。

3 本足のカラス「八咫烏」は、日本サッカー協会のシンボルになりましたが、神武天皇を道案内し

たという故事から『導きの神鳥』として信仰されています。一度だけ参拝したことがありますが、

新宮に一泊して駅からバスで本宮に参拝し、またバスで田辺まで出て新大阪へ戻りました。本宮の

近くには熊野古道が通っていて、古道に入ると携帯電話も通じず、また静寂の中なので、江戸時代

にタイムスリップしたように感じました。 
⑦＜大神神社＞（おおみわじんじゃ）御祭神：大物主大神（おおものぬしのおおかみ）大神の妻の

倭迹迹日百襲姫（やまとととびももそひめ）が、開けてはならぬ言われた箱を開けたところ、小蛇

の姿の大神が入っていたという言い伝えがあります。ですので、大神神社で、蛇は「巳さん」と親

しみを込めて呼ばれているそうです。崇神天皇の御代に大流行した疫病を大神が鎮めたこと、杜氏

の高橋活日命（たかはしのいくひのみこと）が大神の神助で美酒を醸したことから、医薬の神様や

酒造りの神様として信仰を集めているとのことです。参道には製薬メーカーの寄進の玉垣がたくさ

ん立っています。三輪素麺も有名です。 
⑧＜住吉大社＞御祭神：底筒男命・中筒男命・表筒男命という、イザナギノミコトのミソギハラエ

に際して海の中から現れた神、および息長足姫命（神功皇后）「海の神」 
神楽殿でのご祈祷では、巫女さんが鈴を鳴らしながら舞を奉納します。雅楽と舞で印象に残ってい

るのは、住吉大社と伊勢神宮です。伊勢神宮の雅楽は秦河勝の子孫だという話を聞いたことがあり

ます。 
⑨＜西宮神社＞御祭神：蛭児大神を祀り、中央が第二殿、天照大御神及び 明治初年に大国主大神を

配祀、左が第三殿で須佐之男大神（おおくにぬしのおおかみ）「えべっさん」と呼ばれ親しまれてい

ます。 
毎年 1 月 10 日午前 6 時の「福男」を決める 230m 走で有名です。ただし、行ってみるとコンクリ

ートとアスファルトが敷き詰められているのでガッカリしました。 
⑩＜金刀比羅宮（ことひらぐう）＞御祭神：大物主神（おおものぬしのかみ）「海の神様」 
表参道から御本宮までの石段は全 785 段で、片道 30 分ほど。頑張ると､15 分で登れます。参道の

両側には土産物屋が並んでいて、いつも讃岐うどんを買って帰ります。 美術品の所蔵でも有名で、

今はやりの伊藤若冲の壁画を見ることができます。33 年ごとに「御神体の遷座」があります。近く

には「こんぴら歌舞伎」があり、毎年 4 月に今も公演しています。 
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⑪＜白山比咩神社＞御祭神：菊理媛尊（くくりひめのみこと）ホームページには「縁結びの神」と

書いてありましたが、厳しい神様で「縁切りの神」と聞いたことがあります。北鉄石川線「鶴来駅」

を降りて歩いていると酒づくりで有名な「菊姫」の醸造所が見えて感激しました。 
⑫＜諏訪大社＞御祭神：建御名方神（たけみなかたのかみ）八坂刀売神（やさかのとめのかみ）「風

と水の神」「武勇の神」 上社と下社があります。建御名方神は鹿島神宮の武甕槌大神に相撲で負け

て諏訪に逃れたと言われています。「御柱祭」「諏訪湖の御神渡り」が有名。新しいことを始めると

きに参拝するとご利益があるそうです。 
⑬＜箱根神社＞御祭神：瓊瓊杵尊（ににぎのみこと）木花咲耶姫命（このはなさくやひめのみこと） 

彦火火出見尊（ひこほほでみのみこと）関東総鎮守箱根大権現と尊崇され、「交通安全・心願成就・

開運厄除の神様」 
「九頭竜伝説」、「曾我兄弟の仇討」が有名。「皇女･和宮」は、江戸城から京都に戻る途中、箱根神

社の近くで暗殺されたという説があります。 
 
 
おまけ 
Ⓐ＜浅草寺＞御本尊：聖観世音菩薩 飛鳥時代から 1400 年の歴史を持ちますが、明治 23 年に浅草

寺の西側に日本初のエレベーターを備えた凌雲閣という展望台が作られ、日本中の注目を集めたそ

うです。 護摩を焚く様子は、成田山を思い出します。7 月 9 日 10 日は「ほおずき市」で、この日

に参拝すると、46,000 日分のご利益があると言われています。そう聞いて、2004 年 7 月 10 日土曜

日に参拝しましたが、残念ながら変わったことは何もありませんでした。 
ⓩ＜善光寺＞御本尊：一光三尊阿弥陀如来 
「牛に引かれて善光寺参り」と「お戒壇巡り」が有名です。一寸先も見えない暗闇の中を手探りで

進み、御本尊様の真下に懸かる「極楽のお錠前」に触れて極楽往生のお約束をいただくというもの

です。 
7 年に 1 回（4 月から 5 月）、前立本尊御開帳(まえだちほんぞんごかいちょう)があります。2008 年

に新宿から高速バスで行ってきました。ご開帳と言っても、拝観できるのは御本尊ではなく「前立

本尊」と謂われるレプリカです。前立本尊の右の御手と善の綱で結ばれた「回向柱（えこうばしら）」

に触れて極楽浄土を願うしきたりです。実際は､御本尊のレプリカと綱でつながっている柱に触れる

だけでした。 
 
 
おまけのおまけ 
＜大宰府天満宮＞御祭神：菅原道真 「学問の神様」（実家に近いので、子供のころからよく参拝し

ました。）道真公の死後、京都で異変が相次ぎ、清涼殿が落雷で焼け落ちました。道真公は京都の桑

原から九州に島流しになったので、雷がなると人々は道真公の祟りだと思って「くわばら、くわば

ら」と唱えたとのことです。元祖「梅が枝もち(うめがえもち)」が有名。 
＜日光東照宮＞御祭神：徳川家康 石段を上っていると偉いお坊さんが参拝客数人を案内してくれ

ました。本殿で、ここでしか売ってないという「お香」を勧められました。あとでネットで調べて

みましたが、なんのお香だったかはわかりませんでした。湯葉が有名で、うどんにも湯葉が入って

います。 
＜明治神宮＞御祭神：明治天皇  
神宮の森は、大正 4 年から造営工事を始めて作られた約 17 万本の人工の森林です。大隈重信首相

が日光東照宮の杉並木のような針葉樹の森を作れと命令したが、学者たちが譲らず､常緑広葉樹にし

たそうです。もし、杉並木だったら、花粉症の人は悲惨だったかも？ 明治神宮と皇居には、そこ

にしかいない貴重な昆虫や植物が棲息しています。 
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１）会員事業所の入・退会について 

 平成２９年４月から平成２９年６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 ≫ 

 

 

≪ 退 会 ≫ 

 

【正 会 員】 

【賛助会員】 

【正 会 員】 

【賛助会員】 

・関東イチミヤ物流サービス㈱ ・㈱東海クリーン 

・ＧＲ物流㈱ 

・髙橋行政書士法人 

・ヒロ建設工業㈲ ・アルプス物流ファシリティーズ㈱ 

・山崎鋼業㈱ 

・日立化成テクノサービス㈱ ・飛島建設㈱首都圏土木支店 

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。 

４月 １３日 

１４日 

１８日 

２５日 

 

２７日 

県西支部総会 

県北支部総会 

県南支部総会 

正副会長会議 

第１回理事会 

鹿行支部総会 

６月 ２日 

６～７日

８日 

 

１４日

１５日

 

１６日

２１日

２２日

 

２３日

２４日

２６日

３０日

埼玉県協会設立３０周年記念祝賀会

新規収運許可講習会 

特別管理責任者講習会 

県南支部ボランティアパトロール

建設副産物リサイクル推進幹事会

正副会長会議 

第３回理事会 

全産連第７回定時総会 

開発公社評議会 

環境管理協会総会 

橋本昌推薦団体代表者会議 

青年部関ブロック通常総会 

青年部関ブロックチャリティーゴルフコンペ

第１回広報調査研究員会 

いばらき環境フォーラム 

５月 １３日 

２３日 

２４日 

２５日 

県央支部総会 

造園建設業協会緑化懇談会 

栃木県協会法人化３０周年記念祝賀会

第２回理事会 

協会第５回定時総会 

 

３）今後の主な予定（７月～１１月） 

７月 ３日 

 

６日 

１０日 

１１日 

１２日 

１３日 

１９日 

 

２１日 

 

２６日 

ボランティア撤去打合せ 

第１回適正処理委員会 

第１回安全衛生委員会 

環境行政説明会 

第１回研修厚生委員会 

土木部指定工場調査説明会 

第１回総務企画委員会 

電子マニフェスト操作体験セミナー

県関係団体役員等懇談会 

建設技術講演会 

青年部視察研修会 

更新収運許可講習会 

７月 ２７日

 

２８日

特別管理責任者講習会 

建設フェスタ2017実行委員会

全産連事務局責任者会議 

８月 １日 

 

３日 

 

政務調査会 

地域・職域支部代表者会議 

正副会長会議 

第４回理事会 

行政機関との意見交換会 

９月 １１日 ＡＥＤ研修会 

１０月 ３～４日

５日 

３１日

新規収運許可講習会 

更新収運許可講習会 

ＫＹＴ研修会 

１１月 １７日 産廃と環境を考える全国大会

協会からのお知らせ 

平成 29 年 7 月発行《産廃茨城だより》

15



 
賛助会員（５０社）                       平成２９年６月３０日現在 

旭化成建材㈱境工場 ☎0280-87-5231 キユーピー㈱五霞工場 ☎0280-84-3111 

アステラス製薬㈱つくば東光台事業場 ☎029-847-8611 ㈱クレハ 生産本部樹脂加工事業所  ☎0299-26-1181 

㈱ＡＤＥＫＡ 鹿島工場 ☎0299-97-3363 郡司経営法務事務所 ☎029-232-0778 

㈱アニバーサリーカンパニー ☎029-231-7766 ㈱システムコピー販売 ☎029-306-7031 

(一財)あんしん財団 茨城支局 ☎029-227-0701 ＪＳＲ㈱鹿島工場 ☎0299-96-2510 

㈱伊藤製鐵所 筑波工場 ☎029-837-2111 新日鐵住金㈱鹿島製鐵所 ☎0299-84-2912 

㈱イバラキ ☎0296-44-0757 ㈱センチュリーホーム ☎029-254-2661 

茨城県アスファルト合材協会 ☎029-225-6244 ㈱大紀アルミニウム工業所 結城工場  ☎0296-32-3311 

(一社)茨城県環境管理協会 ☎029-248-7431 ダイキン工業㈱鹿島製作所 ☎0479-46-2441 

(一社)茨城県経営者協会 ☎029-221-5301 髙砂製紙㈱ ☎0297-24-0611 

（一社）茨城県建設業協会 ☎029-221-5126 髙橋行政書士法人 ☎0280-22-1008 

茨城県再生資源事業協同組合 ☎0296-74-5015 ㈱中央環境行政事務所 ☎029-305-5322 

茨城セキスイハイム㈱ ☎029-226-3611 寺田行政書士事務所 ☎029-864-3035 

エア･ウォーター㈱ケミカル事業部鹿島工場  ☎0299-84-3555 トーソー㈱ ☎0297-52-2111 

㈱エス･ディー･エス･バイオテックつくば研究所  ☎029-847-0300 ㈱トランス・アイ ☎03-6857-0004 

㈱ＭＣエバテック つくば営業所 ☎029-887-1017 東日本コベルコ建機㈱茨城営業所 ☎029-304-5501 

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 三菱ケミカル㈱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 

 

◎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。 

◎協会ホームページのバナー広告掲載を募集しております。 

当協会では、平成 19 年よりホームページを開設し、廃棄物に関わる情報提供を広く行っていま

す。ホームページの内容及び検索状況を解析すると、廃棄物処理会社を探すための会員名簿検索が

多く閲覧されている事が分かり、廃棄物適正処理の観点より今後ますます企業情報を検索する数が

増えると考えられます。 

つきましては、会員等が当協会ホームページを利用し広告を掲載できる「バナー広告枠」として

ＴＯＰページ６枠、会員検索画面６枠を設置いたしておりますので、掲載を希望される方について

は、協会ホームページ「バナー広告について」のバナー広告の規格や内容と『ホームページバナー

広告掲載取扱要領』を確認のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

≪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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