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大塚副会長の司会進行により、大木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３０年度表彰式が行われ、功労者３名、優良事業所５社、優良従事者８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、茨城県県民生活環境部齋藤部長、茨城県警察本部生活環境課榎戸課長からご挨拶を

頂いた後議案審議が行われ、第１号議案平成２９年度事業報告及び収支決算報告の承認、監査報

告について、第２号議案定款の変更について審議され、異議なく原案どおり承認されました。 

また、平成３０年度事業計画及び収支予算について、平成２９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１８８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。 

 

【 平 成 ３ ０ 年 度 第 ６ 回 定 時 総 会 】 が 開 催 
 

平成３０年５月２５日(金)、ホテルレイクビュー水戸において、１８８名の参加によ

り平成３０年度第６回定時総会が盛大に開催されました。 

また、平成３０年７月１日より名称を一般社団法人茨城県産業資源循環協会に変更

いたしました。 
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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６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

県県民生活環境部 齋藤部長様、廃棄物対策

課 松浦課長様、茨城県警察本部 生活安全部

生活環境課 榎戸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６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、より一層、公益事業や共益

事業を行うこととなり、本年で 6 年目を迎え

たわけですが、法人化した昭和６３年（１９

８８年）から丁度３０年目にあたります。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。 

来年は、記念すべき設立３０周年を迎える

ことから、今年度は協会設立３０周年記念事

業の実施に向け委員会を立ち上げ、その準備

をしてまいります。 

昨年度を振り返りますと、本県においては

大きな自然災害はなかったものの、７月の福

岡県や大分県を中心とした九州北部豪雨で

は、多数の人命が失われ、大規模な家屋被害

に見舞われたところであります。 

近年の地球温暖化の影響もあり、集中豪雨

の発生は増える傾向にあり、災害がいつ発生

してもおかしくない状況であります。 

このため、当協会では災害時における廃棄

物処理の協力に関する協定を茨城県と結んで

いるほか、昨年５月には、鳥インフルエンザ

の発生に備えるため茨城県と「特定家畜伝染

病発生時の防疫業務に関する協定」を結ぶな

ど、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する態勢を整えていると

ころです。 

 このほか、協会活動として、研修会や不法

投棄廃棄物ボランティア撤去事業、会員間の

交流会などを実施し、多くの会員の方に御参

加頂くこともできました。 

 このように、多くの事業を行うことができ

ましたのも、ひとえに会員皆様のご協力の賜

物と考えております。 

 廃棄物処理法につきましては、昨年は水銀

に係る廃棄物の取り扱いが見直されました

し、この４月からは雑品スクラップについて

の知事への届出制度が始まりました。また、

全国産業資源循環連合会では、昨年１１月に

「資源循環を促進するための産業廃棄物処理

産業の振興に関する法律案（仮称）大綱」を

公表し、同法案の法制化を目指しているとこ

ろであります。協会といたしましては、この

ような動きを漏らすことなく把握し、会員皆

様への周知に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 協会を取り巻く今後の課題として、最終処

分場を如何に確保するかということがござい

ます。県関与公共処分場のエコフロンティア

かさまも、埋立が進んでおり、いずれ埋立容

量に達してまいります。最終処分場の整備に

は、相当の時間を要するものでありますので、

今後の県内の最終処分場のあり方につきまし

て、検討すべき時期に来ているのではないか

と思われます。協会としましても、関係方面

に対し必要な働きかけをしてまいりたいと考

えております。 

 また、最近は人手不足と言われております。

業界の魅力向上、人材確保には安全の確保が

原点でありますことから、労働災害を防止す

ることが重要であります。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

ため、昨年を初年度とする「労働災害防止計

画」に基づきＫＹＴ講習会や安全衛生研修会

を実施いたしました。平成３１年度には、休

業４日以上の死傷者数の２割削減と死亡者数

をゼロにすることを目標に掲げておりますの

で、会員の皆様には率先して労働災害の防止

に取り組まれることをお願いいたします。 

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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本日の総会では、第１号議案として平成２９

年度の事業報告及び収支決算報告の承認を、

第２号議案として定款の変更を、それぞれご

審議いただくこととしております。 

定款の変更につきましては、当協会の名称

変更に係るものであり、循環型の社会を構築

する上での、我々の役割をしっかりと名称に

位置づけようとするものです。さきほど、産

業廃棄物処理業の振興に関する法律案に触れ

ましたが、この法律案の名称にも「資源循環

を促進するための」という文言が入っており

ます。このような考えに基づき名称を変更し

ようとするものですので、十分なご審議を宜

しくお願いいたします。 

 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、皆様惜しみない祝福を送って

いただければ幸いでございます。 

 最後に、協会に求められる社会的使命と責

任を自覚のもと、当協会の発展・充実に努め

てまいりますので、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、あわせ

て本日、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。ありがとうございました。 

 
 
 
 

 
 

ただ今御紹介をいただきました茨城県県民

生活環境部長の齋藤でございます。 

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。皆様方の日頃の

御努力の成果が認められたものと、心からお

祝い申し上げます。 

深澤会長様をはじめ、関係者の皆様方にお

かれましては、本県の廃棄物行政の推進につ

きまして、日頃より多大な御支援をいただい

ておりますことに対し、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

への負荷が低い社会環境づくりを推進するた

め、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１５年度をピー

クに減少傾向にあり、平成２７年度以降、３

年連続で１００件を下回りました。しかしな

がら、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・パラリンピック

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、さらなる不法投棄発生件数の増加が懸念

されております。 
このため、県では、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設

置しておりますほか、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

に力を注いでまいります。 

協会の皆様には、日頃からボランティア

U.D.監視員を引き受けていただくなど、不法

投棄防止対策の推進に多大な御支援を賜って

おります。特に、昨年度の「不法投棄廃棄物

ボランティア撤去事業」においては、多くの

会員の皆様方の御協力により、県内の不法投

棄物の撤去を行うことができました。誠にあ

りがとうございます。 

 

 

茨城県県民生活環境部 

齋藤 章 部長 あいさつ 
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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、本県の生

活環境保全に多大な御協力を賜り、改めて、

深く感謝を申し上げます。 
また廃棄物処理の業界でも、廃棄物選別の

自動化など、最新技術を取り入れた取り組み

が進められていると伺っております。皆様方

におかれましても、こうした技術進歩の動き

を、厳しさが増す人手不足の解消や、従業員 

が安全・安心に働ける環境づくりなどに繫げ

ていただき、将来にわたって健全な業界を構

築いただけるものと期待しております。 

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

部生活環境課長の榎戸でございます。 

 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に心よりお

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頂

いておりますことに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、栄えある表彰を受賞されました

皆様には心よりお祝い申し上げます。 

 それでは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

しお話させて頂きたいと思います。 

 昨年、本県における廃棄物処理法違反の検挙

は７６件ありました。 

このうち産業廃棄物にかかる事案は１８件

で、そのほとんどが解体現場から排出された建

築廃材を焼却処分したというものであり、中に

は１.６トンにも及ぶ大量の廃材を違法焼却する

る悪質な事案もありました。 

また、農村部においては建設残土が投棄され

る事案が発生し、捜査の末に暴力団が絡むグル

ープを検挙しましたところその排出源は東京都

内のビル立て直し工事現場から排出されたもの

であることを特定しました。 

このことは今後、東京オリンピックやパラリ

ンピック、リニア中央新幹線などの大規模工事

に伴い、農村部や山間部の多い本県においては

同種事案の発生が非常に懸念されるところであ

ります。 

これらの事案に対しましては早期発見・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機

敏に対応し、違法行為者の一層の検挙と被害拡

大防止に取り組んで参ります。 

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

厳しく対処して参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 

榎戸 一男 課長 あいさつ 
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平成３０年度表彰受賞者一覧          順不同 

 

功労者表彰 

・大越 成巳   ㈲大進エンジニアリング 

・柾谷 吉伸   ㈱日昇つくば 

・川嶋 光貴   ㈲つくば環境サービス 

 

 

優良事業所表彰 

・（一財）茨城県環境保全事業団 

・㈲稲澤商店 

・㈱鹿島ガーデン 

・㈲ＳＥＴ 

・㈱磯建 

 

  

   

優良従事者表彰 

・南川 孝司   ㈱茨城県クリニック・クリーン協会 

・佐久間喜信   日和サービス㈱ 

・岡村 則子   勝田環境㈱ 

・館山 耕一   鹿島北共同発電㈱ 

・藤川 正巳   ㈱日昇つくば 

・鈴木 悦男   ㈱ヤマゲン つくば工場 

・深谷祐美子   髙橋商事㈱ 

・山 﨑 悦 子   ㈲関東実行センター 

受賞者の皆様おめでとうございました。 
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平成３０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 

課 長 松 浦 浩 生  

技 佐 平 柳 典 亮  

主 任 中 村 祐 子 団体指導 

課長補佐 堀 江  満 
企画調整 

係 長 及 川 英 幸 

課長補佐 寺 門 俊 成 

施設指導 

主 査 寺 田 健 一 

主 事 高 木 明 大 

技 師 田 子 大 幹 

技 師 小 玉 和 哉 

係 長 木 村 成 秀 

不法投棄対策室 

主 事 安 西 順 仁 

主 事 海 老 根 拓 弥 

主 査  溝 口  純 

係 長 根 本  恭 

係 長 田 中 正 也 

        

 

行政ニュース 

１４階南東 （Ｈ３０．４．１）

（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

廃　棄　物　対　策　課　配　置　図

主査

綿引　瑞子

主任

中村　祐子

臨時職員

樫村　莉恵

打合せテーブル 打合せテーブル

課長補佐

堀江　満

嘱託

赤津　弘美

嘱託

大津　章彦

嘱託

真家　克巳

嘱託

川崎　正則

課長補佐

寺門　俊成

係長(併)

湯坂　幸司

不法投棄対策室

　室長（併）

　加藤　文吉

　　　　　3030

主査(併)

溝口　純

主査

寺田　健一

係長

神谷　仁

係長

有井　裕昭

係長

金澤　崇

技師

田子　大幹

主事

山田　紘平

係長

吉田　信寛

主事

春日　凌

嘱託

古市　直人

主事

石﨑　智也

主事

安西　順仁

主事

海老根 拓弥

係長

柴田　隆夫

主事

久松　悠理

嘱託

桑原　洋

嘱託

山根　昇

係長

荒木　正文

係長(併)

根本　恭

主任

神谷　航一

係長(併)

田中　正也

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

　松浦　浩生

　　　　　3010

技佐

　平柳　典亮

　　　　　3013

室長補佐

小澤　正明

係長

木村　成秀

主任

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

加瀬　孝雄

（不法投棄対策室）（企画調整（減量化･リサイクル））

主事

高木　明大

技師

小玉　和哉

係長

及川　英幸

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]

3015(★) 3020(★) 3026

3028

3019 3027(★) 3024

3029(★)

3031

3033(★)

3037

3032

30343025

3035

3038

3018
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平成３０年６月１５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資源循

環連合会第８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１８名が

参加しました。 

 

１．定時総会 

定時総会は、永井会長の挨拶のあと、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２９年度事業報告並びに

平成２９年度決算案承認の件、平成２９年度

監査報告について、第２号議案任期満了に伴

う役員改選の件について審議され、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

３０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３０年度表彰 

通常総会終了後、平成３０年度全産連表彰式が行われ、当協会から１３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。 

 

功労者 

･安 田 忠 司 ㈱安田 

地方功労者 

･日 高 正 司 ㈱日高建材 

･古 矢 満  ㈱フルヤ建商 

 

優良事業所 

･㈱潮来工機 

地方優良事業所 

･㈱リサイクルパーク 

･㈱エヌジェーピー 

･㈱ケムコ 

･㈱美浦クリーン 

･大泉砕石㈱ 

優良従事者 

･大 木 高 典 ㈲プライムクリエイト 

･滑 川 敬 之 日立セメント㈱日立工場 

･川 島 則 夫 ㈱やまたけ土浦営業所 

･草 間 正 之  ㈱日昇つくば 

 

 

  

協会ニュース 

（公社）全国産業資源循環連合会第８回定時総会を開催 
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３．講演会・懇親会 

フリーアナウンサーで、健康管理士などの資格を取得されており、健康・防災・安全アドバ

イザーとしても活躍されている、小久保 晴代 氏を講師に、『これからの健康管理～運動と脳

トレで活性させましょう～』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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平成３０年５月１１日（金）、ホテルレイクビュ

ー水戸において、青年部会の第５回通常総会が開

催されました。 

  
総会は会員４４名（委任状１６名）により開催

され、関口幹事の司会進行により助川幹事が開会

を宣言。鄭部会長から挨拶がありました。 
 

議案審議では平成２９年度事業報告及び決算報

告、平成３０年度事業計画及び収支予算案につい

て慎重審議が行われました。 
 
また役員改選も審議され、本年度より新たに渡

邊部会長（株式会社エヌジェーピー 代表取締役）

が選任され、新体制での青年部会運営がスタート

しました。 
 
なお、鄭部会長には顧問に就任頂き役員のサポ

ート役としてご活躍頂きたいと思います。 
 

 
 
 
       部会長 就任あいさつ 
        

 
一般社団法人茨城県産業資源循環協会

      青年部会 新部会長 渡邊 盛市 
 
 今年度より部会長に就任させていただきました

株式会社エヌジェーピーの渡邊盛市です。よろし

くお願いします。 
 私が青年部会に入ったきっかけは、約６年前、

当時の部会長である河野さんのご紹介で入ること

になりました。業界内にあまり知り合いがいない

自分をこころよく受け入れてくれて、いろいろな

人との出会い交流を深めたことで仕事の幅を広げ

ることができ感謝しております。 
 そんな私がこうして部会長になるとはその当時

は想像もしなかったのですが、これからの任期、

茨城県内でのさらなる輪を深め、そして他県との

交流、茨城県から他県へ情報発信ができる組織作

りなど、積極的な活動を行っていきたいと考えて

おります。 
 また、歴代の部会長が作り上げてきた歴史をさ

らに進化できるよう、役員一同、次世代を担う会

員の皆様とともに茨城県青年部を盛り上げて行き

たいと考えておりますので、よろしくお願いしま

す。 
 
 

 
 

青年部活動報告

第５回 通常総会を開催 

新役員紹介 
 
部 会 長 渡邊 盛市  ㈱エヌジェーピー 
副部会長 鈴木 秀昭  新和企業㈲ 

飯塚  揚  ㈱飯塚工務店 
榊原　　広  ㈲榊原商店 
関口 和克  ㈱ケイ・エム環境 

幹 事 助川 弘勝  ㈱助川建材 
河野 鉄也  ㈱河野銅鉄店 
根崎 祐介  根崎解体工事㈱ 
伊澤 恭介  ㈲柏廃材処理センター 

監 事 小松﨑広治朗 ㈱鹿島ガーデン 
友部 哲哉  (一社)茨城県産業資源循環協会

顧 問 鄭  豊之  大蔵生コンクリート㈱ 
相 談 役 櫻井 茂弘  神栖埠頭㈲ 
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 平成３０年度の青年部会視察研修として

６月１４日から部会員８名でタイの首都バ

ンコクへ行ってきました。 
 タイと言えばトムヤムクンにムエタイや

象といったイメージがあったので、バンコク

市街地の大都会ぶりには非常に驚きました。

高層ビルやブランドショップが建ち並び銀

座以上です。 
 

 

 こちらでは日高洋行エンタープライズの

森様に案内をして頂きました。 
 工場の規模や現場の安全管理、清掃のゆき

届いた場内の綺麗さは、日本国内の業者と同

等かそれ以上という印象で、１００台以上あ

る全車両にＧＰＳを搭載し効率的な走行を集

中管理しているのも驚きです。 
 
 続けてパネルディスカッションも行い、日本

でも関心の高いアジアの廃プラの輸入規制問

題や段ボールの再資源化、急速に進んでゆくタ

イの廃棄物関連の法規制の話をしながら非常

に有意義な意見交換ができ、部会員メンバーか

らの質問が絶えない程でした。 
 

 
 日曜日にはゴルフや観光も楽しみ、茨城県青

年部会メンバーの親交と結束を深められ素晴

らしい海外視察研修となりました。 
 最後にご協力頂きました皆様、誠にありがと

うございました。 
【 ㈲柏廃材処理センター 伊澤 恭介 記 】

海外先進施設視察研修会の報告

 
初日はタイで有機溶剤のリサイクル事業

を行っており、今回の現地コーディネートを

お願いしていた株式会社サンアップのＣＥ

Ｏ杉山淳様との会食を行いました。ゲストと

して、中央大学の教授であり現在はタイで産

業廃棄物政策・市場概況を研究されている

佐々木教授にも同席頂き、タイの廃棄物業界

の状況や日本との許認可制度の違いを学び、

意見交換することが出来ました。 

 翌日、視察先としてお邪魔させて頂いたの

が、タイ全土で８事業所を展開し本年創業

９０年の日高洋行エンタープライズ サムロ

ン工場様です。こちらも杉山様・佐々木様に

同行して頂きました。 
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１）会員事業所の入・退会について 

 

平成３０年４月から平成３０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】 

【正 会 員】 

・㈱サニックス ・㈱クリーンらいふ ・㈲高橋産業舎 

・㈲峡南環境サービス 

・中山商事㈱ ・井川隆行 ・㈱坂田園芸 

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 

 

５日 

１７日 

２０日 

 

２４日 

２５日 

 

２７日 

２８日 

政経懇話会 

県南支部総会 

関東地域協議会 

県北支部総会 

県西支部総会 

正副会長会議 

第１回理事会 

鹿行支部総会 

県央支部総会 

６月 ４日 

 

５日 

５ ～ ６ 日

７日 

１２日

 

１３日

１４日

 

１４～１８日

１５日

２７日

２８日

 

２９日

エコアクション２１地域運営委員会

建設副産物リサイクル推進幹事会

県北支部不法投棄防止及びごみの散乱防止キャンペーン

新規収運許可講習会 

特別管理責任者講習会 

第 1 回研修厚生委員会 

群馬県協会設立３０周年記念式典

土木部指定工場調査説明会 

正副会長会議 

第２回理事会 

青年部海外視察研修会 

全産連第８回定時総会 

県南支部ボランティア U.D.監視員パトロール

第１回広報調査研究委員会 

第１回安全衛生委員会 

青年部幹事会 

５月 １０日 

１１日 

１８日 

１９日 

２５日 

再生砕石需給調査システム打合せ

青年部第５回通常総会 

青年部関東ブロック通常総会

青年部関東ブロックゴルフコンペ

協会第６回定時総会 

３）今後の主な予定（７月～１１月） 

７月 ４日 

１９日 

２０日 

 

２４日 

２６日 

ボランティア撤去打合せ 

更新収運許可講習会 

特別管理責任者講習会 

第１回適正処理委員会 

電子マニフェスト操作体験セミナー

協会設立３０周年記念事業推進委員会

政経懇話会 

全産連事務局責任者会議 

１０月 ４日 

 

１２日

１５～１９日

２３日

２５日

３０日

正副会長会議 

第４回理事会 

ＫＹＴ研修会 

世界湖沼会議 

５ブロックチャリティーゴルフコンペ

産業廃棄物処理業者講習会 

電子マニフェスト操作体験セミナー

８月 ２日 

 

 

正副会長会議 

第３回理事会 

行政機関との意見交換会 １１月 ８～９日

１６日

２０日

２２日

 

県外施設視察研修会 

産廃と環境を考える全国大会

リスクアセスメント研修会 

関東地域協議会 

 

９月 １３日 

１３～１５日 

１９～２０日 

２１日 

２６日 

県南支部ゴルフコンペ 

県西支部視察研修 

新規収運許可講習会 

更新収運許可講習会 

県南支部研修会 

協会からのお知らせ 
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４）協会ホームページお知らせ掲載内容（４月～６月） 

 
・先進環境対応トラック・バス導入加速事業の公募について 

http://ataj.or.jp/advanced_lev2/ 
・平成 30 年度産業廃棄物処理業従事者能力アップセミナーについて 

https://www.zensanpairen.or.jp/up_seminar/ 
・低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業の公募について 

http://www.levo.or.jp/fukyu/hojokin/h30_index.html 
・廃棄物処理施設の省エネ化を図る事業の公募開始及び説明会の開催について 

http://www.ibaraki-sanpaikyo.or.jp/news/pdf_date/teitansoka2.pdf 
・水銀汚染防止法に基づく水銀等の貯蔵及び水銀含有再生資源の管理に関する報告について 

http://www.env.go.jp/chemi/tmms/law.html 
・平成 30 年度「熱中症予防対策シンポジウム」について 

http://www.jisha.or.jp/seminar/kyoiku/y7150_necchusho_sympo.html 
・平成 30 年度「PCB 廃棄物の収集運搬業作業者従事者講習会」の開催について 

https://www.jwnet.or.jp/workshop/index_pcb.html 
・省 CO2 型リサイクル等高度化設備導入促進事業の公募開始及び説明会の開催について 

https://www.jwrf.or.jp/subsidiary/save_co2/current/index.html 
・低炭素型廃棄物処理支援事業の公募開始及び説明会の開催について 

https://www.jwrf.or.jp/subsidiary/low_carbon/index.html 
・建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について 
・再生可能エネルギー熱事業者支援事業の公募について 

https://sii.or.jp/re_energy30/note.html 
・CO2 削減ポテンシャル診断推進事業の公募について 

http://www.lcep.jp/h30/potential/koubo.html 
・設備の高効率化改修支援事業の公募開始及び説明会の開催について 

http://www.gaj.or.jp/eie/rule/index.html 
・先進対策の効率的実施による二酸化炭素排出量大幅削減設備補助事業に係る対象事業者の公募及

び説明会の開催について 
https://www.asset.go.jp/rule 

・「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の改訂について 
https://www.env.go.jp/recycle/misc/guideline.html 

・平成 30 年度全国安全週間の実施について 
・「有害使用済機器保管等に関するガイドライン」の策定について 

http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/index.html 
・経営事項審査における防災協定締結による加点が引き上げられました。（再） 

http://www.ibaraki-sanpaikyo.or.jp/news/pdf_date/keiei.pdf 
・平成 30 年度講習会の受付が始まりました。 

http://www.ibaraki-sanpaikyo.or.jp/class/index.htm 
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賛助会員（５０社）                       平成３０年６月３０日現在 

旭化成建材㈱境工場 ☎0280-87-5281 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 

㈱伊藤製鐵所 筑波工場 ☎029-837-2111 ＪＳＲ㈱鹿島工場 ☎0299-96-2510 

㈱イバラキ ☎0296-44-0757 新日鐵住金㈱鹿島製鐵所 ☎0299-84-2912 

茨城県アスファルト合材協会 ☎029-225-6244 ㈱センチュリーホーム ☎029-254-2661 

(一社)茨城県環境管理協会 ☎029-248-7431 ㈱大紀アルミニウム工業所 結城工場  ☎0296-32-3311 

(一社)茨城県経営者協会 ☎029-221-5301 ダイキン工業㈱鹿島製作所 ☎0479-46-2441 

（一社）茨城県建設業協会 ☎029-221-5126 髙砂製紙㈱ ☎0297-24-0611 

茨城県再生資源事業協同組合 ☎0297-86-7966 髙橋行政書士法人 ☎0280-22-1008 

茨城セキスイハイム㈱ ☎029-226-3611 ㈱中央環境行政事務所 ☎029-305-5322 

エア･ウォーター㈱ケミカル事業部鹿島工場  ☎0299-84-3555 寺田行政書士事務所 ☎029-864-3035 

㈱エス･ディー･エス･バイオテックつくば研究所 ☎029-847-0300 トーソー㈱ ☎0297-52-2111 

㈱ＭＣエバテック つくば営業所 ☎029-887-1017 ㈱トランス・アイ ☎03-6903-4577 

大橋行政書士事務所 ☎029-306-8300 東日本コベルコ建機㈱茨城営業所 ☎029-304-5501 

花王㈱鹿島工場 ☎0299-93-8321 日立建機㈱土浦工場 ☎029-832-7275 

鹿島石油㈱鹿島製油所 ☎0299-97-3104 ㈱日立産業制御ソリューションズ ☎0294-53-6115 

鹿島都市開発㈱ ☎0299-92-3555 ㈱日立製作所 日立事業所 ☎0294-21-1111 

鹿島ポリマー㈱ ☎0299-96-7261 平塚行政書士事務所 ☎029-879-7648 

㈱環境研究センター ☎029-839-5501 三井化学東セロ㈱茨城工場 ☎0280-92-1562 

㈱環境総合研究所 北関東支社 ☎029-303-7581 三菱ケミカル㈱鹿島事業所 ☎0299-96-1142 

㈱関電工 茨城支店 ☎029-387-2500 ㈲ミワ総合設計 ☎029-305-3222 

行政書士法人水戸綜合事務所 ☎029-251-3101 矢口事務所 ☎029-862-2730 

行政書士安事務所 ☎029-226-0601 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）茨城県産業資源循環協会事務局 

  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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一般社団法人 茨城県産業資源循環協会事務局 

〒310-0852 

水戸市笠原町 978-25（茨城県開発公社ビル４F） 

【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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