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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 
 

 ■台風１９号による災害廃棄物処理支援活動進む ～運搬・処分 1,200 トン～ 

 ・10 月 12 日､13 日の台風 19 号の影響により、都幾川、越辺川などの堤防が決壊し、東

松山市では家屋全半壊 433 棟、床上浸水 442 棟、坂戸市では 190 棟が床上浸水の被害を

受けました（11/29 現在）。 

 ・既報のとおり、協会は、県から協定に基づくに基づく支援要請を受け、10 月 15 日以

降、東松山市、坂戸市において支援活動を行なっています。 

   協力会員は、東松山市では亀井産業㈱､ウム・ヴェルト㈱､㈱木下フレンド､㈱大進興業、㈱ク

マクラ､東武商事㈱､㈱タカヤマ､㈱ショーモン､㈱国分商会の 9 社。坂戸市では東明興業㈱。 

 ・東松山市では、西本宿仮置場において、住民等が搬入した廃棄物（11 月末現在 5,695

台）の重機等による選別、可燃物等の市焼却場、協力会員の処分・リサイクル施設への

運搬･処分を行い、運搬・処分量は 11 月末現在 1,216 トン、運搬車両延べ台数 338 台と

なっています（一部を除き支援終了）。11 月末からは、ばんどう山第一公園仮置場にて

自衛隊が搬入した廃棄物について、年内を目途に同様の支援活動を継続しています。  

 ・坂戸市では、仮置場での選別支援を 11 月 14 日に終了。東松山市では、今後、家屋解

体廃棄物の処理を予定していますが、そのスキームについては、県と市で検討中です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

    東松山市西本宿・選別前廃棄物 10/16        西本宿・混廃選別 10/20（支援 5 日目）   

  

 

 

 

 

 

 

 

    西本宿・入口から全景 11/30（支援 48 日目）   ばんどう山・混廃選別 11/29（支援 4 日目） 

http://www.saitama-kankyousangyousinkou.jp/
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■協会主催「産業廃棄物講習会」～CPDS 認定講習～ ５１０人が受講しました 

  １０月２８日、埼玉会館大ホールにて、令和元年度の産業廃棄物講習会が開催されま

した。ＪＷセンター理事長(元環境事務次官)の関荘一郎氏には、「環境問題の現状と将

来」について、プラスチック循環利用協会の冨田斉氏には「廃プラスチックのリサイク

ルの現状」についてご講演いただきました。 

また、県からは排出事業者責任について報告があったほか、「３Ｓ運動」最優秀賞受賞

会社からの報告も行なわれました。当日知事表彰を受賞された皆様は次のとおりです。 

講演の詳細は、次号「けやき」に掲載します。 

 令和元年度「３Ｓ運動」最優秀賞等受賞者 

最優秀賞 ㈱タカヤマ、石坂産業㈱、東武商事㈱ 

奨 励 賞 ㈱ホートー、日興ｻｰﾋﾞｽ㈱、山田産業㈱ 

特 別 賞（環境管理事務所等推薦）  

クリーンシステム㈱､㈱クリーンテックサーマル、    

松田産業㈱武蔵工場､㈱加藤建設工業､木幡興業㈱、     

シナネンネットワーク㈱白岡ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ      

こ      

                            

 

 

 

    

講演する関荘一郎氏 

■地区懇談会が４地区で開催されました 

行政との信頼関係の醸成と会員の交流を目的とした恒例の各地区懇談会が、会員、

行政延べ１８４名の参加により開催されました。県産業廃棄物指導課、資源循環推進

課、各環境管理事務所長･担当部長のほか､さいたま市、川越市、越谷市、川口市の担

当課長にも出席いただきました。 

参加者全員が発言し、質問・意見、会社アピールを 

行い、終了後は名刺交換が行なわれました。主な質疑 

応答は協会ＨＰ(会員専用サイト※)に掲載しています。          

【県からの講演】 

  ・環境管理事務所管内の現状と課題 

  ・産廃処理業の許可事務Ｑ＆Ａ集について 

  ・ＰＣＢ廃棄物の取り扱いについて                             

  ・災害廃棄物対応について                ウェスタ川越会場（11/26） 

■初の収集運搬業研修会に９０名が参加しました 

１１月２８日、会員企業の多くを占める収集運搬業者を対象とした研修会を開催しま

した。埼玉会館の会場には、定員を超える会員が参加し、熱心に受講されました。 

自動車安全運転センターの小林所長代理からは「収集運搬業における交通事故違反防

止について」、県産業廃棄物指導課富田主査からは 

「ドライバーが知っておくべき廃掃法の基礎知識」 

と題する講演が行なわれました。 

       また、ウム・ヴェルト㈱、クリーンシステム㈱ 

  による事例発表があり、交通事故や労災撲滅のため 

の具体的な取組みが報告されました。 

※会員専用サイトＰＷ：skss 
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■死亡労働災害多発！ 年末・年始の事故・災害防止を徹底しましょう 

   １２月５日付けで通知いたしましたとおり、県内の産業廃棄物処理業において死亡労

災事故が多発しています。 

   ・汚水タンク洗浄中、高圧洗浄機にｶﾞｿﾘﾝ補給の際、静電気により引火。１名死亡（7 月）。 

   ・食品廃棄物槽内に落ちた工具を取ろうとして酸欠で１名、救護の１名も死亡（9 月）。 

   ・排出事業所内で停車した運搬車が動き出し、止めようとして轢かれ 1 名死亡（11 月）。   

  １０月末の労災死傷者数も８９名と、全国ワースト２になっています。事故例を教訓

に、安全衛生管理の基本事項について自主点検を実施するとともに、ミーティング等に

よる安全体制の確認と注意喚起を徹底するようお願いいたします。 

   ※協会ＨＰ労働安全衛生情報収集窓口、埼玉労働局ＨＰをご活用ください。  

咲かせるな 現場に潜む 危険の芽（令和元年度安全衛生標語最優秀作） 

廃プラ問題やや落ち着くか 保管量増加など前回より 10 ﾎﾟｲﾝﾄ減（環境省調査） 

環境省は 11 月、中国の輸入規制に伴う影響調査結果（第 3 報）を公表（調査は 8-9 月実施）。 

自 治 体 調 査 保管基準違反・保管量増加傾向の把握が 21%（前回 3 月 32%） 

処理業者調査（優良認定中間・最終） 

・処理量増加、中間 44%（前回 52%）、最終 22%（前回 33%）。中間施設稼動能力 8 割以上 52%

（前回 62%）。保管量増加 35%（前回 46%）。受入制限、前回並み。 

・処理料金値上げ、収集運搬 41%（前回 34%）、中間 68%（前回 53%）、最終 11%（前回 23%）。 

・排出事業者処理料金への反映、中間 72%（前回 57%）、最終 75%（前回 57%）。 

 

■令和元年度実務担当者研修会日程――法律研修を受けて「廃棄物処理検定」にﾁｬﾚﾝｼﾞ   

  会員にはご案内済みですが、県の委託による実務担当者研修会の日程（令和２年１月以

降）は次のとおりです。詳細は協会事務局までお問い合わせください。 

  法 律 研 修   １月１７日（金） 春日部市民文化会館 １月３０日（木） ウエスタ川越 

           ２月 ３日（月） 熊谷文化創造館 

  安全衛生研修 １月２０日（月） さいたま共済会館   ２月１２日（水） 春日部市民文化会館   

  廃棄物処理研修 １月１０日（金） さいたま共済会館   ２月１０日（月） ウェスタ川越 

  ※時間は、午後１時３０分～４時です。※受講者には修了証を交付します。 

  産業廃棄物処理検定 2 月 16 日(日) 10 時～11 時 30 分 TKP 大宮駅西口ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ  

     申し込み 全国産業資源循環連合会専用ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ 定員 70 名 受験料 7,150 円 1/17 締切！  

■令和元年度許可講習会開催日程（１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。 

・会員企業には、協会から満期６ヶ月前に個別に通知しております。 

  新規／収集運搬課程（２日間）        

令和２年３月１０日（火）～１１日（水）    

   更新/収集運搬課程（１日間） 

     令和２年１月２４日（金）  令和２年３月１３日（金） 

  特別管理産業廃棄物管理責任者（１日間） 

   令和２年１月２３日（木）定員間近  令和２年３月１２日（木） 
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令和２年新春賀詞交歓会のご案内 

   大野知事をはじめ、多くのご来賓をお迎えして、恒例の協会・新春賀詞交歓会を次の 

とおり開催します。会員の皆様の貴重な交流の機会ですので、お誘い合わせの上、多数 

ご来場ください。会員の皆様には、詳細をご案内しております。 

   〇日 時 令和２年１月１５日（水） 午後５時～ 

   〇場 所 ロイヤルパインズホテル浦和 ロイヤルクラウンＢ・Ｃ 

   〇参加費 お一人様 １万円 

 

■協会第５回理事会開催 幸手市でのけやき撤去事業実施を決定  

 １2 月１９日（木）、本年度第５回理事会があけぼのビルで開催されました。 

議題は次のとおりです（理事・監事出席 18 名）。 

（1）けやき小規模投棄撤去事業について (2)役員候補者選考委員会の設置について 

(3) 正会員の入会申込について     (4) 台風 19 号による災害廃棄物処理支援について 

(5) 労働安全衛生対策について     （6）第 63 回関東地域協議会について ほか 

 

協会広報誌・ホームページに広告してみませんか 

  会員会社の情報発信に資するため、会報けやき・協会ＨＰに広告を募集しています。また、 

会報けやき・協会だよりの発送に併せてチラシ等の同封サービスを行なっています。 

詳しくは協会ＨＰまたは事務局まで。申込書を同封いたしますのでぜひご検討ください。 

             

新規入会会員紹介（10 月以降・敬称略）  

【正会員】 

  株式会社日彩 代表 友松大輔 

   北葛飾郡杉戸町才羽 1477  

TEL 0480-53-7077 FAX 0480-53-7066 

   e-mail r.hoshi@nisai.co.jp 

     収集運搬（保積を除く）埼玉 201389 

   種類 汚泥､廃油､廃ﾌﾟﾗ､紙くず等 12 種 

有限会社城西紙業 代表 福田寛栄 

    入間郡毛呂山町大字下河原 886-1  

   TEL 049-295-2046 FAX 049-295-7533 

   e-mail josai.shigyo@nifty.com 

   収集運搬（保積を除く）埼玉 044540 

   種類 汚泥､廃油､廃ｱﾙｶﾘ､廃ﾌﾟﾗ等 11 種 

株式会社三栄商事 代表 山田 淳 

    坂戸市善能寺 458  

   TEL・FAX 049-289-0550 

   HP http://saneisyoji.co.jp  

   中間処理･収集運搬(保積含む)埼玉 018079 

   種類 焼却(廃ﾌﾟﾗ､紙くず､木くず等 5 種) 

主な協会行事と予定（12 月～1 月） 

12 月  3 日 さいたま環境整備事業関係業者選定委員会  
12 月 19 日  さいたま環境整備事業積 立 金運営委員会 

      第 5 回理事会 

 12 月 23 日  埼玉県環境保全連絡協議会 

12 月 28～1 月 5 日  事務局年末年始休業 

1 月 15 日 第 4 回常任理事会 

      協会新年賀詞交歓会 

1 月 16 日 連合会賀詞交歓会 

1 月 27 日  第 2 回普及指導事業委員会 

1 月 31 日 関東地域協議会事務責任者会議 

 訃報 

  当協顧問の鈴木勇吉氏には、11 月 7 日逝去 

されました。鈴木氏は当協会初代会長を務め 

られるとともに、全国組織 

設立に尽力され、業界の発 

展に大きく寄与されました。 

その功績を称えるとともに、 

謹んでご冥福をお祈り申し 

上げます。合掌 
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