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■副会長・髙澤謙之氏に環境大臣表彰 

 当協会副会長の髙澤謙之氏が、令和２年度循環型

社会形成推進功労者等環境大臣表彰（産業廃棄物関

係事業功労者）を受賞されました。第１８回産業廃

棄物と環境を考える全国大会で表彰式が行われる予

定でしたが新型コロナの影響で同大会が中止となっ

たことから、１２月３日に県環境部長室にて小池要

子県環境部長より表彰状が授与されました。 

栄えある受賞、誠におめでとうございました。 

 

■令和２年度産業廃棄物処理業「３Ｓ運動」表彰について 

 １２月２２日（火）に浦和で令和２年度産業廃棄物処理業「３

Ｓ運動」表彰式が行われました。例年、産業廃棄物講習会（協会

主催）で表彰式を行ってまいりましたが、新型コロナの影響で同

講習会が中止となったことから、今回は表彰式のみが行われたも

のです。受賞された皆様は次のとおりです（右の写真は最優秀賞

の皆様）。誠におめでとうございました。 

 株式会社クマクラ         最優秀賞（スマイル賞）及び奨励賞（セイケツ賞） 

 株式会社シタラ興産        最優秀賞（スマイル賞及びセイケツ賞） 

 前田道路株式会社         最優秀賞（スタイル賞） 

 株式会社ヤマエンタープライズ   奨励賞（スマイル賞）及び特別賞（スタイル賞） 

 新和環境株式会社         奨励賞（セイケツ賞） 

 化研興業株式会社         奨励賞（スタイル賞） 

 日興サービス株式会社       特別賞（スマイル賞） 

 株式会社セオス          特別賞（スマイル賞） 

 アサヒプリテック株式会社     特別賞（セイケツ賞） 

 株式会社ワイエムエコフューチャー 特別賞（セイケツ賞） 

 株式会社アルファサポート     特別賞（セイケツ賞） 

 

■令和３年「賀詞交歓会」中止のお知らせ 

 令和３年１月１３日（水）１５：００からロイヤルパインズホテル浦和にて開催予定であった、

令和３年「賀詞交換会」は中止とすることを第５回理事会（令和２年１２月１７日開催）で決定い

たしました。例年開催されてきた賀詞交歓会が中止となるのは残念ですが、新型コロナウイルス感

染症の感染者数の増大などの状況から「中止やむなし」との判断に至ったものです。 

 

http://saitama-sanpai.or.jp/
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■令和２年度「環境産業合同研修会」のお知らせ 

  県と協会では、環境産業に新たに就職した職員の方の研鑽と交流を深める場を提供するため、 

 「環境産業合同研修会」を開催します。若手社員の皆様、御参加をお待ちしております。 

 【合同研修会の概要】 

  日  時 令和３年２月１６日（火）９時３０分～１６時３０分 

  会  場 埼玉会館７Ａ会議室（さいたま市浦和区高砂３丁目１−４） 

  参加対象 入社２年目までの若手社員 

  定  員 ２０人 

  内  容 新人フォローアップ研修（ビジネスマナーを中心とする予定です。） 

  研修実施者 (株)インソース 

  ※ なお、今後の感染拡大の状況によってはＷＥＢ研修に変更する場合があります。 

■令和２年度・地区懇談会開催される 

  本年度も、普及啓発事業の一環として、地区懇談会を 

 下記のとおり実施いたしました。この事業は県及び政令 

 市の御指導のもと会員の資質向上と会員相互並びに行政 

 との交流を深めることを目的に実施したものです。特に 

 日ごろ御指導を頂いております県や政令市の担当職員の 

 方々との貴重な懇談の場となり熱心に質疑応答がなされ 

 ました。 

 【開催日時】 ※各懇談会とも開催時間は 14：30～16：00 

 （１）北部・秩父地区懇談会  10 月 19 日（月） 於 熊谷文化創造館（さくらめいと） 

 （２）西部・東松山地区懇談会 11 月  6 日（金） 於  ウエスタ川越 

 （３）東部・越谷地区懇談会  11 月 26 日（木） 於 春日部市民文化会館 

  (４）中央地区懇談会     12 月  4 日（金） 於  さいたま共済会館 

■令和２年度埼玉年末年始無災害運動の実施 

 このことについて埼玉労働局長から通知があり

ました（令和 2 年 11 月 13 日付け埼労発基 1113 第

2 号）。期間は 12 月 1 日～1 月 15 日です。 

 「令和２年度安全衛生管理自主点検表」（右図）

を活用した、自主点検の積極的な実施が求められ

ています。 

詳しくは協会ホームページで。 

 

■令和２年度「労働安全衛生大会」開催のお知らせ 

令和２年度「労働安全衛生大会」を次のとおり開催する予定です。 

今回から新たに優良事業者等の表彰も行う予定です。 

詳細が決定され次第、改めて御案内いたします。ぜひ御参加ください。 

〇日時 令和３年２月２日（火） １４時～１６時 

〇場所 さいたま共済会館６階ホール 

〇内容 表彰（優良事業者、同職長、標語優秀作品）、講演、事例発表 
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■当協会初の試みとして「労働安全衛生パトロール」を実施 

県内の産業廃棄物処理業における労働災

害は近年全国上位の発生が続いています。

特に令和元年は、死亡者数が２名、死亡及

び４日以上の休業を伴う労働災害の被災者

が１１６名となり全国ワースト１の深刻な

状況にあります。そこで当協会初の試みと

して本年度から「労働安全衛生パトロー

ル」の取組を始めました。 

 今回はパトロール手順等を確立するた

め、労働安全衛生対策に積極的に取り組ん

でいる当協会副会長企業４社を対象に次の

とおりパトロールを実施。 

 11 月 17 日（火） 11：00～12：00 ㈱タカヤマ       14：00～15：00 亀井産業㈱ 

 12 月  2 日（水）  11：00～12：00 ウム・ヴェルト㈱   14：00～15：00 野崎興業㈱ 

 メンバーは、亀井寿之副会長、野寺貴之委員長をはじめ、「労働安全体制整備事業委員会」委員

10 人及び事務局 4 人。大人数にならぬようそれぞれ分担して２班体制で実施し、いずれの班にも

ＣＳＰ労働安全コンサルタントの二階堂久氏に参加をお願いし、専門的見地から現地確認をして

頂きました。 

【主な指摘事項（例）】 

①作業場内でフォークリフトなどの機

械を運転する場合は機械と作業者が接

触することがないように作業計画を定

めること。 

②フォークリフトの運転者が運転席か

ら離れる場合は逸走防止及び無資格者

による操作を防止するためキーを抜き

取ること。 

③注意事項を掲示する場合は、必ず

「～する」とすること。「～しない」

とすると、どのように作業すべきか作

業者にわからないため。 

④ギヤとチェーン（ベルトとローラー）がむき出しになっている場合、機械の回転部に接触しな

いように、カバーをかけるなど養生を行うこと。 

⑤通路を配管が横断する場合は配管を跨ぐ足場（手すり付き）を設けるなど、作業者が使用する

ための安全な通路を設けること。 

■廃棄物処理業者等においてクラスターが発生した場合の対応について 

11月27日付けで環境省から各都道府県等に対して「廃棄物処理業者等においてクラスターが

発生した場合の対応について」通知がありました。「産業廃棄物処理業者でクラスターが発生

した場合に・・その情報が提供されるよう・・産業廃棄物棄物処理業者に御周知をいただ

く・・」というものです。発生した場合には県・政令市に連絡する必要があります。 
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■廃電池類に関する産業廃棄物の種類について 

県産業廃棄物指導課長から「廃電池類に関する産業廃棄物の種類について」通知がありまし

た。廃電池の産業廃棄物の種類を次表のとおり見直す（10月29日付け産廃第689-2号）。

 

■令和２年度実務担当者研修会の申込受付中 

 次表のとおり実務担当者研修会を実施中です。御希望の場合は早めにお申し込みください。 

 

主な協会行事予定（1 月～3 月） 

1/21    第 4 回常任理事会（WEB 方式） 

1/27   収集運搬業研修会 

1/28～29 暫定許可講習会（更収、特責） 

2/2      労働安全衛生大会 

2/18    第 6 回理事会（WEB 方式） 

3/2～4   暫定許可講習会（産収、更収、特責） 

3/18   第 7 回理事会（WEB 方式） 

変　更　前 変　更　後
アルカリ乾電池 汚泥、金属くず 同　左
マンガン乾電池 汚泥、金属くず 同　左
ボタン電池

（リチウム電池）
汚泥、金属くず、
（普通の産業廃棄物である）廃油

汚泥、金属くず

ボタン電池
（水銀電池）

汚泥、金属くず
※いずれも水銀使用製品産業廃棄物

同　左

車載バッテリー
（鉛蓄電池）

汚泥、廃プラスチック類、
（特別管理産業廃棄物である）廃酸

同　左

汚泥、金属くず（外枠が金属の場合）
汚泥、廃プラスチック類（外枠が廃プ
ラスチック類の場合）

※　黄色の網掛け部分が変更箇所。下線部の品目が不要となりました。

一次電池
（乾電池類）

※使い切り
の電池

二次電池

※充電可能
な電池

リチウムイオン電池
汚泥、金属くず、
廃プラスチック類、
（特別管理産業廃棄物である）廃油

産　業　廃　棄　物　の　種　類
廃電池類の種類

　　　　会　場　（科　目） 　　日　　　程 　時　　間 　　　場　　　　所  会場 電話番号 備考

1 中央地区　　　　　  浦和会場（法律）
令和２年

１２月１１日（金）
午後1時30分～

さいたま共済会館
 ６階　６０１会議室

０４８－８２２－３３３０

2 北部・秩父地区　　  熊谷会場（法律）
令和３年

１月２２日（金）
午後1時30分～

熊谷文化創造館（さくらめいと）
 別館（会議棟）１階第１会議室

０４８－５３２－０００２

3 東部・越谷地区      春日部会場（法律）
令和３年

２月１０日（水）
午後1時30分～

春日部市民文化会館
 ３階　中会議室（1）

０４８－７６１－５８１１

4 西部・東松山地区   川越会場（法律）
令和３年

２月２２日（月）
午後1時30分～

ウエスタ川越
 2階活動室１

０４９－２４９－３７７７

　　　　会　場　（科　目） 　　日　　　程 　時　　間 　　　場　　　　所  会場 電話番号 備考

1 中央地区            浦和会場（安全衛生）
令和３年

２月５日（金）
午後２時～

さいたま共済会館
 ６階　６０１会議室

０４８－８２２－３３３０

2 東部・越谷地区      春日部会場（安全衛生）
令和３年

２月２４日（水）
午後２時～

春日部市民文化会館
 ３階　中会議室（1）

０４８－７６１－５８１１

　　　　会　場　（科　目） 　　日　　　程 　時　　間 　　　場　　　　所  会場 電話番号 備考

1 中央地区            浦和会場（処理）
令和３年

１月１４日（木）
午後２時～

さいたま共済会館
 ６階　６０１会議室

０４８－８３３－４１１１

2 西部・東松山地区   川越会場（処理）
令和３年

２月２６日（金）
午後２時～

ウエスタ川越
 2階活動室１

０４９－２４９－３７７７

 　　　法　　　律　　　研　　　修 　保科　　弘   氏
 　　　安　全 ・ 衛　生　研　修 熊江　隆     氏
 　　　廃　棄　物　処　理　研　修 藤井　重雄  氏

令和　２ 年 度 実 務 担 当 者 研 修 会

△ 安全衛生研修

◎ 法律研修

◇ 産業廃棄物処理（場）研修

 （一財）日本環境衛生センター講師・　（公財）日本廃棄物処理振興センター　講師

 （公財）日本産業廃棄物処理振興センター　講師

 （公財）日本産業廃棄物処理振興センター　講師
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