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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 
 

協会第７回定時総会のお知らせ 

   第７回定時総会を次により開催いたします。会員の皆様のご出席をお願いいたします。 

また、総会の後には、上田知事をはじめ、多くのご来賓をお迎えして、恒例の懇親会を 

開催いたします。お誘い合わせの上、多数ご参加くださるようご案内申し上げます。 

会員の皆様には、別途郵送にてご案内しております。 

   ○日 時 令和元年５月３０日（木） 総会 午後３時～ 懇親会 午後５時～ 

   ○場 所 ロイヤルパインズホテル浦和 ４階ロイヤルクラウン 

   ○議 事 平成３０年度事業報告・決算報告承認の件、入会金・会費規程の一部改正に 

関する件、役員選任に関する件 ほか 

   ○懇親会参加費 お一人様１万円申し受けます。 

■廃棄物処理業の許可事務の取扱いについて 

  県産業廃棄物指導課では、中間処理に係る許可の取扱い等について、次のとおり運用

することとし、２月の第６回理事会において説明がありました。 

この運用については、３月５日付け及び３月２６日付けの県課長通知が発出されてい

ますので、その写しを同封します。この運用の施行は平成３１年４月１日からです。

１ 中間処理について 

(1) 中間処理を行う者は、受託した廃棄物について  

前処理として分解等後、その一部に対して中間

処理が実施されていれば、それ以外の中間処理

が実施されていない部分までを中間処理産業

廃棄物として、他人に売却又は処理委託できる

こととする。 

(2) ＯＡ機器等について、機械的な施設を用いる

ことにより、部品等が分離される工程を中間処理として位置付けることとする。 

(3) 中間処理の方法について、同一品目で複数の処理方法を可とする。 

(4) 中間処理の品目について、収集運搬業の積替え保管との重複を認める。 

※排出事業者によるマニフェストの交付を徹底する。 

２ 排出事業者の利便性の向上について 

(1) 中間処理の委託において、排出事業者はなるべく一者との契約で済むようにする。 

(2) 排出事業者にとって、分かりやすい許可証（処理方法、品目の限定）を作成する。 

 

http://www.saitama-kankyousangyousinkou.jp/
troom
四角形
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３  優良認定の更新申請時の提出書類について 

既存の優良認定業者が「事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類」として更新

申請時に提出する「公表事項の印刷物」ついて、次のとおりとする。 

従前：現在の許可日から今回の更新申請日までの印刷物（約７年分の印刷物） 

今後：今回の更新申請日から１年以上前までの印刷物（約１年分の印刷物） 

平成３０年度・連合会「産業廃棄物処理検定」満員で実施 

・将来の「資格制度」を射程に入れた「検定」が２月１７日に行なわれ、埼玉会場では定員 

の７０名の方が受検されました。全国１２会場の受検者は９６８名、合格者は５６０名 

（５８％）でした。 

・今年度の「検定」は、２０２０年２月１６日（日）。詳細は後日連絡いたします。 

 

       平成３０年度第６回・第７回理事会の概要について 

第６回理事会 平成３１年２月２１日（木）あけぼのビル 出席 理事・監事 ２２名 

  【審議事項】 

  （１）平成３１年度事業計画及び予算案について （２）正会員の入会申込みについて 

  （３）専務理事の補充等について       

  【報告事項】 

 （１）産廃処理業の許可事務の取扱いについて （２）産廃処理に係る火災防止について 

 （３）平成３１年度労働災害防止計画について （４）理事会運営規程等の改定について 

（５）連合会第４２回理事会等について    （６）太陽光パネルリサイクルについて ほか 

第７回理事会 平成３１年３月１４日（木）あけぼのビル 出席 理事・監事 ２０名  

【審議事項】 

  （１）平成３１年度協会表彰及び全国産業資源循環連合会表彰について 

  （２）正会員及び賛助会員の入会申込みについて       

  【報告事項】 

 （１）平成３０年度業務執行状況について（２）事業委員会・部会の事業実施概要について 

 （３）平成３０年度団体要望の対応状況について 

 （４）平成３１年度「３Ｓ運動」及び「合同入社式」について  

 （５）優良認定の事業の透明性に係る書類の簡略化について ほか  

 

災害廃棄物処理支援研修会が開催されました ～多発する自然災害に備えて～ 

    ３月５日、埼玉会館において、地震・風水害時 

の災害廃棄物の処理支援に関する研修会が開催さ 

れ、初動対応協力会員など４６名が参加しました。 

    研修では、環境省関東地方環境事務所の宇田巨 

大災害廃棄物対策専門官、県資源循環推進課寺田 

主査ほかに講演いただきました（調査研修事業委員会）。 

                          



第７号                                     平成３１年４月２５日発行  

- 3 - 
 

 

■２０１９年度「環境産業合同入社式」に参加しましょう 

    すでにご案内のとおり、県・協会共催の２０１９年度・環境産業合同入社式を下記に

より開催いたします。新入社員等の皆様が入社の喜びと決意を新たにする機会です。 

まだ間に合いますので、ぜひご参加くださるようご配意ください。 

○日 時 ２０１９年６月６日（木） 午後１時３０分～４時２０分 

○場 所 さいたま共済会館 ６０１・６０２会議室 

○講 演 芝田麻里氏（弁護士） 

○参加費 無料 

○式・講演の後、名刺交換会を行ないます。 

○問合せ･申込み 協会事務局または、 

県産業廃棄物指導課 048-830-3135 

※付き添いの方の参加・聴講も歓迎します。 

「平成３０年度・３Ｓ運動取組事例集」 

県と協会で事例集を作成しました。同封いたしますの    

で、会社での取組の参考にしてください。                   平成 30 年度入社式の様子 

■会員会社の「産業廃棄物処理業許可」更新期限満了をお知らせします 

  ２０１９年度から、会員会社の産業廃棄物処理業許可の更新期限満了を通知でお知ら

せします。通知は、満了の半年前の月初めに送付します（今年度は１０月に満了を迎え

る会社からになります）。この通知は、県・政令市のご協力を得て、協会の責任において

行うものです。 

  今年度の許可講習会の予定は次の通りです（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。 

・新規講習会は普通産廃・特管産廃別、更新講習会は共通です。 

・許可更新の場合は、許可期限の６か月くらい前に受講することをお勧めします。 

  新規／収集運搬課程（２日間）        

２０１９年７月１１日（木）～１２日（金）      １０月１０日（木）～１１日（金） 

２０１９年１２月４日（水）～ ５日（木） ２０２０年 ３月１０日（火）～１１日（水） 

   新規／収集運搬・処分課程（３日間） 

    ２０１９年 ７月３０日（火）～８月２日（金）※処分受講者は収集運搬も同時受講できます。 

   更新/収集運搬課程（１日間） 

     ２０１９年５月２４日（金）  ９月  ６日（金）   １２月６日（金） 

２０２０年１月２４日（金）  ３月１３日（金） 

  更新/収集運搬・処分課程（２日間）  

２０１９年 ９月 ４日（水）～５日（木） 

  特別管理産業廃棄物管理責任者（１日間） 

   ２０１９年５月２３日（木）    ７月１０日（水）   １０月９日（水） 

   ２０２０年１月２３日（木）    ３月１２日（木） 
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■労災事故死傷者数「ワースト１」脱却 ～安全衛生対策の効果実る～ 

    平成３０年（暦年）の、県内産業廃棄物処理業における労災死傷者数（休業４日以上）

は、前年より２２人減少して８１人になりました（速報値。全国ワースト５位）。 

   今年度は、計画の目標年度です。目標に向けて、各社で一層の安全衛生対策を進める

とともに、協会の労働安全衛生大会や研修会に参加くださるようお願いいたします。      

協会労働災害防止計画２０１９年度目標 

① 死亡者数をゼロにする 

② 死傷者数（休業４日以上）を平成２４-２６年の平均から２０％削減する（７３人以下）。 

  

ご案内 ～同封パンフレット～      

○（公財）産業廃棄物処理振興財団の「経営相談」会員募集～産業廃棄物処理業者のため 

の会員制サポートサービス～のご案内 

○矢崎エナジーシステム㈱（協会賛助会員）による「車載式重量表示計」～過積載対策強 

化への対応～のご案内                     ぜひご検討ください。 

 

新規入会会員紹介（3 月以降・敬称略） 

【正会員】 

  シナネンエコワーク株式会社 

  代表 神田 勉 

  東京都港区三田 3-5-27 住友不動産三田ツインビル西館 

  TEL 03-5425-4632  FAX 03-5425-4633 

    HP https://www.shinagawa-kaihatsu.co.jp 

   中間処分 埼玉 115125（白岡市） 

種類 木くず１種類 

（他に千葉市で中間処理許可） 

  ＧＡＴＥ株式会社 

  代表 中山 俊彦 

  群馬県前橋市小相木町 614-3 KOTKA WORKS 01 号  

  TEL 027-288-5990  FAX 027-289-5991 

    Mail nakayama@ken-sin.com 

    収集運搬（保積を除く）埼玉 184707 

  種類 汚泥、廃プラ、紙くず等８種類 

  （他に群馬、栃木、東京等５都県許可）  

   マニフェストの「年」の記載方法 

  ・西暦  ４桁 2019 年  

  ・元号  令和元年  令和１年 

       R  元年    R  １年 

        令  元年  令 １年  

   ※詳しくは協会ＨＰをご覧ください 

 

 

【賛助会員】    

  イーテラス株式会社 

  代表 水野 昌和 

  東京都江東区有明 3-7-26 

有明ﾌﾛﾝﾃｨｱﾋﾞﾙ B 棟 9F 

    TEL 03-5530-8167  FAX 03-5530-8168  

  HP https://www.e-teras.co.jp 

    業務内容 産廃処理業を主としたｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ   

（行政処分､労災､「ｸﾗｳﾀﾞｽ」開発） 

 主な協会行事と予定（4 月～5 月） 

 4 月 18 日 平成 31 年度第 1 回理事会 

4 月 19 日 第 62 回関東地域協議会 

4 月 25 日 監事監査 

5 月  9 日 第 2 回理事会 

5 月 17 日 調査研修事業委員会 

5 月 21 日 女性部会総会 

5 月 30 日 第 7 回定時総会 

訃報 

 ・永和鉄鋼㈱代表取締役永井公太郎様(78

歳)には、1 月 11 日に逝去されました。 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

 

 

https://www.shinagawa-kaihatsu/
mailto:nakayama@ken-sin.com
https://www.e-teras.co.jp/

