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 1 　第 2回通常総会の開催
　第 2回通常総会が、平成 25年 5月 28日午後
3時 30分から東海大学校友会館において開催
された。
　総会議長に安元副会長が選出され審議が行わ
れ、平成 24年度（平成 24年 4月 1日～平成 25
年 3月 31日、一般社団法人としての 2年度）の
事業報告・決算報告、平成 25年度事業計画・
予算について承認された。
　つづいて、役員の選任について審議がおこな
われ、5月に行われた正会員会社の記名連記式
投票による選挙の結果から第 1回理事会で選出
された正会員理事 14名と特別会員から推薦さ
れた 8名、監事 2名が全会一致で承認された。

　会長、副会長、専務理事の選任
　総会を一時中断して開催した理事会におい
て、会長、副会長、専務理事の選任について協
議した結果、会長には、古川実氏（日立造船㈱
代表取締役、取締役会長兼 CEO）が、また副会
長には安元豊氏（日立造船㈱）と山田良介氏（新
日鉄住金エンジニアリング㈱）、専務理事に木
下正明氏（（一社）日本環境衛生施設工業会）がそ
れぞれ選任され、再開後の総会で報告された。

　会長表彰
　工業会の事業活動に永年貢献された功績によ
り、次の 10氏が会長表彰を受け、受賞者を代
表して熊澤氏から謝辞があった。
　荒木　輝広氏（㈱プランテック）
　片山　智之氏（新明和工業㈱）
　神田　博克氏（三機工業（株）
　熊澤　紀博氏（極東開発工業㈱）
　佐久間英明氏（㈱神鋼環境ソリューション）
　中田　康介氏（アタカ大機㈱）
　永山　貴志氏（クボタ環境サービス㈱）
　峰村　健　氏（日立造船㈱）
　村山龍太郎氏（㈱ IHI環境エンジニアリング）
　森　　泰彦氏（ 新日鉄住金エンジニアリング㈱）

第 2回通常総会であいさつする古川会長

議長の安元副会長
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 2 　理事会の開催
　次の各日程及び議題により、理事会が開催さ
れ審議が行われた。
　◇平成 25年 5月 10日（第 1回）
　　・平成 25年度会長表彰について
　　・「役員の選任方法に関する規程」の改正

について
　　・特別会員の理事又は監事への推薦につい

て
　　　正会員の理事又は監事への推薦について
　　・第 2回通常総会議案について
　　・公益目的支出計画実施報告書等について
　◇平成 25年 5月 28日（第 2回）
　　・会長、副会長、専務理事及び常任理事の

選定について
　　・議長の代理順位について
　　・顧問について
　◇平成 25年 7月 23日（第 3回）
　　・執行状況報告について
　◇平成 26年 1月 28日（第 4回）
　　・執行状況報告について

 3 　環境大臣表彰
　廃棄物等の発生抑制、循環的な利用及び適正
処分又は浄化槽によるし尿及び、雑排水の適正
処理に関する研究開発、技術開発において、学
術的、実用的に優れた業績を上げ、その成果に
よって廃棄物処理事業又は浄化槽関係事業の発

会長表彰を受賞した 10 名①
（左より荒木氏、片山氏、神田氏、熊澤氏、
佐久間氏）

会長表彰を受賞した 10 名②
（左より中田氏、永山氏、峰村氏、村山氏、森氏）

大臣表彰を受けた 4氏
（左より戸高氏、田中氏、川出氏、手島氏）
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（コンセッション）事業の理念と廃棄物処理分野
における同事業の現状と課題について」と題し
てご講演をいただき、会員会社から 33名が聴
講した。

展に対する顕著な功績により環境大臣表彰（廃
棄物・浄化槽研究開発功労者）が、手島肇氏（㈱
タクマ）と戸高光正氏（新日鉄住金エンジニアリ
ング㈱）に、また、一般廃棄物処理に関する公
益法人等において当該事業の向上及び発展に顕
著な功績により環境大臣表彰（一般廃棄物関係
事業功労者）が、田中　勉氏（㈱タクマ）と川出
文雄氏（㈱西原環境）に授与されることになり、
平成 25年 10月 31日に香川県のサンポートホ
ール高松（高松市）で開催された第 57回「生活
と環境全国大会」の式場で表彰状が授与された。
　後日、表彰を受けた 4氏に対し、工業会から
記念品が贈呈された。

 4 　東日本大震災対策等
　・平成 25年度の重点取組みとして、前年度
に引続き東日本大震災対策を積極的に取り組ん
だ。
　具体的には、①環境省、地方公共団体、関係
団体と連携・協力しつつ、廃棄物処理施設の復
旧や災害廃棄物対策に取組んだ。②特に、災害
廃棄物の円滑な処理のため、国、地方公共団体
による災害廃棄物の処理計画策定や処理事業の
推進に対して、工業会会員の能力、技術を結集
して取組んだ。③放射性物質に汚染された廃棄
物の処理について、知見の収集に努め貢献する
よう取組んだ。
　岩手県・宮城県においては平成 25年度末ま
でには災害廃棄物等の処理が完了する予定であ
り、福島県については、災害廃棄物の迅速な処
理が課題であるが、会員企業も、減容化施設の
建設事業など処理体制整備に協力してきた。ま
た、その円滑な事業推進に向けて、所用の対応
に務めている。

 5 　建設運営一体事業研究会セミナーの開催
　平成 25年 11月 7日に、特定非営利活動法人
日本 PFI・PPP協会理事長の植田和男氏に「PFI

倉浜衛生施設組合見学への参加者

 6 　施設見学会の開催
　・建設運営一体事業見学会
　平成 26年 2月 13日に千葉県成田市の成田富
里いずみ清掃工場を対象に見学会を行い会員会
社から 18名が参加した。
　・新処理技術施設見学会
　平成 25年 11月 22日に沖縄県の倉浜衛生施
設組合の焼却施設、最終処分場を対象に施設見
学会を開催し、鳥取環境大学田中勝教授を団長
に会員会社から 15名が参加した。

建設運営一体事業研究会セミナー
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 7 　関係団体との共催
　・平成 24年 6月 11日に、（一社）環境衛生施
設維持管理業協会（JEMA）と工業会の技術委員
により情報・意見交換等の検討会を開催し相互
理解を深めた。

 8 　関係団体等の各種委員会等への参画
 1）環境省
　・ 「巨大地震発生時における災害廃棄物対策

検討委員会」
 2）（一財）日本環境衛生センター
　・「廃棄物処理施設技術管理者講習会」
　　 運営委員会
　・「一般廃棄物処理施設管理技術講習会」
　　 検討委員会
　・「環境大臣表彰中央推薦委員会」
 3）（一社）廃棄物処理施設技術管理協会
　・「環境技術会誌」編集委員会
　・「廃棄物処理技術管理者継続学習認定シス

テム」委員会
 4）（公財）日本産業廃棄物処理振興センター
　・「テキスト作成委員会」
　・「教育研修運営委員会」
 5）㈱三菱総合研究所
　・「市町村等による廃棄物処理施設整備の適

正化推進事業検討委員会」
　・「廃棄物バイオマス利活用導入促進事業検

討会」

 9 　関係団体等の各種講習会等への講師派遣
 1）（一財）日本環境衛生センター
 （講師派遣延 45名）
　・ 平成 25年度「廃棄物処理施設技術管理者
講習会」

　　① 中間処理施設コース （ 4名）
　　② 産業廃棄物焼却施設コース （ 7名）
　　③ 破砕・リサイクル施設コース （23名）
　　④ 有機性廃棄物資源化施設コース （ 5名）

　　⑤ ごみ処理施設コース （ 4名）
　・ 平成 25年度「技術管理者等スキルアップ

研修会」
　　① ごみ処理施設関係 （ 1名）
　　② し尿処理施設関係 （ 1名）
 2）（公財）日本産業廃棄物処理振興センター
 （講師派遣延 9名）
　・ 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業

の収集・運搬/処分課程（更新講習会）
 （ 3名）
　・ 産業廃棄物の収集・運搬/処分課程（新規講

習会） （ 6名）
 3）中央労働災害防止協会
 （講師派遣延 11名）
　・「ダイオキシン類業務に係る作業指揮者養

成研修会」（東京分） （ 8名）
　・「ダイオキシン類作業従事者特別教育イン

ストラクターコース」（大阪分） （ 3名）
 4）（一社）廃棄物処理施設技術管理協会
　・「廃棄物処理施設技術管理セミナー」
 （講師派遣 2名）
 5）（一社）環境衛生施設維持管理業協会
　・第 26回事務所管理者研修会
 （講師派遣 1名）
 6） ごみ焼却余熱有効利用促進市町村等連絡協

議会
　・平成 25年度定期協議会・講演会
 （講師派遣 1名）
 7）（一社）日本廃棄物コンサルタント協会
　・技術セミナー・技術発表会講師
 （講師派遣 1名）
 8）廃棄物資源循環学会関西支部
　・第 9回廃棄物法制度に関するセミナー
 （講師派遣 1名）
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理事・常任参与・各委員会他 名簿理事・常任参与・各委員会他 名簿

【正会員理事】
村山龍太郎 ㈱ IHI環境エンジニアリング

営業本部長
大門與志治 アタカ大機㈱

専務取締役 兼 専務執行役員
佐々木　信 荏原環境プラント㈱

取締役　常務執行役員
菊池昭二美 川崎重工業㈱ 理事

環境プラント総括部長
酒井　郁也 極東開発工業㈱

取締役　執行役員
本松　　卓 三機工業㈱　執行役員
吉田　佳司 JFEエンジニアリング㈱

取締役　専務執行役員
淨弘　明彦 ㈱神鋼環境ソリューション

取締役　専務執行役員
山田　良介 新日鉄住金エンジニアリング㈱

代表取締役副社長
長谷川公三 新明和工業㈱　環境システム本部

副本部長 兼 営業部長
小林　　誠 水 in  ㈱

営業本部　特別顧問
松村　史朗 ㈱タクマ

常務執行役員
川出　文雄 ㈱西原環境　理事
安元　　豊 日立造船㈱　顧問

【特別会員理事】
田中　　勝 鳥取環境大学

サステイナビリティ研究所長
浜田　康敬 （公財）給水工事技術振興財団

理事長
藤田　賢二 東京大学　名誉教授
藤吉　秀昭 （一財）日本環境衛生センター

常務理事
山本　和夫 東京大学環境安全研究センター

教授
横田　　勇 静岡県立大学　名誉教授
古川　　実 （一社）日本環境衛生施設工業会

会長
木下　正明 （一社）日本環境衛生施設工業会

専務理事

【監　事】
篠木　昭夫 （公社）全国都市清掃会議

元専務理事
古田　　昇 公認会計士古田昇事務所

公認会計士

【常任参与】
夕田　信治 エスエヌ環境テクノロジー㈱

技術統括顧問
池田　弘貴 ㈱川崎技研　取締役
勝井　基明 ㈱プランテック　専務執行役員
加納　崇行 メタウォーター㈱

資源環境事業部長

平成 26年 2月 1日現在
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【企画運営委員会】
委 員 長 堀上　幸二 極東開発工業㈱
副委員長 妹尾　貞男 アタカ大機㈱
副委員長 田頭　賢二 川崎重工業㈱
委　　員 北澤　真一

㈱ IHI環境エンジニアリング
委　　員 伊東　久雄

エスエヌ環境テクノロジー㈱
委　　員 原　　靖彦 荏原環境プラント㈱
委　　員 石橋　直人 ㈱川崎技研
委　　員 鈴木　昭三

JFEエンジニアリング㈱
委　　員 三野　淳一

㈱神鋼環境ソリューション
委　　員 藤岡　　浩

新日鉄住金エンジニアリング㈱
委　　員 市場　教嗣 新明和工業㈱
委　　員 藤井　輝典 水 in  ㈱
委　　員 冨田　秀俊 ㈱タクマ
委　　員 中島　　剛 ㈱西原環境
委　　員 小木　　均 日立造船㈱
委　　員 山﨑陽司郎 ㈱プランテック
委　　員 永田　隆之 メタウォーター㈱

【技術委員会】
委 員 長 宇野　　晋 ㈱タクマ
副委員長 小林　英正 アタカ大機㈱
副委員長 秩父　薫雅

㈱神鋼環境ソリューション
副委員長 近藤　　守 日立造船㈱
委　　員 梶原　吉郎

㈱ IHI環境エンジニアリング
委　　員 児玉　基希

エスエヌ環境テクノロジー㈱
委　　員 大島　俊治 荏原環境プラント㈱
委　　員 高木　修一 ㈱川崎技研
委　　員 竹田　航哉 川崎重工業㈱
委　　員 山田　三男 ㈱協和エクシオ
委　　員 上山　真喜 極東開発工業㈱

委　　員 永山　貴志
クボタ環境サービス㈱

委　　員 鈴木　厚志 三機工業㈱
委　　員 保延　和義

JFEエンジニアリング㈱
委　　員 長田　守弘

新日鉄住金エンジニアリング㈱
委　　員 山本　隆之 新明和工業㈱
委　　員 石川　隆雄 水 in  ㈱
委　　員 森川　則三 ㈱西原環境
委　　員 尾葉石　優 ㈱プランテック
委　　員 池尻　研一 メタウォーター㈱

【国際環境整備研究委員会】
委 員 長 角田　芳忠 ㈱タクマ
副委員長 長田　守弘

新日鉄住金エンジニアリング㈱
副委員長 近藤　　守 日立造船㈱

【水処理施設分科会】
分科会長 妹尾　貞男 アタカ大機㈱

【焼却施設分科会】
副分科会長 峰村　　健 日立造船㈱

【破砕リサイクル施設分科会】
副分科会長 堀上　幸二 極東開発工業㈱

【産業廃棄物研究懇談会】
委 員 長 塚原　正徳 日立造船㈱

【建設運営一体事業研究会】
委 員 長 佐久間英明

㈱神鋼環境ソリューション
副委員長 藤岡　　浩

新日鉄住金エンジニアリング㈱


