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 1 　第 7回通常総会の開催
　第 7回通常総会が、平成 30年 5月 22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。
　安元副会長が総会議長を務めて審議が行わ
れ、平成 29年度（平成 29年 4月 1日～平成 30
年 3月 31日）の事業報告・決算報告、平成 30
年度事業計画・予算について承認された。
　また、公益目的支出計画実施報告書の総会へ
の報告を行った。
　つづいて、今般、新日鉄住金エンジニアリン
グ株式会社の山田理事と水 ing株式会社の小林
理事から正会員理事交代の申し出があり、その
後任として 5月 8日開催の第 1回理事会におい
て次の者の推薦を頂いている石倭行人様（新日
鉄住金エンジニアリング株式会社）と大矢佳司
様（水 in 株式会社）の役員の選任について審議
が行われ、承認された。

　会長、副会長、専務理事の選任
　総会終了後開催した理事会において、副会長
を辞任する山田良介氏の後任として澁谷榮一氏
（JFEエンジニアリング㈱）が選任された。

　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 4氏が会長表彰を受け、受賞者を代表
して田頭氏（川崎重工業㈱）から謝辞があった。
　児玉　基希　氏（エスエヌ環境テクノロジー㈱）
　田頭　賢二　氏（川崎重工業㈱）
　藤田　基康　氏（㈱川崎技研）
　山本　　浩　氏（JFEエンジニアリング㈱）

第 7回通常総会であいさつする古川会長

議長の安元副会長

会長表彰
（左より児玉氏、山本氏、藤田氏、田頭氏）
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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 30年 5月 8日（第 1回）
　　・会長表彰について
　　・特別会員の入会について
　　・正会員理事の交代について
　　・第 7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
　　・職務の執行状況報告について
　◇平成 30年 5月 22日（第 2回）
　　・副会長の選定について
　◇平成 31年 3月 20日（第 3回）
　　・平成 30年度決算見込みについて
　　・平成 31年度暫定予算案について
　　・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
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、西野雅明氏
（JFEエンジニアリング㈱）と小倉賢藏氏（㈱神
鋼環境ソリューション）に授与されることにな
り、平成 30年 10月 18日にコラッセふくしま
（福島県福島市）で開催された第 62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 2氏に対し、工業会から
記念品が贈呈された。

 4 　施設見学会の開催
　・企画運営委員会
　　①平成 30年 6月 14日に、滋賀県の「近江

八幡市環境エネルギーセンター」に見学
会を行い、19名の参加があった。

　　②平成 30年 10月 11日に熊本県の「熊本
市西部環境工場」に見学会を行い、15
名の参加があった。

環境大臣表彰受賞者
（左から西野氏、小倉氏）

集合写真
（近江八幡市環境エネルギーセンター）

集合写真（熊本市西部環境工場）
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等の有志 14名で廃棄物の処理の事業形態を主
眼に置いた調査を実施した。

　・技術委員会施設見学会
　　　平成 30年 6月 14日に沖縄県の「南部広
域行政組合汚泥再生処理センター」に施設
見学を行い、18名の参加があった。

　・建設運営一体事業研究会
　　　平成 30年 7月 19日に兵庫県神戸市にあ
る「港島クリーンセンター」に施設見学を
行い、19名の参加があった。

 5 　海外環境事情調査
　平成 30年 9月 30日から 10月 7日まで、ベ
ルリン（ドイツ）、ウィーン（オーストリア）、
フィレンツェ（イタリア）における廃棄物処理
施設について田中勝氏（公立鳥取環境大学客員
教授・岡山大学名誉教授）を団長に技術委員会

 6 　関係団体との共催
・平成 30年 6月 21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。

 7 　関係団体等の各種委員会等への参画
 1）環境省
　・「中央環境審議会　専門委員会」
 2）（公社）全国都市清掃会議
　・「第 40回全国都市清掃研究・事例発表会」
実行委員会

 3）（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運営委員

説明を受ける見学者
（南部広域行政組合汚泥再生処理センター）

施設内見学
（港島クリーンセンター）

見学会風景
（Ruhleben WtE プラント・ドイツ）

集合写真
（フィレンツェMBT施設・イタリア）
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会」
　・「環境大臣表彰中央推薦委員会」
　・「平成 30年度廃棄物エネルギー利活用策定
調査検討会検討会」

　・「平成 30年度中小廃棄物処理施設における
廃棄物エネルギー回収方策等に係る検討調
査検討会」

　・「平成 30年度廃棄物処理システムにおける
低炭素・省 Co2対策普及促進方策検討調
査検討会」

　・「平成 30年度一般廃棄物処理施設管理技術
講習会実施業務に係る検討委員会」

　・「平成 30年度廃棄物・リサイクル分野にお
ける気候変動影響分析及び適応策に関する
検討会」

 4）（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
 5）（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」
 6）㈱エックス都市研究所
　・「平成 30年度廃棄物処理等に関わる中長期
行動指針等策定検討業務検討委員会」

 8 　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
 （講師派遣延べ 65名）
　・平成 30年度「廃棄物処理施設技術管理者
講習会」 （講師派遣延べ 60名）

　　①中間処理施設コース （2名）
　　②産業廃棄物焼却施設コース （14名）
　　③破砕・リサイクル施設コース （30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 （9名）
　・第 62回生活と環境全国大会
 （講師派遣 1名）
　（一社）日本環境衛生センター（西日本支局）
　・平成 30年度技術管理者等スキルアップ研

修会及び廃棄物処理施設技術管理者等研修
会 （講師派遣延べ 4名）

　　①ごみ処理部門 （2名）
　　②し尿・汚泥再生処理部門 （2名）
 2）（公財）日本産業廃棄物処理振興センター
 （講師派遣延べ 6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）

 （4名）
　・産業廃棄物の収集・運搬/処分課程（新規講
習会） （2名）

 3）　中央労働災害防止協会
 （講師派遣延べ 14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） （11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）環境衛生施設維持管理業協会
　・第 31回事業所管理者研修会
 （講師派遣　4名）
 5）㈱廃棄物工学研究所
 （講師派遣延べ 2名）
　・平成 30年度特別企画シンポジウム「低炭
素社会の実現に向けて～廃棄物処理施設の
変革～」 （講師派遣　1名）

　・平成 30年度特別企画シンポジウム「低炭
素社会の実現に向けて～プラスチック廃棄
物の活用」 （講師派遣　2名）

 6）（一社）廃棄物処理施設技術管理者協会
　・平成 30年度廃棄物処理施設技術管理者中
央研修会」 （講師派遣　1名）

 7）ごみ焼却余熱有効利用促進市町村等連絡協
議会

　・「PPPに関する受注者側からみた課題」
 （講師派遣　1名）
 8）観音寺市
　・「平成 30年度観音寺市廃棄物処理フォーラ
ム」 （講師派遣　1名）
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 9 　海外調査派遣業務
 1）（一社）海外環境協力センター
　・「平成 30年度アジア地域における 3R・適
正処理の二国間協力に関する調査業務」に
おけるインドネシア第 3回日尼合同委員会
開催に向けた事前調査

 （調査業務派遣　1名）
　・「平成 30年度アジア地域における 3R・適
正処理の二国間協力に関する調査検討業
務」におけるインドネシア第 3回日尼合同
委員会 （委員会派遣　2名）

　・「平成 30年度アジア地域における 3R・適
正処理の二国間協力に関する調査検討業
務」におけるクウェートワークショップ開
催に向けた事前調査

 （調査業務派遣　1名）
　・「平成 30年度アジア地域における 3R・適
正処理の二国間協力に関する調査業務」に
おけるインドネシア合同委員会開催に向け
た事前調査 （調査業務派遣　1名）

　・「平成 30年度アジア地域における 3R・適
正処理の二国間協力に関する調査業務」に
おけるカタールワークショップに向けた事
前調査及びクウェートワークショップ開催
への専門家派遣 （調査業務派遣　1名）

　・「平成 30年度アジア地域における 3R・適
正処理の二国間協力に関する調査業務」に
おけるベトナム合同委員会開催に向けた事
前調査 （調査業務派遣　1名）

　・「平成 30年度国際協力及び環境インフラ海
外展開推進業務」におけるベトナム派遣

 （業務派遣　1名）
 2）（公財）地球環境戦略研究機関
　・「平成 30年度アジア地域における 3R・適
正処理の二国間協力に関する調査検討業務
（ミャンマー）に係る「廃棄物管理に関する
ワークショップ」への参加

 （調査業務派遣　1名）

　・平成 30年度アジア地域における 3R・適正
処理の二国間協力に関する調査業務（マレ
ーシア）「廃棄物管理に関するワークショ
ップ」への出席 （調査業務派遣　1名）


