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1　第 9回通常総会の開催
　第 9回通常総会は、新型コロナウイルスの感
染拡大防止等に配慮し、書面による議決権行使
（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第 58 条）で行った。具体的には、令和 2 年 6
月 18 日に、古川会長より総会の議決の目的で
ある事項についての内容が示された議案書を正
会員 19 社、特別会員 9名に送付し、6月 24 日
までに全員から同意が得られたことから、令和
元年度事業報告・決算報告、令和 2年度事業計
画・予算、役員の選任、定款の一部改正につい
て承認され決定した。
　なお、今般の役員の選任については、正会員
理事である日鉄エンジニアリング㈱の石倭理事
から交代の申し出があったことから、その後任
として山下芳浩氏が承認された。

2　理事会の開催
◇第 1回理事会（書面表決）
　新型コロナウイルス感染拡大防止等に配慮
し、理事会の決議の省略（定款第 33 条）で行
うこととし、令和 2年 6月 3日に理事の全員及
び監事の全員に対し、理事会の議決の目的であ
る事項についての内容が示された議案書を送付
した。
　6月 10 日までに全員からの同意が得られた
ことから、以下の議案が全て承認された。　
・会長表彰について
・第 9回通常総会議案について

・�第 9 回通常総会の実施方法について（書面に
よる議決）

◇第 2回理事会（令和 3年 3月 15 日）
　以下の議案について審議が行われた。
　・令和 2年度執行見込みについて
　・令和 3年度予算（案）について
　・執行状況報告について

3　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 6氏が会長表彰を受け、賞状並びに記
念品が贈られた。なお、本年は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため通常総会が開かれな
かったため、表彰式は行われなかった。
　小野　義広　氏（日鉄エンジニアリング㈱）
　加茂　耕平　氏（エスエヌ環境テクノロジー㈱）
　永田　隆之　氏（メタウォーター㈱）
　堀本　　昇　氏（極東開発工業㈱）
　村田　英彰　氏（川崎重工業㈱）
　森木　隆裕　氏（森木会計事務所）

4　環境大臣表彰
　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を称える
環境大臣表彰（一般廃棄物関係事業功労者）が、
藤井輝典氏（水ｉｎ ɡエンジニアリング㈱）に、
また廃棄物等の発生抑制、循環的な利用及び適
正処分又は雑排水の適正処理等に関する研究開
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
績を称える環境大臣表彰（廃棄物・浄化槽研究
開発功労者）が小武海陽氏（㈱神鋼環境ソリュ
ーション）と白木敏之氏（日立造船㈱）に、授
与された。
　なお、本年は、新型コロナウイルスの関係で、
「生活と環境全国大会」が中止となったため、
表彰式は行われなかった。後日、表彰を受けた
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3 名に対し、工業会から記念品が贈呈された。

5　施設見学会の開催
・建設運営一体事業研究会
　令和 2年 11 月 19 日に、神奈川県海老名市
にある「高座クリーンセンター」おいて施設
見学会を行い、22 名の参加があった。

6　海外環境事情調査
　新型コロナウイルスの世界的な感染拡大等の
状況に鑑み、年度内に実施することは困難な状
況となった。今後の感染状況等を注視しながら
情報収集等を行い、来年度以降の調査実施に向
け、対象施設や実施時期等について検討するこ
ととした。

7　環境省に対する要望
　令和 2年 9 月 10 日に、古川会長他 4名が環
境省環境再生・資源循環局長に面会し、「廃棄
物処理施設における小型充電式電池による火災
等の防止対策に関する要望書」を提出するとと
もに、陳情を行った。

8　自由民主党に対する要望
　令和 2年 11 月 6 日に開催された、自由民主
党主催の「予算・税制に関する政策懇談会」に
高木専務理事が出席し、「令和 3年度予算・税
制に関する要望書」を提出するとともに、その
内容について説明を行った。

9　受託調査等の実施
　�1）環境省が発注した「令和 2年度廃棄物処
理施設の整備に係る交付金の申請支援業務」
について請け負った。

　�2）㈱エックス都市研究所が発注した「令和
2年度廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成
の手引き検討業務」について請け負った。

10　関係団体の調査等への協力
　（一財）日本環境衛生センターが行う「令和 2
年度廃棄物処理システムのおける脱炭素・省
CO2 対策普及促進方策検討調査及び実現可能
性調査」において実施するアンケート調査につ
いて、当工業会として協力した。

環境大臣表彰受賞者
（後列左から白木氏、小武海氏、藤井氏、
前列左から安元副会長、高木専務理事）

施設内を見学

説明を受ける見学者
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11　関係団体等の各種委員会等への参画
　1）（公社）全国都市清掃会議
　　・�第 42 回全国都市清掃研究・事例発表会

実行委員会
　　・�「汚泥再生処理センター等施設整備の計

画・設計要領」（2020 改訂版）作成・査
読委員会

　　・�「都市清掃」編集委員会
　2）（一財）日本環境衛生センター
　　・�令和 2年度中小廃棄物処理を通した資源

循環・エネルギー回収促進方策モデル調
査検討会

　　・�令和 2年度廃棄物処理システムにおける
脱炭素・省 CO2 対策普及促進方策検討
調査検討会

　　・�「廃棄物処理施設技術管理者講習テキス
ト」査読委員会

　　・�海洋ごみ適正処理に係る施設検討委員会
　3）（株）エックス都市研究所
　　・�令和 2年度地域に多面的価値を創出する

廃棄物処理施設整備促進検討委員会
　　・�令和 2年度一般廃棄物処理における中長

期ビジョン等策定検討会
　　・�令和 2年度廃物処理施設長寿命化計画策

定支援ワーキングループ
　4）みずほ情報総研㈱
　　・�廃棄物処理施設排出量推計作業部会
　5）環境省水・大気環境局大気環境課
　　・�大気排出基準等専門委員会

12　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 62 名）
　　・�2020 年度廃棄物処理施設技術管理者講

習会� （講師派遣延べ 58 名）
　　　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�（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� （12 名）
　　　（一社）日本環境衛生センター（西日本支局）
　　・�2020 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）中央労働災害防止協会
� （講師派遣延べ 16 名）
　　・ダイオキシン類作業指揮者養成研修会
� （12 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）� （4 名）
　3）（一社）環境衛生施設維持管理業協会
　　・第 33 回事業所管理者研修会��
� （講師派遣 1名）
　4）㈱廃棄物工学研究所
� �（講師派遣延べ 2名）
　　・�2020 年度春季特別企画シンポジウム「低

炭素社会の実現に向けて～国連の SDGs
推進と課題」オンライン配信

� （講師派遣 1名）
　　・�2020 年度秋季特別企画シンポジウム「持

続可能な社会の実現に向けて～環境政策
と廃棄物処理政策～」オンライン配信�

� （講師派遣 1名）
　5）（一社）廃棄物資源循環学会
　　・�第 31 回廃棄物資源循環学会研究発表会

の企画セッション（オンライン会議）
� （講師派遣 1名）
　6）（公社）土木学会環境システム委員会
　　・�環境シンポジウム「Society5.0�時代の環

境インフラ」（オンライン会議）
� （講師派遣 1名）�
　7）（一社）廃棄物処理施設技術管理協会
　　・�第 41 回廃棄物処理施設技術管理者中央

研究集会� （講師派遣 1名）




