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議長の山田副会長
1

第 6 回通常総会の開催

会長、副会長、専務理事の選任

第 6 回通常総会が、平成 29 年 5 月 23 日午後

総会終了後開催した理事会において、会長、

3 時 30 分から東海大学校友会館において開催

副会長、専務理事の選任について協議した結

された。

果、会長には、古川実氏（日立造船㈱相談役）

山田副会長が総会議長を務めて審議が行わ

が、また、副会長には安元豊氏
（日立造船㈱）
、

れ、平成 28 年度
（平成 28 年 4 月 1 日〜平成 29

山田良介氏
（新日鉄住金エンジニアリング㈱）
、

年 3 月 31 日）の事業報告・決算報告、平成 29

松村史朗氏（㈱タクマ）
、専務理事には高木宏

年度事業計画・予算について承認された。

明氏（
（一社）日本環境衛生施設工業会）がそ

また、公益目的支出計画実施報告書の総会へ

れぞれ選任された。

の報告を行った。
つづいて、役員の選任について審議が行わ

会長表彰

れ、5 月に行われた正会員会社の記名連記式投

工業会の事業活動に永年貢献された功績によ

票による選挙の結果から第 1 回理事会で選出さ

り、次の 7 氏が会長表彰を受け、受賞者を代表

れた正会員 14 名と特別会員から推薦された 8

して三野氏（㈱神鋼環境ソリューション）から

名、監事 2 名が全会一致で承認された。

謝辞があった。

第 6 回通常総会であいさつする古川会長
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池尻

研一氏
（メタウォーター㈱）

梶原

吉郎氏
（㈱ IHI 環境エンジニアリング）

小林

英正氏
（日立造船㈱）

酒井

郁也氏
（極東開発工業㈱）

橘

峰生氏
（クボタ環境サービス㈱）

原

靖彦氏
（荏原環境プラント㈱）

三野

淳一氏
（㈱神鋼環境ソリューション）

JEFMA活動

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、石田吉浩氏
（新日鉄住金エンジニアリング㈱）
と三野禎男氏
（日立造船㈱）
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、永山貴志氏
（クボタ環境サ
会長表彰（左より橘氏、池尻氏、小林氏、
梶原氏、原氏、三野氏）
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

ービス㈱）
と秩父

ション）に授与されることになり、平成 29 年
10 月 19 日に三重県四日市市の四日市市文化会
館第 2 ホールで開催された第 61 回「生活と環
境全国大会」の式場で表彰状が授与された。

れ審議が行われた。
◇平成 29 年 5 月 9 日（第 1 回）

薫雅氏
（㈱神鋼環境ソリュー

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。

・会長表彰について
・特別会員の入会について
・特別会員の理事及び監事への推薦並びに
正会員の理事の選出について
・第 6 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 29 年 5 月 23 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
◇平成 29 年 7 月 18 日（第 3 回）
・執行状況報告について

環境大臣表彰受賞者
（後列左から三野氏、石田氏、秩父氏、永山氏。
前列左は安元副会長、右は高木専務理事）

◇平成 30 年 3 月 15 日
・平成 29 年度決算見込みについて

4

建設運営一体事業研究会セミナーの開催

・平成 30 年度暫定予算案について

平成 29 年 6 月 6 日に、青山学院大学大学院

・執行状況報告について

会計プロフェッション研究科准教授の山口直
也氏より「DBO 事業における SPC のあり方」

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

と題して講演をいただき、会員会社から 60 名
が聴講した。

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
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クリーンセンターに見学会を行い会員会社
から 14 名が参加した。
6

海外環境事情調査
平成 29 年 10 月 1 日から 10 月 8 日まで、ス

ペイン、フランス、イタリアにおける廃棄物処
理施設について企画運営委員会委員長の高草木
誠氏（新日鉄住金エンジニアリング㈱）を団長
に企画運営委員会等の有志 15 名で廃棄物の処
建設運営一体事業研究会セミナー風景
5

理の事業形態を主眼に置いた調査を実施した。

施設見学会の開催
・企画運営委員会、技術委員会合同施設見学
会
平成 29 年 7 月 13 日に静岡県御殿場市の
富士山エコパーク焼却センターに見学会を
行い会員会社から 27 名が参加した。

集合写真
（TERSA 社ごみ焼却施設・スペイン）

説明を受ける見学者
（富士山エコパーク焼却センター）
・建設運営一体事業研究会
平成 29 年 9 月 14 日に長崎市西工場の施

施設見学会風景
（ガロンヌ下水処理場・フランス）

設見学会を行い会員会社から 28 名が参加
した。
・企画運営委員会施設見学会
平成 29 年 10 月 30 日に宮城県角田市の
仙南クリーンセンターに見学会を行い会員
会社から 15 名が参加した。
・技術委員会施設見学会
平成 29 年 11 月 16 日に山口県の防府市
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7

関係団体との共催

・平成 29 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。

JEFMA活動

8

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

・平成 29 年度廃棄物処理施設技術管理者講
習会

循環型社会部会ヒアリン

グ出席
2）（公社）
全国都市清掃会議
・第 39 回全国都市清掃研究・事例発表会実
行委員会

（講師派遣延べ 52 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

（10 名）

③破砕・リサイクル施設コース

（26 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

3）（一財）
日本環境衛生センター

・第 61 回生活と環境全国大会

・廃棄物処理施設技術管理者講習運営委員会
・環境大臣表彰中央推薦委員会
・平成 29 年度廃棄物エネルギー利活用策定
調査検討会検討会

（9 名）
（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 29 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

・平成 29 年度中小廃棄物処理施設における

会

（講師派遣延べ 4 名）

廃棄物エネルギー回収方策等に係る検討調

①ごみ処理部門

（2 名）

査検討会

②し尿・汚泥再生処理部門

（2 名）

・平成 29 年度一般廃棄物処理施設技術情報

2）
（公財）
日本産業廃棄物処理振興センター

収集及び講習会実務業務に係る検討委員会
・平成 29 年度廃棄物・リサイクル分野にお
ける気候変動への適応策定業務に係る検討

（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）

会

（4 名）

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）
廃棄物・3R 研究財団

・産業廃棄物の収集・運搬／処分課程
（新規
講習会）
3）中央労働災害防止協会

・平成 29 年度廃棄物処理施設の省エネ事業
審査委員会

（2 名）
（講師派遣延べ 13 名）

・ダイオキシン類業務に係る作業指揮者養成

・平成 29 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海外戦
略検討会

研修会
（東京分）

（10 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）

6）（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

4）
（一社）
環境衛生施設維持管理業協会
・第 30 回事業所管理者研修会

・教育研修運営委員会
7）㈱三菱総合研究所

（3 名）

（講師派遣 4 名）
5）㈱廃棄物工学研究所

・平成 29 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

（講師派遣延べ 2 名）
・平成 29 年度特別企画シンポジウム「低炭
素社会の実現に向けて〜廃棄物処理と温暖

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
（講師派遣延べ 57 名）

化対策〜」

（講師派遣 1 名）

・平成 29 年度特別企画シンポジウム「低炭
素社会の実現に向けて〜埋立処分量を最小

33

JEFMA No.66［2018.3］

化する処理システム」

（講師派遣 2 名）

6）（一財）日本エネルギー経済研究所

処理の二国間協力に関する調査検討業務
（ミャンマー）
に係る第 1 回現地調査

（講師派遣延べ 2 名）
・フィリピン廃棄物発電受入（訪日）研修
（講師派遣 1 名）
・インドネシア廃棄物発電受入（訪日）研修

（調査業務派遣 1 名）
・平成 29 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
係る現地調査（インドネシア）

（講師派遣 1 名）
7）広島県環境局循環型社会課
・平成 29 年度第 1 回広島県環境行政総合調
整会議（循環型社会推進部会）
（講師派遣 1 名）
8）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング
・平成 29 年度廃棄物発電に関する市長シン
ポジウム
10

（講師派遣 1 名）

海外調査派遣業務

1）（公財）廃棄物・3R 研究財団
・平成 29 年度インドネシア・マレーシアに
廃棄物管理への住民意識に係る調査検討業
務

（調査業務派遣 1 名）

2）（公財）地球環境戦略研究機構
・平成 29 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
係る現地調査（マニラ／フィリピン）
（調査業務派遣 1 名）
・平成 29 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
係る現地調査（ジャカルタ／インドネシ
ア）

（調査業務派遣 1 名）

・平成 29 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
（マレーシア）
に係る第 2 回技術作業部会
（部会派遣 1 名）
・平成 29 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
係る現地調査（ハノイ／ベトナム）
（調査業務派遣 1 名）
・平成 29 年度アジア地域における 3R・適正
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（調査業務派遣 1 名）
3）
（一社）
海外環境協力センター
・平成 29 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）
（調査業務派遣 1 名）

