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地　豊　創　生
地　域　を　豊　か　に　創　り　生　か　す　未　来

この度、最新鋭設備を伴う木質中間処理施設に地域資源を有効活用した「木質バイオマス発電」設備を
導入しました。低酸素社会の実現・森林整備の推進・里山再生の推進・地元雇用の促進を目指し地元
経済の循環を図ります。建築・解体等から排出される木質廃材を資源化し、バイオマス燃料・堆肥・家畜
敷料等に再利用することで、循環型農業・酪農を推進し新しい時代に合った資源循環型社会を目指すこと
が「県南エコテック」の使命です。

〈本　　社〉〒989-0821　宮城県刈田郡蔵王町大字円田字一戦場20番地

　　TEL（0224）22-7388　　FAX（0224）22-7387

〈川崎工場・バイオマス発電〉〒989-1507　宮城県柴田郡川崎町大字支倉字仁田子1番地1

　　TEL（0224）86-4511　　FAX（0224）86-4512
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御釜
　蔵王連峰の象徴ともいうべき火口湖です。地形の形状から「御釜」と名前がついています。蔵王
刈田岳・熊野岳・五色岳の３峰に抱えられた水はエメラルドグリーン、その色調は季節や太陽光
線によって様々に変わります。御釜は、濁川と言う河川の源流で、東に向けて流れ出ています。
遠刈田温泉の手前で澄川と合流して松川と名を変え、さらに白石川、阿武隈川を経て太平洋に注
ぎます。

表紙「産廃みやぎ」は初代会長　渡邉敬一氏の揮毫によるものです。
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一般社団法人　宮城県産業廃棄物協会　　
会　長　　鈴　木　　　昇　

　新年明けましておめでとうございます。
　当協会の業務運営にあたりましては、日ごろ格別の御支援・御協力を賜り厚くお礼申し上
げます。
　昨年は全国的に震災の多い年でもありました。７月の西日本豪雨はじめ９月の北海道胆振
東部地震など被災されました皆様方が、一日でも早く元の安心した生活が取り戻せるように
と願うものでございます。
　現在、協会の正会員数は268社（平成30年12月１日現在）を擁し、設立当初から産業廃棄
物の適正処理を推進し、産業の健全な発展、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、県
民の健康で快適な生活の確保等に寄与することを目的に各種事業を展開しているところです。
　皆様もご承知のように、産業廃棄物の不適正処理そして労働災害は依然として後を絶たな
い現状であります。このような中、当協会といたしましても、県をはじめとする関係機関と
連携のもと、不適正処理の未然防止と啓発等に取組み、安全安心な産業廃棄物処理、循環型
社会を目指した３Ｒの推進と労働災害防止の推進に努め、業界のイメージアップを図って参
ります。
　全国産業資源循環連合会においては、平成29年度からの３年間を期間とする「産業廃棄物
処理業における労働災害防止計画」を策定し、本県協会でも会員の安全衛生水準のなお一層
の底上げを図るため、計画を策定し目標に向けて取組んでいるところです。
　さらに、昨年11月27日には臨時総会を開催し、協会の名称変更と支部設置のための定款変
更の承認をいただいたところです。
　新しい名称は全国的な動向ですが「一般社団法人宮城県産業資源循環協会」（平成31年５
月１日施行）と称し、これまでの産業廃棄物処理から資源循環へとシフトして循環型社会を
目指そうとするものです。また、５つの支部を協会傘下（平成31年４月１日施行）に組み入
れて連携を更に強化するものです。
　又、今年も各種研修会・講習会の開催、各支部が実施する不法投棄防止パトロールなど公
益的な事業活動への積極的な参加を促し、３Ｒの推進のもと適正処理に取り組み、循環型社
会の構築を目指して、地球の環境保全のため尽力して参ります。
　結びに、皆様の御健勝と御多幸を祈念するとともに関係機関の皆様には、協会に対する御
指導・御鞭撻の程を賜りますようお願い申し上げ、新年の御挨拶といたします。

年頭にあたって
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宮城県知事　　　　　　　
村　井　嘉　浩　

　明けましておめでとうございます。新しい年を迎えるに当たり、一般社団法人宮城県産業
廃棄物協会会員の皆様の御健勝と御多幸を心からお祈り申し上げます。
　貴協会におかれましては、日頃より産業廃棄物の適正な処理推進や廃棄物事業者の意識向
上のための事業に御尽力され、快適な生活環境の確保や本県の産業活動の発展に大きく貢献
してこられましたことに対し、心から感謝申し上げます。
　昨年は、本県出身の羽生結弦さんが平昌冬季オリンピックのフィギュアスケート男子シン
グルで66年ぶりにオリンピック２連覇の偉業を達成され、我が県のみならず、全国に大きな
感動や勇気を与えてくれました。また、県政運営では、災害公営住宅の整備が完了間近まで
進んだほか、三陸縦貫自動車道が気仙沼市内で開通するなど、震災からの復興が着実に進む
とともに、次世代放射光施設の仙台市内への設置決定や仙台空港の就航路線拡大、新ブラン
ド米「だて正夢」の本格デビューなど「創造的な復興」に向けたこれまでの取組が次々と実
を結んだ１年でした。
　今年は、「宮城県震災復興計画」の総仕上げとなる「発展期」の２年目になります。「発展
期」は復興の進展に伴い生じる新たな課題にきめ細かく対応しながら、復興計画後の新しい
宮城を形づくる極めて重要な３年間です。全ての被災者が復興を実感できるよう復旧・復興
を一層加速させるとともに、「宮城の将来ビジョン」に掲げた将来像の実現に向け、戦略的
に取組を推進していかなければなりません。そのため、「力強くきめ細かな震災復興」、「地
域経済の更なる成長」、「安心していきいきと暮らせる宮城の実現」、「美しく安全なまちづく
り」を政策推進の基本として、復興の総仕上げに向けた施策に最優先で取り組むとともに、
未来を担う子どもたちへの支援や人口減少対策など地方創生の取組も加速してまいります。
　震災から間もなく８年が経過します。震災前の状態に戻す「復旧」にとどまらない「創造
的な復興」を更に進め、一人一人が輝く、元気な宮城を県民の皆様とともに築き上げてまい
りたいと考えておりますので、今後とも御理解と御協力をお願い申し上げます。

一人一人が輝く元気な宮城を目指して
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〈時間額〉 UP
円

最低賃金に関する特設サイト WEBで確認！
最低賃金制度 検 索ht tp://www.saite ichingin . info/

今年も変わります！

雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
 使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。

チェック
しなくちゃ。
最低賃金

宮城県 最低賃金
平成30年
10月1日から 798円

26

最低賃金に関するお問い合わせは
宮城労働局または最寄りの労働基準監督署へ

宮城労働局ホームページアドレス　https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/
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2 50～100km
走行後はしっかり
増し締めを

締付け後は初期なじみによっ
てホイールナットの締付け力
が低下。50～100km走行後を
目安に、増し締めしてください。

1 規定のトルクで
確実な締付けを

締付け方式には、球面座で締付ける
ＪＩＳ方式と平面座で締付けるＩＳＯ
方式があります。「規定の締付けトルク」
で確実に締付けます。
※ホイールナットの締付け不足、締め忘れ防止のため、
ナット締付け作業時（終了後）、「規定の締付けトルク」
で確実に締付けたことを確認するよう、お願いします。

4 ホイールに適合した
ボルト、ナットを

スチールホイール、アルミホイールの
履き替えには、それぞれ適合するホイー
ルボルト、ナットの使用が必要です。
必ずご確認ください。
※ＪＩＳ方式では、アルミホイール（スチール）用のホ
イールボルト、ナットで、スチールホイール（アルミ）は履
けません！ IＳＯ方式では、スチールホイール用ホイール
ボルトで、アルミホイールは履けません!

3 一日一回の
日常点検を

運行前にホイールボルト、ナットを目で
見てさわって点検してください。
異常を発見したらすぐ整備工場へ。

とくに、気が付きにくい左後輪は、
重点的に点検を！

車輪脱落を防ぐ4つのポイント

Mr.整備くん  タイヤ・ホイールは、しっかり点検、正しく整備。

STOP
!

車輪脱
落 重大事故を未然に防ごう！

大型車の車輪脱落は許さない。大型車の車輪脱落は許さない。
大型車に関わる私たちプロの使命です。大型車に関わる私たちプロの使命です。

国土交通省　自動車点検整備推進協議会　大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会　日本自動車工業会（いすゞ自動車   日野自動車
三菱ふそうトラック・バス   UDトラックス）　全日本トラック協会　日本バス協会　全国自家用自動車協会　日本自動車整備振興会連合会
日本自動車販売協会連合会　全国タイヤ商工協同組合連合会　日本自動車タイヤ協会　全国石油商業組合連合会　日本自動車車体工業会
日本自動車輸入組合  日本自動車機械工具協会　日本自動車機械器具工業会　自動車用品小売業協会　日本自動車車体整備協同組合連合会

詳しくは、
こちらから！

国土交通省からのお知らせ　大型車の車輪脱落事故が増えています！
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第17回産業廃棄物と環境を考える全国大会が開催される
　「第17回産業廃棄物と環境を考える全国大会」（主催　公益社団法人全国産業資源循環連
合会、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター、公益財団法人産業廃棄物処理事業振
興財団）が昨年11月16日、石川県金沢市のホテル日航金沢におい
て、全国から約650人の関係者が参加の下、盛大に開催されました。
本県から仙台支部会員11名を含む13名が参加いたしました。
　全国産業資源循環連合会の永井会長は、開会の挨拶で「産業廃
棄物処理業界では、これまでの適正処理に加えて、近年は資源循
環の役割が強く求められ、いわば産業廃棄物の単なる受け手から、
資源やエネルギーを製造する「創り手」へと変わる必要性が指摘
されています。連合会では、この資源循環に取組む流れを太く確
実なものとするため、業界振興のための新しい方策の検討を進め
てきました。その成果として振興法案大綱を公表し、今年４月に
は連合会の名称を変更しました」と話されました。
　続いて、18年度環境大臣表彰（循環型社会形成
推進功労者等）式典が挙行され、産業廃棄物関係
事業功労者分として31名が受賞されました。
　基調講演では、「ＡＩ・ＩｏＴの活用と資源循環」
と題し、早稲田大学大学院環境エネルギー研究科
教授の小野田弘士氏から講演をいただきました。
事故・ヒヤリハット事例収集システムやＧＩＳ（地
理情報システム）による廃棄物系バイオマスの ｢見える化｣ など、多様な事例を紹介し、廃
棄物・リサイクル分野特有の課題解決につなげ、次の戦略に生かすことができるかを語り、今、
非常に重要な局面を迎えていると強く訴えました。
　パネル討論会では、「資源循環の促進と排出事業者責任」をテーマに、ＢＵＮ環境課題研
修事務所主宰の長岡文明氏がコーデネーターを務めました。パネリストは①環境省環境再
生・資源循環局廃棄物規制課長の成田浩司氏②石川県環境生活部次長の蔵本和夫氏③小松マ
テーレエンジニアリング部環境エネルギー課長の森幸治氏④クリーンライフ社長の毎田正男
氏（石川県産業廃棄物協会会長）
　リサイクルの課題や「適正料金」の判断基準、災害廃棄物、優良産廃処理業者認定制度な
ど話題は多岐にわたり、「適正処理あってこその資源循環だ」と結論付けました。



（18）第47号 平成31年冬号

電子マニフェスト操作体験セミナー開催

　電子マニフェストの一層の普及促進を図るため、電子マニフェストの操作研修及び実際に
体験する講習会を、（公社）全国産業資源循環連合会からと宮城県からの委託により、当協会
が実施しました。対象者は、産業廃棄物排出事業者、収集運搬業者、処分業者のマニフェス
ト業務担当者等で、これから導入を検討している方を対象に行いました。実際に体験するこ
とによって、役立つ充実した講習会となりました。

　①（公社）全国産業資源循環連合会委託事業
　　日　　時　　平成30年９月13日（木）　参加者　10：00～12：00　13名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14：00～16：00　８名
　　　　　　　　平成30年10月19日（金）　参加者　10：00～12：00　４名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14：00～16：00　６名
　　　　　　　　平成30年11月28日（水）　参加者　14：00～16：00　15名
　　場　　所　　JC－21教育センター
　　講習内容　　・電子マニフェストの概要、導入方法、具体的運用方法の講義
　　　　　　　　・一人１台パソコンを用いた操作研修
　　講　　師　　一般社団法人　岩手県産業廃棄物協会
　　　　　　　　電子マニフェストインストラクター　小原　譲　氏

　②　宮城県委託事業
　　日時・場所　平成30年11月29日（木）　参加者22名　大崎地域職業訓練センター
　　　　　　　　平成30年12月13日（木）　参加者13名　石巻高等技術専門校
　　　　　　　　平成31年１月11日（金）　参加者12名　仙南地域職業訓練センター
　　　　　　　　14：00～16：00
　　講 習 内 容　・電子マニフェストの概要、導入方法、具体的運用方法の講義
　　　　　　　　・一人１台パソコンを用いた操作研修
　　講　　　師　一般社団法人　岩手県産業廃棄物協会
　　　　　　　　電子マニフェストインストラクター　小原　譲　氏



第47号（19）平成31年冬号

平成30年度会員研修会の開催

１　目　的
　本県業界の死傷事故は依然として多発していることから、労働災害の未然防止のために安
全管理体制の徹底を図り、職場における死亡災害撲滅に向け、会員事業所管理者に危機感を
持って取り組んでいただくことを目的に開催した。

２　日　時　平成30年11月12日（月）
　　　　　　午後１時30分～４時30分
３　場　所　宮城県建設産業会館
　　　　　　７階第１・２会議室

４　開催内容・講師
　　13：30～14：30
　　　①テーマ「産業廃棄物処理業における労働災害防止について」
　　　　・講師：宮城労働局労働基準部健康安全課
　　　　　　　　　地方産業安全専門官　二木　多賀子　氏
　　　　　　　　　　（休憩10分）
　　14：40～15：00
　　　②テーマ「安全衛生規程の作り方について」
　　　　・講師：（公社）全国産業資源循環連合会
　　　　　　　　　労働安全衛生委員会委員　渡邉　浩一　氏
　　15：00～16：00
　　　③テーマ「産廃処理業とマネジメントシステムについて」～優良産廃業者の優位性～
　　　　・講師：ＰＢＳコンサルティング（有）
　　　　　　　　　代表取締役　加藤　保世明　氏

今回は62名の方々に参加いただきました。

二木講師 渡邉講師 加藤講師



（20）第47号 平成31年冬号

平成30年度臨時総会を開催

　●新名称「一般社団法人宮城県産業資源循環協会」に変更　　2019年５月１日施行
　●５つの支部が協会傘下に　　　　　　　　　　　　　　　平成31年４月１日施行

　平成30年11月27日（火）午後２時から、ホテル法華クラブ仙台において、正会員267名のう
ち本人出席40名、委任状出席者71名、議決権行使（賛成）94名、合計205名出席のもと開催さ
れました。
　鈴木　昇会長の挨拶の後、総会の議事に入り、ＭＫエコプラント株式会社　丸山長裕氏を
議長に選出し、議事録署名人には、（株）平間環境　平間正明氏、旭興産（株）　阿部建夫氏の
両氏が選出されました。以下の議案が提案・審議され原案どおり承認されました。

第１号議案
定款変更について

１．第１条（名称）の変更

（１）変更の理由
　　・環境省の組織改革により、廃棄物・リサイクル対策部の新しい「局」の名称は平成29

年７月17日から「環境再生・資源循環局」となったことを受け、全産連も「全国産業
廃棄物連合会」から「（公社）全国産業資源循環連合会」と変更し平成30年４月１日
から施行された。

　　・全国都道府県協会の動向（平成30・４月現在）を見ると、31都道府県（約３分の２）
が既に変更済あるいは平成31年４月には変更される。

　　・新名称については、産業廃棄物処理業（処分業）だけでなく、３Ｒも進めていく循環
型の社会を構築する役割も担っていることを踏まえ、国、県、全産連及び全国都道府
県協会の動向を勘案した。

（２）変更（下線部）案
　　（名称）
　　第１条　この法人は、一般社団法人宮城県産業資源循環協会と称する。

◆議　事
　第１号議案　定款変更について



第47号（21）平成31年冬号

　　（新旧対照表）

２．第41条（支部設置）の変更

（１）　変更の理由
　　・現在、県内に５支部が任意団体として設置されているが、これまでの業務や運営状況

は、親協会と一体となって執行されていることから、下部組織として明確に位置付け
し、相互の連携を更に強化するもの。

（２）　変更（案）
　　第41条を全面改正する
　　（新旧対照表）

３．附則

（１）　平成30年11月27日　一部変更
（２）　この定款変更は、2019年５月１日から施行する。
　　　ただし、第41条（支部設置）の規定は、平成31年４月１日から適用する。

変更案 現行

第１章　総則
（名称）
第１条　この法人は、一般社団法人宮城
県産業資源循環協会と称する。

第１章　総則
（名称）
第１条　この法人は、一般社団法人宮城
県産業廃棄物協会と称する。

変更案 現行

第８章　支部
（支部設置）
第41条　協会に次の支部を置く。
（１）県南支部
（２）塩釜黒川支部
（３）県北支部
（４）石巻支部
（５）仙台支部
２　支部は、地域の実情を勘案し、協会
の事業の円滑な運営に資するため、協
会の事業のうち特定の業務等を行う。
３　支部の運営等に関し必要な事項は、
理事会において別に定める。

第８章　支部
（支部）
第41条　この法人の事業を推進するた
めに、理事会の決議により、支部を置
くことができる。
２　支部の名称、構成、任務及び運営に
関し必要な事項は、理事会の決議によ
り別に定める。



（22）第47号 平成31年冬号

会　長　挨　拶

　臨時総会の開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
　本日は、何かと御多忙のところ、御出席をいただきまして、心から厚くお礼申し上げます。
　当協会もお陰様で、平成元年７月26日に設立してから今年で満30年、法人化して25年を迎
え、更に一般社団法人に移行してから５年となる節目の年でもあります。
これも一重に、会員の皆様の御支援・御協力を始め、関係機関の御指導の賜物と心から厚く
お礼申し上げます。
　早いもので、東日本大震災から、７年８ヶ月が経過し、復興・再生に向けてのインフラ整
備など各種の取り組みが推進されており、県土の復興する姿が着実に見えてきております。
　このような中、今年は全国的に震災の多い年でもありました。７月の西日本豪雨はじめ、
９月の北海道胆振東部地震など被災されました皆様方が、一日でも早く元の安心した生活が
取り戻せるようにと願うものでございます。
　さて、最近の情勢は、廃プラの処理問題や不法投棄事件など問題が山積している状況にあ
り、私ども産業廃棄物処理業界をはじめとする中小企業も、人手不足のかたわら少子高齢化
の進展により、厳しい経営環境が続いております。
　このような状況を踏まえ、当協会といたしましては、県をはじめとする関係機関と連携の
もと、不適正処理の未然防止と啓発等に取り組み、「安全・安心な産業廃棄物処理」、「循環
型社会を目指した３Ｒの推進」及び「労働安全衛生の防止」の推進等に努め、業界のイメー
ジアップを図って参りたいと存じます。
　本日の臨時総会の議題は、協会の名称変更と支部設置のための定款変更でございます。全
国的な動向でありますが、これまでの産業廃棄物から資源循環へとシフトし、循環型社会を
目指そうとするもので、協会の名称変更とともに５つの支部を協会の傘下に組み入れて、連
携の強化を図るものでございます。
　なお、総会開催通知には、第１号議案と第２号議案の二つの議案でご案内しておりました
が、法務局登記の関係で、二つの議案を一本化して簡便化させていただいております。内容
は変更ございませんので、予めご了承くださいますようお願いいたします。
　最後になりますが、会員皆様の益々の御活躍と御健勝をお祈り申し上げますとともに、当
協会へのなお一層の御支援・御協力をお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。



第47号（23）平成31年冬号

産業廃棄物処理実務者研修会開催

　当協会主催により、会員、非会
員を問わず、産業廃棄物処理業に
従事する方々の実務に必要な委託
契約、マニフェスト、帳簿等の幅
広い基礎知識を学び、初心者から、
経験者まで、知識の習得、再認識
をしていただくことを目的とし、
対象者は産業廃棄物を取り扱う排
出事業者及び処理業者の実務担当
者に参加いただき、「産業廃棄物
実務者研修会～基礎コース～」を
実施しました。
　講義は公益社団法人全国産業資源循環連合会編纂のテキストとパワーポイントを使用し、
「産業廃棄物処理の基礎」「産業廃棄物処理の委託処理と委託契約」「産業廃棄物管理票（マ
ニフェスト）」「帳簿」「電子マニフェスト説明」の内容で進められました。
　産業廃棄物処理業を行う上で重要かつ知っておくべき事項が要領よく整理され、講師の経
験に基づく事例や最近の判例なども盛り込まれて、処理業に従事して数年の浅い方はもちろ
ん、ベテランの方にとっても、自分の知識を高めるために、大変有意義な内容だったと思い
ます。
　御多忙の中、77名の方々に参加いただきました。本当にありがとうございました。

日　　時　　平成30年12月４日（火）午前10時00分から午後４時00分
場　　所　　宮城県建設産業会館４Ｆ会議室
講　　師　　早田　博直　氏　（公財）日本産業廃棄物処理振興センター　講師
　　　　　　大澤　利昭　氏　（公財）日本産業廃棄物処理振興センター　講師

早田講師 大澤講師



（24）第47号 平成31年冬号

第２回役員会（理事会）の開催

１　開催年月日　平成30年７月24日（火）16：00～17：00
２　開 催 場 所　ホテル白萩　２階　「牡丹の間」
３　役　員　数　22名（理事19名、監事３名）
４　出席役員数　18名（理事15名、監事３名）
５　議　　　題
　　　⑴　平成30年度事業の実施状況について（６月末現在）………承認
　　　⑵　協会の名称変更について………………………………………承認
　　　⑶　支部の親協会への傘下について………………………………承認
　　　⑷　委員会規程・部会規程の一部改正について…………………承認
　　　⑸　各委員会・部会委員の選任について…………………………承認
　　　⑹　西日本豪雨災害に伴う見舞金について………………………三役一任で承認
　　　⑺　新規入会者・退会者の承認について…………………………承認
　　　⑻　法人化25周年記念ゴルフ大会の開催について………………承認
　　　⑼　法人化30周年事業の検討について……………………………承認
６　報 告 事 項
　　　⑴　全産連政治連盟へのご理解とご協力について
　　　⑵　Ｈ31年度通常協会の開催日について
　　　　　日時：平成31年５月23日（水）ホテルメトロポリタン仙台

第３回役員会（理事会）の開催

１　開催年月日　平成30年10月24日（水）15：00～16：00
２　開 催 場 所　宮城県建設産業会館　７階　第１・２会議室
３　役　員　数　22名（理事19名、監事３名）
４　出席役員数　15名（理事12名、監事３名）
５　議　　　題
　　　⑴　平成30年度臨時総会の開催について…………………………承認
　　　　　　第１号議案　定款（名称・支部設置）変更について
　　　⑵　会員入会及び会費納入規程の改正について…………………承認
　　　⑶　協会入会者の承認について……………………………………保留
６　報 告 事 項
　　　⑴　最終処分場のあり方検討懇話会について
　　　⑵　北海道胆振東部地震に伴う見舞金について
　　　⑶　法人化25周年記念ゴルフ大会の結果について



第47号（25）平成31年冬号

第４回役員会（理事会）の開催

１　開催年月日　平成30年11月27日（火）15：00～16：00
２　開 催 場 所　ホテル法華クラブ仙台　４階　「藤の間」
３　役　員　数　22名（理事19名、監事３名）
４　出席役員数　18名（理事15名、監事３名）
５　議　　　題
　　　⑴　平成30年度事業の実施状況について（10月末現在）………承認
　　　⑵　支部運営規程の制定について…………………………………承認
　　　⑶　協会入会者の承認について……………………………………承認
６　報告事項
　　　⑴　最終処分場のあり方検討懇話会について
　　　⑵　公益目的支出計画の実施完了について

臨時三役会の開催

１　開催年月日　平成30年８月27日（月）９：50～11：20
２　開 催 場 所　協会事務室
３　三 役 員 数　７名（会長１、副会長５名、常務理事１名）
４　出席三役員数　７名
５　議　　　題
　　　⑴　７月豪雨に係る見舞金の対応について………………………承認
　　　⑵　臨時総会の開催について………………………………………承認
　　　⑶　支部運営規程の制定について…………………………………承認
６　報告事項
　　　⑴　委員会・部会委員の選任見直しについて……………………現状維持
　　　⑵　平成31年度通常総会（案）について
　　　　　　日時　平成31年５月23日（木）14：15～
　　　　　　場所　ホテルメトロポリタン仙台



（26）第47号 平成31年冬号

第１回支部事務局長会議の開催

１　開催年月日　平成30年７月17日（火）15：00～16：30
２　開 催 場 所　協会事務室
３　出 席 者 数　支部事務局長５名、協会事務局３名
４　議　　　題
　　　⑴　平成30年度協会のスケジュールについて
　　　⑵　平成30年度支部関係事業について
　　　⑶　支部の親協会への傘下について
　　　⑷　協会の名称変更について
　　　⑸　委員会規程及び部会規程の一部改正について
　　　⑹　各委員会・部会委員名簿（案）について

第２回支部事務局長会議の開催

１　開催年月日　平成30年９月６日（木）15：00～16：40
２　開 催 場 所　協会事務室
３　出 席 者 数　支部事務局長５名、協会事務局３名
４　議　　　題
　　　⑴　平成30年７月豪雨による見舞金の払出結果について
　　　⑵　平成30年度臨時総会の開催について
　　　⑶　支部の協会傘下に伴う諸規程の整理と経理処理等について
　　　⑷　各委員会及び部会の開催について
　　　⑸　平成30年度今後の協会スケジュールについて

第３回支部事務局長会議の開催

１　開催年月日　平成30年11月８日（木）15：00～16：30
２　開 催 場 所　協会事務室
３　出 席 者 数　支部事務局長５名、協会事務局３名
４　議　　　題
　　　⑴　平成30年度臨時総会の開催について
　　　⑵　支部の協会傘下に伴う諸規程の整理と経理処理等について
　　　⑶　平成31年度表彰関係について
　　　⑷　今後の協会スケジュールについて



第47号（27）平成31年冬号

各委員会・部会委員名簿

企画財政委員会委員（7）委員長（仙台）各支部１名、本部１名
役職名 氏　名 事業所名 電話番号 支部 備　考
委員長 高橋　　章 大和工業㈱ 022-258-6561 仙台
副委員長 宇角　安弘 ㈲東宮城環境衛生センター 0225-76-1055 石巻 中間最終特管部会
委員 八嶋　利悦 ㈲よろづや 0224-65-2696 県南 広報活動委員会
委員 阿部　建夫 旭興産㈱ 022-362-1510 塩黒
委員 佐藤　充秀 ㈲ひまわり公社 0229-27-2082 県北
委員 斎藤　孝三 ㈱サイコー 022-255-3150 仙台
委員 渋谷　辰夫 （一社）宮城県産業廃棄物協会 022-290-3810 本部

広報活動委員会委員（7）委員長（県南）各支部１名、青年部会長１名、本部１名
役職名 氏　名 事業所名 電話番号 支部 備　考
委員長 八嶋　利悦 ㈲よろづや 0224-65-2696 県南 企画財政委員会
副委員長 清野　　卓 ㈲きよの清掃センター 0220-52-2465 県北
委員 伊藤　直子 黒川衛生（協業） 022-345-2521 塩黒
委員 鶴岡　昭雄 ㈱アーバンプラント 0225-93-3512 石巻
委員 丸山　長裕 ＭＫエコプラント㈱ 022-267-3171 仙台
委員 平間　正明 ㈱平間環境・青年部会長 0223-22-6373 青年 中間最終特管部会
委員 星野　　豊 県南支部事務局 022-382-2713 本部

適正処理委員会委員（11）委員長（県北）各支部２名、本部１名
役職名 氏　名 事業所名 電話番号 支部 備　考
委員長 佐藤　正明 （協業）アクアテック栗原 0228-22-9262 県北
副委員長 杉澤　養康 ㈱ジャパンクリーン 022-223-6011 仙台
委員 武田　洋一 ㈱オイルプラントナトリ 022-382-2713 県南
委員 小林　秀明 ㈲安島商店 022-382-7260 県南
委員 鴇　  郁子 ㈲黒川浄化槽管理センター 022-358-3350 塩黒
委員 宮本　柾史 宮本産業㈱ 022-362-0361 塩黒
委員 村上　　靖 ㈱丸本建設 0226-23-6103 県北
委員 木村美智子 矢本クリーンセンター㈱ 0225-83-3223 石巻
委員 阿部　友宏 ㈲マルダイ 0225-53-3262 石巻
委員 八島　幸夫 東北環境整備㈱ 022-278-1684 仙台
委員 鎌田　義則 県北支部事務局 0228-22-9262 本部

一般社団法人宮城県産業廃棄物協会
Ｈ30. 10. 24現在
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安全衛生委員会委員（6）委員長（仙台）各支部１名、本部１名
役職名 氏　名 事業所名 電話番号 支部 備　考
委員長 渡邉　浩一 （協業）仙台清掃公社 022-284-6661 仙台
副委員長 小野寺　靖 丸興産業㈱ 0225-74-2201 石巻
委員 伊藤　好昭 守屋運輸㈱ 0223-24-2111 県南
委員 伊藤　勝三 ㈱相沢組 022-358-3271 塩黒
委員 髙橋　光徳 ㈲宇高興業 0229-25-6166 県北
委員 石川　敬治 仙台支部事務局 022-390-1133 本部

収集運搬部会運営委員（10）委員長（塩黒）各支部２名、事務局１名
役職名 氏　名 事業所名 電話番号 支部 備　考
部会長 鈴木　文夫 （協業）クリーンセンター宮城 022-362-5060 塩黒
副部会長 大泉　　暁 ㈱三浦組 022-372-5511 仙台
運営委員 菅井　　均 ㈲マルジン 0224-83-4414 県南
運営委員 結城　　寛 結城組㈱ 0223-34-2858 県南
運営委員 草刈　則夫 草刈建設㈱ 022-368-8872 塩黒
運営委員 鈴木　貞夫 （協業）県北清掃公社 0220-22-7167 県北
運営委員 小野寺　優 気仙沼清掃事業（協業） 0226-22-8688 県北
運営委員 小野寺　寿 ㈲小野寺商店 0225-72-3828 石巻
運営委員 勝又　秀幸 ㈲勝又運輸 0225-94-2240 石巻
運営委員 田中　一也 田中産業㈱ 022-288-6055 仙台
運営委員 安部　竜司 塩黒支部事務局 022-345-8809 本部 中間最終特管部会

中間処理・最終処分・特管部会運営委員（10）委員長（石巻）各支部２名、事務局 1名
役職名 氏　名 事業所名 電話番号 支部 備　考
部会長 宇角　安弘 ㈲東宮城環境衛生センター 0225-76-1055 石巻 企画財政委員会
副部会長 平間　正明 ㈱平間環境 0223-22-3761 県南 広報委員会
運営委員 伊藤　　勉 （協業）名取環境事業公社 022-383-3533 県南
運営委員 安部　竜司 ㈱安部工業 022-345-8808 塩黒 収集運搬部会
運営委員 氏家　和弘 （協業）富谷環境 022-358-2791 塩黒
運営委員 本郷　輝朗 ㈱環境開発公社エムシーエム 0229-29-2228 県北
運営委員 石ヶ森信幸 ㈱江合 0229-23-8222 県北
運営委員 木村　浩章 ㈱木村土建 0225-82-3006 石巻
運営委員 佐藤　英夫 ㈱青葉環境保全 022-286-3161 仙台
運営委員 風張　光久 ㈱宮城衛生環境公社 022-393-2216 仙台
運営委員 高橋　功雄 石巻支部事務局 0225-93-3788 本部
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防災協定について

　一般社団法人宮城県産業廃棄物協会は、大規模災害時の廃棄物処理について平成20年10月
21日、宮城県知事と「災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定」を締結しています。
　東日本大震災では、要請のあった市町に協会会員による応援派遣をいたしました。多数の
御協力ありがとうございました。
　なお、本協定に基づく応援派遣要請に協力する当協会会員企業は宮城県による建設許可経
営規模評価等申請の加点対象として評価されます。
（平成30年４月１日より、経営事項審査のうち、経営規模等評価の項目及び基準が改正され
ました。防災活動への貢献状況は現行制度上「防災協定を締結している場合に15点の加点評
価」とされていたところ、「防災協定を締結している場合に20点の加点評価」と改正されま
した。）
　本制度を活用され、協会員としてのメリットを享受されますよう再度御案内いたします。
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　平成30年度もそれぞれの地元市町や保健所、関係団体等と連携のも
と、支部会員の協力により「廃棄物不法投棄防止パトロール」並びに
「不法投棄廃棄物撤去作業」、「不法投棄防止啓発活動」を実施しました。

県南支部
◎不法投棄防止パトロール
　実施日　：平成30年10月15日（月）パトロール
　　　　　：平成30年11月20日（火）撤去作業
　実施場所：丸森町・角田市・村田町の三か所
　参加機関：産廃協会県南支部　25名
　　　　　　仙南保健所　　　　２名
　　　　　　丸森町　　　　　　４名
　　　　　　角田市　　　　　　４名
　　　　　　合　計　　　　　　35名

　　平成30年度仙南保健所管内不法投棄防止対策連絡協議会を通して今年度は丸森町・角
田市・村田町より不法投棄物の撤去作業の要望に基づき、パトロールを実施しました。
　　パトロールの結果を踏まえ11月20日に不法投棄物の回収・撤去作業を行いました。回
収したものは会員企業にて可能な限りリサイクルして頂き、家電リサイクル品は所定の
手続きを各町役場にお願い致しました。又、回収作業終了後に参加機関での意見交換会
を行いました。県南支部の地域貢献活動としてこれからも継続して、パトロール事業を
行ってまいります。
　　特に鈴宇線（新地側）の橋のした約20メートル地点からの撤去は足場も悪く苦労しま
した。角田市の山間部は車からのポイ捨てが多く見受けられました。
　　撤去数量：ユニック車３台・アムロール車２台計４台に満載
　　撤去物　：タイヤ・自転車・ソファー・建築廃材等の他、空き缶・ビン類など
　　　　　　　（焼却ごみ710㎏・タイヤ67本・コンクリガラ800㎏・金属くず600㎏）
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県北支部
◎清掃作業及び不法投棄物撤去作業
　　県北支部の栗原地区では、11月に栗原市の事業であ
ります不法投棄物クリーンナップ作戦に参加し、栗原
市内に不法投棄された廃棄物を県北支部で収集運搬処
分を実施する予定です。
　　不法投棄物の内容は処理困難な物が多く、どう処理
していくかが課題となっております。
　　県北支部ではこうした状況をふまえ、不法投棄の多
い地域のパトロール活動を今後実施する予定をしてお
ります。
　　また、登米地区では３月に長沼湖畔のクリーンキャ
ンペーンに参加し不法投棄物の回収を実施する予定に
なっております。

塩釜・黒川支部
◎不法投棄防止啓発活動
　　塩釜・黒川支部では、今般保健所管内にて撤去可能な不法投棄物がないとの連絡があっ
たので、平成30年12月11日火曜日午前10時より、宮城県塩釜保健所ご協力の上、保健所
内にて「平成30年度不法投棄防止啓発活動」を開催いたしました。支部会員21社22名の
参加がありました。阿部支部長挨拶より始まり、続いて保健所長よりご挨拶を戴きました。
また、宮城県塩釜保健所環境廃棄物班技術主幹（班長）の安藤英俊様より『不法投棄の
現状と対策について』と題しましてご講演をいただきました。最後に支部会員の不法投
棄防止と撲滅を目指して「不法投棄をしない、させない、見逃さない」との唱和を全員
で行い、唱和後は宣言書を支部会員一同名で、保健所長宛てに提出いたしました。活動
を通じて支部会員の不法投棄撲滅の意識向上につながる良い機会となりました。
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石巻支部
◎不法投棄廃棄物撤去作業
　実施日　：平成30年11月６日（火）
　実施場所：石巻市折浜字大清水地内（旧宮城県道２号石巻鮎川線）
　参加機関：産廃協会石巻支部　12社　　16名
　　　　　　石巻保健所　　　　　　　　２名
　　　　　　石巻市　　　　　　　　　　２名
　　10月16日（火）に、石巻市より情報があった石巻市折浜字大清水地内の不法投棄場所
の現場下見を実施し、11月６日（火）に撤去作業を行いました。撤去廃棄物の種類、数
量は混合廃棄物 5.25t、木くず 2.36t、ガラス・陶磁器くず（外壁材）0.44t・自転車 １台、
タイヤ 19本　石巻保健所、石巻市も参加し官民一体での作業となりました。

仙台支部
◇◆◇夏季研修会の実施（2018年７月31日（火）開催）◇◆◇
　　仙台支部では仙台市戦災復興記念館で、支部会員約50名にご参加頂き夏季研修会を開
催しました。仙台市環境局廃棄物事業部廃棄物企画課企画係主任菅澤拓也様を講師に、
「仙台市における震災廃棄物等の処理について」講演を頂き、７月発生した西日本豪雨
の被災状況と現地への派遣等を含め、仙台市の災害廃棄物の処理と取り組みについて、
詳しくご講演頂きました。

◇◆◇クリーン作戦の実施（2018年10月17日（水）開催）◇◆◇
　　仙台支部は、仙台市の海岸をきれいにし、不法投棄を防ごうと、約50名が海岸清掃を
実施しました。悪天候と残念な活動日となりましたが、多数の会員にご参加頂き誠にあ
りがとうございました。参加者の積極的な活動によりまして無事クリーン作戦活動を終
え、目的を達成することが出来ました。これからも私たち仙台支部は、不法投棄を撲滅
し市民の皆様とともに、よりきれいなまち・仙台を応援し、宮城県を観光したい場所と
なるように、活動を続けて参ります。
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◇◆◇災害時緊急応援計画（案）（2018年７月策定）◇◆◇
　　平成30年４月に仙台市と、仙台支部を含めた地元３業界団体と仙台市における災害廃
棄物の処理等の協力に関する協定、いわゆる４者協定を締結しました。
　　この協定は、災害廃棄物処理に特化した協定で、①災害廃棄物搬入場の造成・管理・
　復旧、②災害廃棄物の撤去、③仙台市が実施する家屋等の解体撤去、以上３点が主な内
容となります。
　　協定への取組みとして、仙台支部では７月に災害時における仙台支部の連絡体制につ
いてまとめたものを、「災害時緊急応援計画（案）」として、支部会員に周知しました。
内容は、防災対策計画案の基本的事項を記載してますが、主に趣旨と目的を掲載してお
ります。１．趣旨：東日本大震災の経験や教訓は、今後の災害発生時に生かすことが重
要です。そこで、地震・津波、風水害等の災害時には、いつでも緊急対応を可能とする
体制を整えるため、その方法を事前に定めるものであり、東日本大震災の経験を生かす
ためのものです。２．目的：「仙台支部」は、地震・津波又は風水害等の災害で仙台市
内又は市内の一部が被災した場合、その災害廃棄物を早期に処理するため仙台支部の会
員の機動力をもって応援することを目的とした計画です。計画としては、仙台市内又は
市内の一部が被災したことを想定し計画しております。また、基本方針として、協定内
での連絡体制、初動時の各自の動き方も記載しております。
　　仙台支部ではこれからも、災害時には迅速に応援できる様更に研鑽を重ねて参ります。
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宮城県産業廃棄物協会青年部会活動報告
第７回東北復興支援　少年野球大会の開催
　平成30年11月３日（土）、今年で第７回目となる東北復興支援 少年野球大会を「ベルサン
ピアみやぎ泉」にて開催しました。宮城県内の学童野球８チームを招待して、Ａ・Ｂブロッ
クに分かれてトーナメント方式で試合が行われました。参加者数は、児童が約162名、保護
者を含めると300名近い方々にお集りいただきました。優勝チームは「多賀城レインボーズ
（多賀城市）」でした。
　大会当日は、併催イベントとして、「環境活動コンテスト」と「野球教室」を開催しました。
環境活動コンテストは日ごろチームで行っているエコ活動について、模造紙にまとめてもら
い、プレゼンしてもらいました。
　野球教室では、楽天イーグルスベースボールスクール様にご協力を頂き、元プロ野球選手
のジュニアコーチ２名をお招きし、体験教室を開催しました。
　また、プルタブ回収会も実施し、青年部会員企業に買い取りをしてもらい、売却益は全額、
NPO法人宮城県患者・家族団体連絡協議会へゴルフの募金と合わせて、寄付を行います。
　本大会の開催にあたり、多くの会員企業様から協賛金・協賛品を頂きました。厚く御礼申
し上げます。
　詳しい内容については、当協会ホームページをご覧ください。

【試合結果及び特別賞】
順　位 チーム名 地　区

野
球
大
会

優 　 勝 多賀城レインボーズ 多賀城市
準 優 勝 古小タイガース 大崎市
第 三 位 色麻小あたごクラブ 色麻町

特
　
別

　
賞

フェアプレーチーム賞 榴少年野球クラブ 仙台市宮城野区
フェアプレーチーム賞 山王小ファイターズ 多賀城市
チ ー ム ワ ー ク 賞 利府レッドスターズ 利府町
行 進 賞 六郷エコーズ 仙台市若林区
応 援 賞 富谷スーパーキッズ 富谷市
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第15回チャリティーゴルフコンペの開催
　平成30年11月22日（木）に「表蔵王国際
ゴルフクラブ」にてチャリティーゴルフコ
ンペを開催しました。
　当日は、青年部会OBを含め18名が参加し、
プレーを通じて交流を深めました。

第８回ふるさとの杜再生プロジェクト植樹会へ参加
　11月25日（日）に仙台市海岸公園（井土地区）にて、仙台市で行っている植樹会に参加し
ました。
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研修会および忘年会の開催
　12月７日（金）に仙台市内で研修会および忘年会を開催しました。青年部会員28名が参加し、
開催いたしました。
　研修会では、東北大学大学院環境科学研究科の先生を講師にお招きし、『ＳＤＧｓ（持続可
能な開発目標）とは？』―世界を変えるための17の目標―をテーマに開催し、講演後、グルー
プに分かれ、感想や質疑をシェアしてもらい、その内容を元に講師の先生から補足の説明を
いただきました。
　研修後は会場を移動し、盛大に忘年会が開催されました。

寄付のご報告
　今年度開催した、チャリティーゴルフコンペ２回分と
少年野球大会時行ったプルタブ回収会の売却益につきま
して、下記のとおり２団体へ寄付しました。

12／11（火）公益社団法人北海道産業廃棄物協会青年部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,000円
１／16（水）NPO法人宮城県患者・家族団体連絡協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 70,900円

青年部会員を募集しています！
１　入会資格　　（一社）宮城県産業廃棄物協会の正会員及び賛助会員企業に所属する者で、

年齢が50歳以下の男女（１社から複数名可能）
２　会　　費　　１名につき　年額24,000円
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　平成30年８月１日から平成31年１月10日までの、入会及び変更の届け出をお知らせします。

１　入会（平成30年８月１日入会）
　正会員

入会（平成30年12月１日入会）
　正会員

  【支部：県南支部】

  【支部：仙台支部】

  【支部：塩黒支部】

㈲コーセイサービス　代表取締役　吉野　まき子
・〒989－1254　宮城県柴田郡大河原町字沼108番地１
　Tel 0224－53－5075　　Fax 0224－53－1969
・宮城県許可　収集運搬　燃え殻・汚泥・廃プラ・紙くず・木くず・繊維くず・動植

物性残さ・ゴムくず・金属くず・ガラス陶磁器・がれき類・
ばいじん・石綿含有廃棄物・自動車等破砕物以上14種類

・会社ＰＲ：
　　弊社は、平成13年の創業より県南地域の一廃及び産廃の収集・運搬業務に携わっ
てまいりました。

　　社員一同『 心 』を大切に日々業務に取り組んでおります。

㈱理化産業　代表取締役　髙橋　宏明
・〒980－0874　宮城県仙台市青葉区角五郎二丁目６番５号
　Tel 022－268－5816　　Fax 022－223－6590
・宮城県許可　収集運搬　燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラ・紙くず・

木くず・繊維くず・動物性残さ・ゴムくず・金属くず・ガ
ラス陶磁器・鉱さい・がれき類・家畜ふん尿･家畜の死体・
ばいじん・その他・石綿含有廃棄物・自動車等破砕物以上
21種類

　　　　　　　特管収運　廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性廃棄物・廃石綿等以上５種類
・会社ＰＲ：
　　宮城県仙台市で産業廃棄物の収集運搬・上下水道の維持管理をいたしております。
　　廃棄物処分、浄化槽維持管理、各種浚渫・高圧洗浄作業はお任せください。

㈱カネミヤ　代表取締役　大宮　康弘
・〒985－0833　宮城県多賀城市栄三丁目３番26号
　Tel 022－346－9970　　Fax 022－346－9967
・宮城県許可　収集運搬　廃プラ・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・

ガラス陶磁器・がれき類　以上８種類
・会社ＰＲ：
　　創業以来、社会に貢献する事を旨とし金属資源リサイクル業に従事しております。
設備は、銅ナゲットプラントを始め大型のプレス機も導入し精錬メーカーへ納入、
循環社会の一翼を担わせて頂いております。又、建設業許可も有し解体もしており収集運搬許可は東
北六県及び新潟となります。宜しくお願い致します。

会長
吉野 征雄
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２　支部別会員数

３　会員届出の変更

Ｈ31．１．１現在
区　分 県　南 塩　黒 県　北 石　巻 仙　台 合　計

正 会 員 34 38 54 43 99 268

賛 助 会 員 2 1 2 5

合　計 36 38 54 44 101 273

支部 会　社　名 変更事項 変更内容 変更年月日

塩　黒 大郷商事㈱

代表者変更

住 所 変 更

旧　赤間　　傳
新　赤間　和人
旧　981-3514
　　大郷町川内字長福寺山70
新　981-3514
　　大郷町川内字長福寺山69-2

H30. 7. 2

塩　黒 ㈲新井企業 代表者変更 旧　新井　尚志
新　新井　一美 H30. 8.30

県　北 ㈱三協建設 代表者変更 旧　高嶋　邦宏
新　熊谷　幸也 H30. 3. 1

県　北 エヌコン㈱ 代表者変更 旧　小山　健治
新　熊谷　人志 H30.10. 1

石　巻 南光クリーンセンター㈱ 住 所 変 更 旧　986-0874　石巻市双葉町10-29
新　986-0844　石巻市重吉町7-1 H30. 8.30

仙　台 オデッサ・テクノス㈱ 住 所 変 更

旧　983-0852
　　仙台市宮城野区榴岡2-2-11
新　983-0852
　　仙台市宮城野区榴岡2-2-10

H30.10. 1

仙　台 JFE環境㈱

代表者変更

住 所 変 更

旧　酒井　宏純（代表取締役）
新　田村　輝雄
　　（仙台事業本部　本部長）
旧　983-0001
　　仙台市宮城野区港1-20-5
新　983-0001
　　仙台市宮城野区港1-6-1

H30.10. 1

仙　台 同事建設㈱ 住 所 変 更

旧　982-0014
　　仙台市太白区大野田4-3-1
   　TEL　022-249-4384
　　FAX　022-249-4306
新　982-0032
　　仙台市太白区富沢字
　　　鍛冶屋敷前16（51B-51L）
　　TEL　022-307-4384
　　FAX　022-307-4306

H30.12.14

仙　台 ㈱昭和羽前建設工業 住 所 変 更

旧　981-0913
　　仙台市青葉区昭和町2-27
新　981-0932
　　仙台市青葉区木町17-15

H30.12.17
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編／集／後／記
　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆様には、日頃から温かい御指導・御協力を賜り、心から厚くお礼申し上げます。
　いよいよ今年４月30日には今上天皇が退位され、翌５月１日に皇太子さまが即位するとと
もに新元号が施行されます。
　これに伴い、新元号が何になるか、巷でも様々な憶測が跳び交うなど関心が集まっており、
小生も気になる今日このごろです。
　当協会の名称も新元号施行に合わせて５月１日から「一般社団法人宮城県産業資源循環協
会」と改称され、新たな一歩を踏み出すことになりました。
　また、10月には、消費税が10％に値上げされる予定です。増税による社会保障もいつまで
続くか定かではありません。個人のみならず団体としても将来に備えた貯蓄や資産形成（財
源確保）を行う必要があるのではないかと思っております。

（Ｔ・Ｓ）

編 集 委 員

役職名 氏　　名 事業所名

委員長 八 嶋 利 悦 ㈲よろづや

副委員長 清 野　  卓 ㈲きよの清掃センター

委 員 伊 藤 直 子 黒川衛生（協業）

委 員 鶴 岡 昭 雄 ㈱アーバンプラント

委 員 丸 山 長 裕 ＭＫエコプラント㈱

委 員 平 間 正 明 青年部会長　㈱平間環境

委 員 星 野　  豊 県南支部事務局

産廃みやぎ　第47号
発　行　平成31年１月
発行所　（一社）宮城県産業廃棄物協会
　　　　〒980-0801
　　　　仙台市青葉区木町通１－４－15
　　　　仙台市交通局本局庁舎４階
ＴＥＬ　022－290－3810
ＦＡＸ　022－290－0381
ＵＲＬ　http://www.miyagisanpai.or.jp
 E-mail　info@miyagisanpai.or.jp
印　刷　㈲サトー孔版印刷



◆下水道管路TVカメラ調査 ◆産業廃棄物収集運搬・処分 ◆止水工事（FRP工法）
◆汚水処理施設の維持管理・清掃 ◆下水道管高圧洗浄清掃 ◆側溝清掃
◆貯水槽清掃・管理 ◆一般廃棄物収集運搬◆浄化槽管理

〒　９８５-００８３ ☆ 廃蛍光管は正しく処分しましょう☆

本社/宮城県塩釜市越の浦一丁目３番２１号
☎ 　０２２-３６２-５０６０
fax　０２２-３６７-０８３３

多賀城工場/廃蛍光管処分場
多賀城市栄三丁目１番１９号

守ろう　環境　未来のために‼

協業組合クリーン・センター宮城

E-meil    clean@technowave.ne.jp

水の循環には終わりがありません。 

―その一滴を見つめますー 

(有)黒川浄化槽管理センター 

代表取締役 鴇 郁子 

 

●浄化槽保守点検業        ●貯水槽清掃維持管理 

営業種目  ●浄 化 槽 清 掃 業        ●汚水管下水管洗浄 

●産 業 廃 棄 物 業 

〒981-3311 富谷市富谷仏所 124-7 

☎  022（358）3350 



第7回東北復興支援　少年野球大会

参加チームの環境活動コンテスト

優秀賞 部会長賞


