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塩竈みなと祭（塩竈市）
　塩竈みなと祭は終戦直後の昭和23年に街の活性化、産業の復興を願い始まり、例年、海の日に
本祭として神輿渡御・陸上パレード、前夜祭として花火大会・縁日広場を開催しています。花火
大会は東北の夏祭りの先陣を切るお祭りとして、市民をはじめ、県内外からも多くの来場者が訪れ、
塩竈の夏の風物詩として盛大に開催されています。

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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　第９回通常総会は、昨年度と同様に新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から規模を
縮小し、出席者はマスクの着用やソーシャルディスタンスを保った状態で開催されました。
一般正会員からは議決権行使の承認を得て、主に役員中心の通常総会となり、また、例年開
催の講演会、功労会員への表彰（会長表彰）や懇親会を中止しました。
　　日　時：令和３年５月26日（水）15時00分～
　　場　所：宮城県建設産業会館　４階　第２・３会議室
　　出席者：正会員276名
　　　　　　　うち本人出席17名、議決権行使による出席215名、出席計232名
　通常総会は、鈴木昇会長の挨拶の後、株式会社ライフの田手充氏を議長に選出し、議事録
署名人に有限会社黒川浄化槽管理センターの鴇郁子氏と、株式会社エコサーブの齋藤信氏が
選出され、以下の２議案が提案・審議され、全て原案どおり承認されました。

　通常総会の終了後、知事表彰（褒状）の伝達式を行い、また、退任される役員１名に感謝状
の贈呈を行いました。

◆審議事項
　第１号議案　令和２年度事業報告及並びに収支決算の承認について
　第２号議案　役員の一部改選について
（報告事項）
　１　令和３年度事業計画について
　２　令和３年度収支予算について

(一社)宮城県産業資源循環協会第９回通常総会の開催
～規模を縮小して開催～

鈴木昇会長
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表彰受賞者

●宮城県知事表彰（環境事業功労者）

　　　（有）東宮城環境衛生センター 　　宇角　安弘　様

●（一社）宮城県産業資源循環協会会長表彰

　・功 労 者 表 彰　４名
　　　県南支部　　（株）ＡＸＩＳグリーン 　　山口　健一　様
　　　県北支部　　（有）ひまわり公社 　　佐藤　充秀　様
　　　石巻支部　　（株）アイ・ケー・エス 　　森田　　和　様
　　　仙台支部　　（株）三浦組 　　三浦　　修　様

　・優良事業所表彰　２社
　　　県北支部　　　（株）清建　様
　　　仙台支部　　　環境設備工業（株）　様

　・優良従事者表彰　３名
　　　塩黒支部　　伏谷建設（株） 　　鈴木　敏春　様
　　　石巻支部　　（株）齋武商店 　　髙橋　　毅　様
　　　仙台支部　　（株）庄子専助商店 　　川原田　昇　様

●感謝状（退任役員）　１名

　　　常務理事　　（一社）宮城県産業資源循環協会 　　渋谷　辰夫　様

第１回臨時理事会

　第９回通常総会終了後に同会場において、渋谷辰夫常務理事の退任に伴い、通常総会で選
任された川名幸志理事を常務理事に選定するため、第１回臨時理事会が開催され承認されま
した。

宇角安弘 様 渋谷辰夫 様
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令和２年度第４回役員会（理事会）の開催
１　開催年月日　令和３年３月15日（月）15：00～16：20
２　開 催 場 所　宮城県建設産業会館　７階　第３会議室
３　役　員　数　23名（理事20名、監事３名）
４　出席役員数　19名（理事16名、監事３名）
５　議　　　題
　○審議事項
　　⑴　令和２年度補正予算（案）について ………………………………承認
　　⑵　令和３年度事業計画（案）及び収支予算（案）について …………承認
　　⑶　令和３年度表彰受賞候補者（案）について ………………………承認
　　⑷　令和３年度労働災害防止計画（案）について ……………………承認
　　⑸　当座借越契約「つなぎ資金」（案）について ………………………承認
　　⑹　鳥インフルエンザ等発生時における汚染物品の焼却処理に
　　　　関する協定書（案）について ………………………………………承認
　　⑺　新規会員の入会承認（案）について ………………………………承認
　　⑻　第９回通常総会の開催方法（案）について ………………………承認
　○報告事項
　　⑴　２月13日発生の福島県沖地震による会員事業所の被害状況
　　　　　２／22　大分県協会から見舞金７万円振込
　　⑵　全産連（地域協議会）の動向について
　　⑶　各委員会・部会の開催結果について

令和３年度第１回役員会（理事会）の開催
１　開催年月日　令和３年４月21日（水）15：00～16：20
２　開 催 場 所　宮城県建設産業会館　４階　第２・３会議室
３　役　員　数　23名（理事20名、監事３名）
４　出席役員数　19名（理事16名、監事３名）
５　議　　　題
　○審議事項
　　⑴　第９回通常総会提出議案書（案）について ………………………承認
　　　　第１号議案　令和２年度事業報告並びに収支決算の承認について
　　　　第２号議案　役員の一部改選について
　　（報告事項）
　　　①　令和３年度事業計画及び収支予算について
　　⑵　就業規則の一部改正（案）について ………………………………承認
　　⑶　職員の退職金に関する規程の一部改正（案）について …………承認
　　⑷　新規加入会員の承認（案）について ………………………………承認
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　○報告事項
　　⑴　全産連政治連盟活動へのご協力と寄付のお願いについて

令和２年度第５回「災害廃棄物委員会」の開催

１　開催年月日　令和３年３月５日（金）13：50～15：20
２　開 催 場 所　仙台市交通局本局庁舎　６階　第１会議室
３　委　員　数　７名
４　出席委員数　６名
５　議　　　題
　⑴　災害廃棄物処理に係る実施対応マニュアル冊子について
　⑵　当座借越契約「つなぎ資金」（案）について
　⑶　特定家畜伝染病発生時における汚染物品の焼却処理に関する協定書（案）について

令和２年度第４回「広報活動委員会」の開催

１　開催年月日　令和３年３月２日（火）10：00～11：00
２　開 催 場 所　仙台市交通局本局庁舎　６階　第１会議室
３　委　員　数　７名
４　出席委員数　５名
５　議　　　題
　⑴　ホームページ改修（案）について
　⑵　今後の検討事項について
　⑶　その他

今後の開催スケジュール（予定）
　・令和３年度第２回三役会・理事会　８月27日（金）
　・令和３年度第３回三役会・理事会　11月24日（水）
　・令和３年度第４回三役会・理事会　３月16日（水）
　・令和４年度第１回三役会・理事会　４月25日（月）
　・令和４年度第10回通常総会　　　　５月24日（火）
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令和２年度第４回「企画財政委員会」の開催

１　開催年月日　令和３年３月３日（水）14：00～15：30
２　開 催 場 所　仙台市交通局本局庁舎　６階　第１会議室
３　委　員　数　９名
４　出席委員数　８名
５　議　　　題
　⑴　令和２年度補正予算（案）について
　⑵　令和３年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
　⑶　今後の協会のあり方について（具体的取組みなど）
　⑷　その他

令和３年度第１回「企画財政委員会」の開催

１　開催年月日　令和３年７月６日（火）14：00～17：00
２　開 催 場 所　宮城県建設産業会館　７階　第３会議室
３　委　員　数　９名
４　出席委員数　８名
５　議　　　題
　⑴　経営健全化（財源確保）について
　⑵　法人化30周年記念事業の全体計画の検討について（第２回目）
　⑶　今後の本協会のあり方（具体的取組みなど）について
　⑷　太陽光パネル（廃PV処理）実証実験の概要説明と参加事業者の紹介について

令和２年度第２回「安全衛生委員会」の開催

１　開催年月日　令和３年２月１日（月）14：00～15：40
２　開 催 場 所　仙台市交通局本局庁舎　６階　第１会議室
３　委　員　数　８名
４　出席委員数　６名
５　議　　　題
　⑴　令和３年度労働災害防止計画（案）について
　⑵　委員会提案（労働安全衛生大会の開催）について
　⑶　協会の普及啓発ポスター等について
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令和３年度第１回「安全衛生委員会」の開催

１　開催年月日　令和３年５月27日（木）14：00～15：30
２　開 催 場 所　仙台市交通局本局庁舎　６階　第１会議室
３　委　員　数　８名
４　出席委員数　５名
５　議　　　題
　⑴　令和３年度会員研修会の開催について
　⑵　普及啓発ポスターの作成について
　⑶　ヒヤリハット事例小冊子の作成について
　⑷　仮称「労働安全衛生大会」の開催について

令和２年度第２回「収集運搬部会」の開催

１　開催年月日　令和３年１月28日（木）14：00～15：00
２　開 催 場 所　宮城県建設産業会館　７階　第１会議室
３　委　員　数　12名
４　出席委員数　８名
５　議　　　題
　⑴　収集運搬業のアンケート調査表（案）の項目検討について
　⑵　今後の検討事項について
　⑶　その他

令和２年度第３回「収集運搬部会」の開催

１　開催年月日　令和３年３月16日（火）14：00～15：20
２　開 催 場 所　宮城県建設産業会館　４階　第５会議室
３　委　員　数　12名
４　出席委員数　６名
５　議　　　題
　⑴　収集運搬業者のアンケート調査結果について
　⑵　今後の検討事項について
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令和３年度第１回「支部事務局長会議」の開催

１　開催年月日　令和３年７月28日（火）14：00～15：50
２　開 催 場 所　仙台市交通局本局庁舎　６階　第１会議室
３　出 席 者 数　６名（支部５名、本部１名）
４　議　　　題
　⑴　災害廃棄物処理等の情報交換等について
　⑵　支部の収支予算及び事業活動等について
　⑶　全産連表彰等について
　⑷　今後の支部事務局長会議等のあり方について
　⑸　今後の主な行事予定について
　⑹　その他

　７月８日より、協会HPをリニューアルいたしました。
　届出事項変更届、防災証明願書の書式をダウンロードできますのでご活用ください。

産廃みやぎバックナンバーも公開しています！



（9）

令和３年度「新任研修会」の開催

　産業廃棄物を取り扱う新入社員を対象に、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、初心者として知識の習得をしていただくことを目的とした新任研
修会を開催いたしました。
　昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大により中止となりましたが、本年度は定員数を減
らしソーシャルディスタンスの確保等、コロナ対策を講じ開催へ至りました。
　元（公財）日本産業廃棄物処理振興センター講師の早田氏、行政書士の大澤氏を講師とし
てお招きし、廃棄物の区分や処理フローといった基礎から、委託契約書の取扱いやマニフェ
ストの運用といった実務的な内容まで学ぶことのできた意義深い研修会となりました。

　日　　時　　令和 3 年５月10日（月）10：00～16：20　参加者42名
　　　　　　
　場　　所　　宮城県建設産業会館　４階　第２・３会議室

　講習内容　　・（一社）宮城県産業資源循環協会の概要等
　　　　　　　・産業廃棄物の基礎
　　　　　　　・産業廃棄物の委託処理と委託契約
　　　　　　　・産業廃棄物の管理票・帳簿

　講　　師　　元公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター講師
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早田　直博　氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　行政書士大澤利昭事務所　所長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大澤　利昭　氏
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　産業廃棄物処理業界は、他業界と比較して労働災害が多い業界です。全産連も安全衛生水
準の向上に取り組んでおり、労働災害防止計画では労災事故による死亡者ゼロを目標として
おります。今回、安全衛生への意識向上のため、会員の皆様よりヒヤリ・ハット事例を募集
いたしました。「ヒヤリ」または「ハット」した経験を共有し、作業現場の安全管理にご活
用下さい。

【収集・運搬】
何処で 何をしている時 何がどうした 改善事項

１ 高速道路で 運転中 前方のトラックが故障しふ
らつき始め、突然路側帯に
停止した

車間距離をとっていなけれ
ば追突していた可能性が高
いので、今後も車間距離を
意識して運転する

【清掃作業中】
何処で 何をしている時 何がどうした 改善事項

２ 道路上で 高圧洗浄車に
よる路面清掃
時に

付近を通行する歩行者や自
動車に洗浄水をかけてしま
いそうになった

一人作業をなるべく避け、
洗浄を行うものに歩行者や
自動車に対しての注意喚起
を実施する

3 道路上で 高圧洗浄車に
よる路面清掃
時に

急いで作業していた為、作
業規制区域より外に体が出
てしまい、通行車両と接触
しそうになった

規制しているとはいえ、危
険場所での作業なので、慌
てずに制限区域内の作業に
努める

4 道路上で 通行帯規制し
て作業車両を
配置した際に

作業車両を移動する際に車
両前方にあった安全施設
（カラーコーン）に乗り上
げた

車両移動前に車両周辺を１
周して目視確認し、大型車
両ではさらにミラーを使用
して周囲の確認をする

5 処理施設内
で

大型設置機械
の清掃中に

足場がない場所での高所清
掃時に、足を滑らせ落下の
恐れがあった

高所作業時の安全帯を徹底
し、落下防止用の足場の設
置をして清掃作業する

6 処理施設内
で

搬入車両誘導
中に

運転手に停止の合図を行っ
たが、停止するタイミング
が遅れて停止線を越えてし
まった

誘導の際の合図を見やすい
場所で、発声して行い、運
転手に視認し易くする
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何処で 何をしている時 何がどうした 改善事項

7 作業現場で 吸引ホース片
付け時

吸引ホース丸めた束を抱え
てよりを戻そうとした時、
体のバランスを崩し転びそ
うになった

何もせずに束を抱えようと
すると、ホースがバラバラ
になろうとする力が働き体
のバランスが崩れやすくな
る為、一度束をロープ等で
結束してから抱えるように
する

8 緑地帯で 除草作業中に エンジン式草刈機に絡まっ
た異物除去時に、エンジン
を止めていなかったため回
転刃が動き出した

回転物に触る際は、電源や
エンジン等、動力を切断す
る

9 下水道マン
ホール内で

下水道管（本
管）内の清掃
中に

長靴に油脂分が付着した状
態でハシゴを登った際、足
を滑らせて転落しそうに
なった

ハシゴ等を登る前には靴底
の状態を確認し、汚れてい
た場合には清掃してから登
る

10 R C製水槽
開口部付近
で

大型ポンプを
引き揚げる際
に

自分の足等、身体にぶつか
りそうになった

作業時に自身の居場所を含
め十分な作業場所を確保し
てから作業する

11 高架槽上で 貯水槽清掃中
に

地上では風が弱かったので
屋上の水槽上に上がったと
ころ、突風が吹いて転倒し
そうになった

地上と屋上では風速が違う
為、予め予報等を確認して
作業の可否を判断する

作って認識、守って安心、安全衛生規程
〈全産連〉労働安全衛生標語入賞作品
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　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2020年度に引き続き今年度も事前にパソコンで
講義動画を視聴して受講し、会場で試験のみを受ける２段階形式の講習会を開催しています。
　申込方法は次のページをご覧ください。（Web申込限定です。）

【今後の講習会の試験日程（宮城会場）】 ※空席状況 2021.8現在

産業廃棄物の収集・運搬課程（新規）

試験日程 試験時間 会場 定員 空席状況 申込締切

2022年３月15日（火） 9：50 宮城県建設産業会館（１階大会議室） 75 〇 ２月27日

2022年３月15日（火） 13：30 宮城県建設産業会館（１階大会議室） 75 〇 ２月27日

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程（更新）

試験日程 試験時間 会場 定員 空席状況 申込締切

2021年10月13日（水） 9：50 宮城県建設産業会館（１階大会議室） 75 × ９月28日

2021年10月13日（水） 13：30 宮城県建設産業会館（１階大会議室） 75 × ９月28日

2022年２月８日（火） 13：30 宮城県建設産業会館（１階大会議室） 75 〇 １月24日

2022年２月９日（水） 13：30 宮城県建設産業会館（１階大会議室） 75 〇 １月25日

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分課程（更新）　　　　　　　　　　※収集・運搬同時受講有

試験日程 試験時間 会場 定員 空席状況 申込締切

2021年12月14日（火） 9：50 宮城県建設産業会館（１階大会議室） 40 △ 11月28日

2021年12月14日（火） 13：30 宮城県建設産業会館（１階大会議室） 40 △ 11月28日

特別管理産業廃棄物管理責任者講習会

試験日程 試験時間 会場 定員 空席状況 申込締切

2022年２月８日（火） 9：50 宮城県建設産業会館（１階大会議室） 75 〇 １月24日

2022年２月９日（水） 9：50 宮城県建設産業会館（１階大会議室） 75 〇 １月25日

【問い合わせ先】公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
　　　　　　　　（JWセンター）教育研修部　03-5275-7115
　　　　　　　　https://www.jwnet.or.jp/
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（公社）全国産業資源循環連合会第11回定時総会
Web方式により開催

　
　令和３年６月18日（金）に「全国産業資源循環連合会会議室」において開催した「第11回
定時総会」は、新型コロナウイルス感染症まん延防止対策を徹底するため、Web方式によ
る議決権行使となり、本協会の鈴木会長が出席いたしました。

　提出議案
　　第１号議案　令和２年度事業報告並びに令和２年度決算案承認の件
　　　　　　　　令和２年度監査報告

　報告事項
　　報告事項１　令和３年度事業計画に関する件
　　報告事項２　令和３年度収支予算に関する件

　全国産業資源循環連合会会長表彰として、本県からは、次のとおり産業廃棄物処理業務に
功績のあった個人１名（地方功労者表彰）及び事業所２社（優良事業所１社、地方優良事業
所１社）、優良従事者１名の方々が受賞の栄誉に浴されました。表彰式は中止となり、受賞
者の方々には郵送により表彰状と記念品が贈呈されました。

　○地方功労者表彰
　　　仙台支部　　田中産業株式会社　　　　　　田中　一也　様

　○優良事業所表彰（地域協議会推薦）
　　　仙台支部　　株式会社ジャパンクリーン　様

　○地方優良事業所表彰
　　　県南支部　　株式会社高良亘理営業所　様

　○優良従事者表彰
　　　仙台支部　　株式会社ジャパンクリーン　　広瀬　　学　様
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TEL: 03-3224-0811
https://www.zensanpairen.or.jp

2021.06
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宮城県・仙台市の人事異動

■宮城県の人事異動（令和３年４月１日付）

　※令和３年４月１日より、役職名「環境生活部次長」及び「環境生活部次長（技術担当）」
が「環境生活部副部長」及び「環境生活部副部長（技術担当）」に変更となりました。

■仙台市の人事異動（令和３年４月１日付）

部　　　署 新　任　者 前　任　者

環境生活部長 鈴　木　秀　人 鈴　木　秀　人

（環境生活部次長） － 小　松　直　子

環境生活部副部長 佐々木　　　均 佐々木　　　均

環境生活部副部長（技術担当） 小野寺　瑞　穂 安　藤　京　子

環境生活部循環型社会推進課長 佐　藤　　　淳 柳　澤　　　宏

部　　　署 新　任　者 前　任　者

環境局長 佐　藤　和　美 佐　藤　和　美

環境局次長 杉　山　勝　眞 杉　山　勝　眞

環境局廃棄物事業部長 沼　田　和　之 沼　田　和　之

環境局廃棄物事業部
事業ごみ減量課長 山　田　健　一 藤　田　規　広

環境局廃棄物事業部
事業ごみ減量課指導担当課長 土　屋　智　子 土　屋　智　子
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◇県からのお知らせ
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産業廃棄物行政関係機関一覧

【宮城県】

【仙台市】

担当公所 郵便番号・住所 電　 話 所管区域

仙 南 保 健 所
（仙南保健福祉事務所）
環境衛生部環境廃棄物班

989－ 1243
大河原町字南 129－ 1
（大河原合同庁舎内）

0224－ 53－ 3118
白石市、角田市、蔵王町、
七ヶ宿町、大河原町、
村田町、柴田町、川崎町、
丸森町

塩 釜 保 健 所
（仙台保健福祉事務所）
環境衛生部環境廃棄物班

985－ 0003
塩竈市北浜 4－8－ 15 022－ 363－ 5501

塩竈市、多賀城市、松島町、
七ヶ浜町、利府町、大和町、
大郷町、富谷市、大衡村

塩 釜 保 健 所
岩　 沼　 支　 所
（仙台保健福祉事務所岩沼支所）
環 境 廃 棄 物 班

989－ 2432
岩沼市中央 3－1－ 18 0223－ 22－ 6295

名取市、岩沼市、亘理町、
山元町

大 崎 保 健 所
（北部保健福祉事務所）
環境衛生部環境廃棄物班

989－ 6117
大崎市古川旭 4－1－ 1
（大崎合同庁舎内）

0229－ 91－ 0711
栗原市、大崎市、色麻町、
加美町、涌谷町、美里町

石 巻 保 健 所
（東部保健福祉事務所）
環境衛生部環境廃棄物班

986－ 0861
石巻市あゆみ野 5－7
（石巻合同庁舎内）

0225－ 95－ 1447
石巻市、登米市、東松島市、
女川町

気 仙 沼 保 健 所
（気仙沼保健福祉事務所）
環境衛生部環境廃棄物班

988－ 0066
気仙沼市東新城3－3－3 0226－ 22－ 5127

気仙沼市、南三陸町

宮 城 県 環 境 生 活 部
循 環 型 社 会 推 進 課 

980－ 8570
仙台市青葉区本町3－8－1

（廃棄物指導班）
022－ 211－ 2463
（施設班）

022－ 211－ 2648
（不法投棄対策班）
022－ 211－ 2467
（リサイクル推進班）
022－ 211－ 2649

（事業者指導等）

（廃棄物処理業許可等）

（不法投棄対策等）

（各種リサイクル法）

担当課 郵便番号・住所 電　 話 所管区域

仙 台 市 環 境 局
廃 棄 物 事 業 部
事 業 ご み 減 量 課

980－ 8671
仙台市青葉区二日町
6－12
MS ビル二日町

（事業係）
022－ 214－ 8235
（施設係）

022－ 214－ 8236

仙台市
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　協会５支部において、次のとおり役員会や総会を開催し、令和２年度の事業報告、決算及
び令和３年度事業計画、予算などが承認されました。

県南支部
◎　令和３年度県南支部通常総会が４月23日（金）「グリーンピア岩沼」にてコロナウイル
ス感染拡大防止に努めつつ開催されました。八嶋利悦支部長の開会挨拶に始まり、定足
数の報告、新会員の紹介、議長、議事録署名人の選任を行い議事に入り全議案が原案通
り可決されました。
　　また、総会当日の支部研修会では「コロナウイルス感染者となった経験を語る」とい
うご講演をいただき貴重な実体験に基づく内容で、コロナウイルス感染拡大防止につい
ての啓蒙となりました。

　〇総会開催日時
　　　令和３年４月23日（金）　午後４時00分から
　〇会　場
　　　東京第一ホテル岩沼リゾート：グリーンピア岩沼
　〇会員数
　　　正会員　39名　　賛助会員　１名
　〇出席した会員数
　　　出席正会員18名　議決権行使による出席者17名　計35名
　　　　　　議決権行使内訳　第１号議案　賛成17　反対　０
　　　　　　　　　　　　　　第２号議案　賛成17　反対　０
　　　　　　　　　　　　　　第３号議案　賛成17　反対　０
　　　　　　　　　　　　　　第４号議案　賛成17　反対　０
　〇議　事
　　　第１号議案　令和２年度県南支部事業報告について
　　　第２号議案　令和２年度県南支部収支決算報告について
　　　第３号議案　令和３年度県南支部事業計画（案）について
　　　第４号議案　令和３年度県南支部収支予算（案）について
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塩釜黒川支部
◎　塩釜黒川支部では、令和３年度支部総会を令和３年４月下旬にキャッスルプラザ多賀
城にて執り行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大状況に鑑み、書面での決
議方法を採ることといたしました。令和３年４月末日、「第１号議案令和２年度事業報
告並びに収支決算について」、「第２号議案令和３年度事業計画並びに収支予算書につい
て」と題して書面で決議を求めたところ、支部会員（37会員）より全会一致で賛成を戴
き可決確定いたしました。今後は感染状況を把握し、ワクチン接種状況や県の施策を注
視しながら本部と連携して支部活動を執り行っていけるよう執行部一同尽力して参りま
す。

県北支部
◎　第３回（一社）宮城県産業資源循環協会　県北支部　通常総会開催
　　　開催日：令和３年５月14日（金）14時より
　　　会　場：大崎市古川　アインパルラ浦島
　　昨年に引続き、新型コロナウイルス感染防止の為、書面による議決権行使での開催と
なりました。冒頭に佐藤政志支部長の開催挨拶に
始まり、定足数の報告、議長及び議事録署名人の
選出を行い、議事に入りました。
　　その結果、正会員数49社に対して、出席会員：
賛成９社、書面による賛成31社により、全議案が
原案どおり可決されました。
　　今年度の事業計画では、研修会はじめ例年開催
の不法投棄撤去作業等を実施する予定です。各地
区の会員の皆様、御協力宜しくお願い致します。

石巻支部
◎　『第１回理事会』の開催
　　令和３年４月19日（月）、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、書面議決で
の開催とし、すべての議案について可決されました。
　　理事・監事（13社）、委任状　３社、出席10社

　　議　題　　第１号議案　令和２年度事業報告
　　　　　　　第２号議案　令和２年度収支決算報告、ならびに会計監査報告
　　　　　　　第３号議案　令和３年度事業計画（案）ならびに収支予算（案）
　　　　　　　第４号議案　新規会員入会の承認について
　　　　　　　第５号議案　第９回通常総会開催方法について（書面開催）

　　第９回通常総会は、７月上旬に書面開催
　　不法投棄パトロールは、状況を見て判断（保健所、石巻市と下期で調整予定）
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仙台支部
◇◆◇令和２年度冬季研修会を実施◇◆◇
　　例年２月に実施している冬季研修会ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点から、「産業廃棄物処理業の安全衛生対策」資料を各会員に送付し、書面による研修
会を実施いたしました。

◇◆◇令和３年度仙台支部通常総会を開催◇◆◇
　　開催日　令和３年５月26日（水）13時より
　　会　場　宮城県建設産業会館
　　令和３年度通常総会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から規模を縮小し、
書面での議決権行使により開催され、提出議案はすべて原案どおり可決されました。
　　令和３年度の主な事業計画は次の通りです。
　　１．支部の活動推進事業
　　　　（行政機関や関連業界及び団体との連携、講習会・研修会の実施、産廃不法投棄

監視活動参加）
　　２．情報の収集・提供及び調査研究事業
　　　　（各団体との連携による技術情報の収集提供、仙台市と地元三団体との協定に基

づく活動）
　　３．啓発活動事業
　　４．不法投棄防止活動（クリーン作戦）
　　５．労働災害防止計画（安全研修会）

◇◆◇令和３年度夏季研修会の開催を見送り◇◆◇
　　例年７月に実施している夏季研修会ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点から開催を見送ることといたしました。

◇◆◇令和３年度クリーン作戦10月開催予定◇◆◇
　　支部活動事業と環境美化運動を目的とした不法投棄防止パトロール並びに不法投棄物
回収の「令和３年度クリーン作戦」を10月に実施する予定です。支部会員のみなさまに
は奮ってご参加いただきますよう、お願いいたします。
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宮城県産業資源循環協会青年部会活動報告

プルタブ売却益、使用済み切手を寄付しました
　昨年度の９月～12月にかけて、会員企業よりプルタブと使用済み切手の回収を実施し、３
月26日（金）に、回収したプルタブ売却益をNPO法人宮城県患者・家族団体連絡協議会へ贈
呈いたしました。
　使用済み切手は認定NPO法人世界の子どもに
ワクチンを日本委員会に寄付しました。開発途上
国にBCGワクチンを届ける活動費に充てられます。
　ご協力いただきました皆様に、心よりお礼申し
上げます。
　青年部会では令和３年度も引き続き、会員企業
よりプルタブ・使用済み切手の回収を実施してお
りますので、皆様のご協力をよろしくお願いいた
します。

青年部会 第９回通常総会の開催
　青年部会第９回通常総会を、５月20日（木）に、宮城県建設産業会館にて開催いたしました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、昨年度に引き続き役員のみ出席とし、部会員の皆
様には書面により議決権の行使をしていただきました。
　提出された議案は全て原案通り可決されました。

田手部会長

田手部会長（左）とNPO法人宮城県患者・家族
団体連絡協議会 白江 様（右）



（35）

【議案】　第１号議案　令和２年度事業報告並びに収支決算の承認について
　　　　第２号議案　令和３度事業計画（案）並びに収支予算（案）の承認について

【ご卒業会員】
　（株）エコサーブ　　　　　　　　齋藤　　信　氏
　（株）環境開発公社エムシーエム　本郷　輝朗　氏
　（株）平間環境　　　　　　　　　平間　正明　氏

【ご入会会員】
　宮城興業（株）　　　　　　　　　矢口　清彦　氏（会員の変更）
　（株）サイコー　　　　　　　　　菅原　　誠　氏（　　〃　　）
　J＆T環境（株）　　　　　　　　　増渕　勇人　氏（　　〃　　）

全産連青年部協議会北海道・東北ブロック 第20回通常総会・研修会の開催
　６月２日（水）に、北海道・東北ブロック第20回通常総会・研修会が開催されました。新
型コロナウイルス感染症拡大の影響により、オンライン会議システム「Zoom」を利用しオ
ンライン開催され、97名参加となりました。
　総会に先立ち開催された研修会では、「廃棄物業界とSDGs」をテーマに、東北芸術工科大
学 デザイン工学部 企画構想学科 准教授　山縣弘忠先生に講演をいただきました。SDGsの
基礎に関する解説や取り組みの先進事例を紹介いただき、企業や地域にSDGsに対する取り
組みが求められる昨今において、とても有意義な研修会となりました。
　研修会終了後休憩を挟み第20回通常総会が開催され、提案された全議案が全て可決されま
した。

【議案】　第１号議案　令和２年度事業報告及び収支決算報告に関する件
　　　　　　　　　　令和２年度監査報告
　　　　第２号議案　令和３年度事業計画（案）及び収支予算（案）に関する件
　　　　第３号議案　役員補選に関する件
　　　　第４号議案　その他
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第17回チャリティーゴルフコンペの開催
　６月25日（金）に「松島国際カントリークラブ」にてチャリティーゴルフコンペを開催し
ました。
　当日は晴天に恵まれ、青年部会OBを含め18名がプレーを通じて交流を深めました。

今後の主な青年部会活動
　・研修会　９月
　・第18回チャリティーゴルフコンペ　　10月
　・第９回東北復興支援　少年野球大会　11月６日（土）
　・視察研修会　12月
　　※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により延期・中止する場合があります。

青年部会員を募集しています！

１　入会資格　　（一社）宮城県産業資源循環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
３　部会員数　　47社　58名（令和３年７月現在）

青年部の活動はホームページからもご確認いただけます！



（37）

　令和３年１月11日から令和３年６月30日までの、入退会及び変更の届け出をお知らせします。

１　入会（令和３年４月１日入会）

　正会員
  【支部：県南支部】

孝萌工業（株）　　代表取締役　水戸　めぐみ
・〒989－1611　宮城県柴田郡柴田町大字上名生字新宮前16－6
　Tel 0224－87－6310　　Fax 0224－87－6311
・宮城県許可　収集運搬　廃プラ・紙くず・木くず・繊維くず・金属くず
　　　　　　　　　　　　ガラス陶磁器・がれき類・石綿含有産業廃棄物
　　　　　　　　　　　　以上８種類

・会社ＰＲ：
　　弊社は2017年設立の若い会社ですが、経験豊富でスキルのあるスタッフに恵まれております。
　　充実した業務体勢、情熱あふれるスタッフ陣で必ずや皆様のお役に立ってみせます。
　　解体工事、産廃収集運搬は孝萌工業におまかせください。

（株）若生技建　　代表取締役　若生　隆一
・〒981－1201　宮城県名取市下増田字鶴巻前44
　Tel 022－384－1758　　Fax 022－384－1760
・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・ゴムくず・動物性残さ
　　　　　　　　　　　　金属くず・ガラス陶磁器・がれき類・ばいじん
　　　　　　　　　　　　石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物
　　　　　　　　　　　　以上17種類
　　　　　　　中間処理　金属くず・ガラス陶磁器・がれき類・水銀使用製品産業廃棄物
　　　　　　　　　　　　以上４種　破砕
・仙台市許可　中間処理　がれき類　以上１種　破砕

・会社ＰＲ：
　　私たちは、循環型社会を推進し廃棄物の発生抑制に努め、限りある資源を再利用し地球環境
の保護に取組、経済と環境を両立させる継続性をもった循環型社会を目指してまいります。「信
用と安全」をモットーに、企業の運営に社員一同なお一層の研鑽に努め、多様化するお客様の
ニーズに応えて行くと共に、事業を通して地域社会の発展向上に貢献するよう努力して参りま
す。
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  【支部：仙台支部】

（株）アゼリア　代表取締役　渡邊　篤
・〒981－3214　宮城県仙台市泉区館１丁目20－3
　Tel 022－344－6959　　Fax 022－344－6989
・宮城県許可　収集運搬　燃え殻・廃プラ・紙くず・木くず・金属くず
　　　　　　　　　　　　以上５種類

・会社ＰＲ：
　　事業内容としては主に㈱ダイフクのパートナー会社として、門型洗車機・洗浄機器類の撤去
設置工事を請負っております。

　　また洗浄機再生（中古）リフレッシュ事業、一般家屋及び事業所の整理事業に着手し、今後意
欲的に新規事業に取り組んで参りますので宜しくお願い申し上げます。

（株）エルエスシー　代表取締役　松木　克仁
・〒981－3133　宮城県仙台市泉区泉中央１丁目33－3
　Tel 022－776－8301　　Fax 022－776－8302
・宮城県許可　収集運搬　汚泥・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
　　　　　　　　　　　　石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物
　　　　　　　　　　　　以上11種類

・会社ＰＲ：
　　株式会社エルエスシーでは、「人と地球に優しく」安全・環境第一主義で解体工事を中心に
取り組んでいます。今までの歩みのなかで蓄積した数多くのノウハウ、そして事業をイノベー
ティブに推進する高度な技術を惜しみなく投入し、未来の都市基盤整備に貢献していきます。

（株）B-NET　代表取締役　伊藤　俊明
・本社
　〒980－0811　宮城県仙台市青葉区一番町２丁目２－13仙建ビル６Ｆ
　Tel 022－797－2455　　Fax 022－748－7591
・荒浜リサイクルセンター
　〒984－0033　宮城県仙台市若林区荒浜字北長沼24－79
　Tel 022－287－5250　　Fax 022－287－5251
・仙台市許可　中間処理　ガラス陶磁器くず・がれき類　以上２種　破砕

・会社ＰＲ：
　　当地で営業しておりました（株）秋山建材様から事業を引き継ぎ、令和２年10月１日開業いた
しました。新たに『再生砕石ARC－40』として『宮城県グリーン製品』の認定も頂きました。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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（令和３年５月１日入会）

２　退会

３　支部別会員数

４　会員届出の変更

R3． 6. 30現在

区　分 県　南 塩　黒 県　北 石　巻 仙　台 合　計

正 会 員 39 37 49 46 103 274

賛 助 会 員 1 1 2 4

合　計 40 37 49 47 105 278

  【支部：石巻支部】

齋藤工業（株）　代表取締役　齋藤　直仁
・〒981－0501　宮城県東松島市赤井字照井中121番地１
　Tel 0225－82－5695　　Fax 0225－83－6106
・宮城県許可　収集運搬　燃え殻・廃プラ・木くず・金属くず・ガラス陶磁器
　　　　　　　　　　　　がれき類・石綿含有産業廃棄物・自動車等破砕物
　　　　　　　　　　　　以上８種類

・会社ＰＲ：
　　弊社は東松島市でＳ53年から建設業を営んでおり、Ｈ８年に産業廃棄物収集運搬業を開始致
しました。創業以来地域に密着し、信頼と実績を積んでまいりました。　

　　今後も地域・環境・安全をモットーに地域の発展を目指し、皆様に貢献していきたいと考え
ております。

支　部 事　業　所　名 退会年月日 備　　　　考

仙 台 日振工発（株）東北支店 R 3. 3.31 自己都合

仙 台 日本通運（株）仙台支店 R 3. 3.31 自己都合

支部 会　社　名 変更事項 変更内容 変更年月日

県南

㈲岩沼環境保全 代表者変更
旧　長田　なみ子
新　長田　雅人

R2. 1. 9

㈱橋本建機 代表者変更
旧　橋本　裕
新　橋本　大輔

R3. 1.20

㈱中央特殊興業宮城営業
所

代表者変更
旧　井上　政信
新　酒井　和彦

R3. 4. 1
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支部 会　社　名 変更事項 変更内容 変更年月日

塩黒

八嶋建設㈱ 代表者変更
旧　八嶋　喬
新　八嶋　貴博

R元. 8. 5

ミナミ金属㈱
事業区分・
種類の変更

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
取得

R2.11.20

黒川衛生（協業） 代表者変更
旧　伊藤　直子
新　伊藤　正則

R3. 6. 1

県北 ㈲石田建材 代表者変更
旧　石田　一夫
新　石田　伸治

R元. 7.17

石巻

（協業）石巻廃棄物処理セ
ンター

住 所 変 更

旧　〒986-0853
　　石巻市門脇字明神1-37
新　〒986-0881
　　石巻市明神南9-4

R3. 3.27

㈲日本清掃総業 住 所 変 更

旧　〒986-0853
　　石巻市門脇字捨喰12-1
新　〒986-0881
　　石巻市明神南3-1

R3. 3.27

雁部建設㈱ 代表者変更
旧　雁部　孝
新　雁部　萬

R3. 4. 1

仙台

㈱松江興業
代表者変更
組 織 変 更

旧　小澤　勝士
新　高塚　浩一
本社を仙台へ移転

R2.11. 1

㈱庄子専助商店 住 所 変 更

旧　〒982-0801
　　仙台市太白区八木山本町一丁目3-7
新　〒983-0035
　　仙台市宮城野区日の出町二丁目5-30

R3. 1. 4

㈱ライフ 住 所 変 更

旧　〒982-0026
　　仙台市太白区土手内一丁目23-15
新　〒981-1105
　　仙台市太白区西中田五丁目6-41

R3. 3. 1

㈱ログ仙台工場 代表者変更
旧　山口　賢敏
新　西崎　光明

R3. 3.21

㈱北日本ウエスターン商
事

代表者変更
旧　佐々木　克朗
新　小倉　聡

R3. 4. 1

㈱クレハ環境仙台営業所 代表者変更
旧　蛭田　裕規
新　吉成　亮二

R3. 4. 1

功成建設㈱ 代表者変更
旧　畑中　孝治
新　木村　創次

R3. 4.21

同時建設㈱ 代表者変更
旧　三浦　義澄
新　芦野　正吉

R2. 9. 1

㈱ジェイネックス 代表者変更
旧　大槻　研一
新　尾形　真也

R3. 6. 1
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事務局だより

役職名 氏　　名 事業所名

委員長 武 田 洋 一 （株）オイルプラントナトリ

副委員長 伊 藤 正 則 黒川衛生（協業）

委 員 清 野   卓 （有）きよの清掃センター

委 員 鶴 岡 昭 雄 （株）アーバンプラント

委 員 八 島 幸 夫 東北環境整備（株）

委 員 浅 野 大 輝（株）旭興業

委 員 齋 藤 知 則 県南支部事務局
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発　行　令和３年８月
発行所　（一社）宮城県産業資源循環協会
　　　　〒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
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印　刷　（有）サトー孔版印刷

　会員の皆様には、日頃より温かい御指導・御協力を賜り、心から厚くお礼申し上げます。
　平成23年３月の東日本大震災や令和元年10月の台風19号災害など過去の災害経験等を踏ま
え、令和２年６月に「災害廃棄物委員会」を立ち上げ、令和２年12月に「災害廃棄物処理等
実施マニュアル」を作成いたしました。当該マニュアルの実効性を向上させ、円滑な災害廃
棄物処理を行うことができるよう連携や支援体制の強化を図ることとしております。
　また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、昨年度と同様、５月の第９回通常
総会は規模を縮小して開催し、各許可講習会もＷeb申込による講習会（オンラインによる
講義を事前に受講し、その後、試験会場で試験を受ける２段階形式の講習会）にシフトする
など例年にない事態が続いておりますが、役員や委員の方々などからご教示を受け、職員一
同が一丸となって業務の遂行に取り組んでいます。
　一般の方々へのワクチン接種も開始され、コロナ禍以前の状況に戻り、より一層の業務執
行等を推進することが期待されています。残暑厳しき折、会員の皆様方には、コロナ感染症
が沈静化するまでマスクによる熱中症に十分留意されますよう心からお祈りいたします。

（K・K）
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