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優良な産業廃棄物処理業者（基準適合者）の格付け
が決まり、6 月 26 日（金）に公表しました。

岩手県産業廃棄物協会の５月の定時総会で役員の選
任手続きと理事の互選により次のとおり決まりました。

今回は、★★★が 12 社、★★が 22 社、★が 10

会 長

門脇生男（再任）北日本油設㈱

社、計 44 社で、うち新規の認定は 3 社でした。基準

副会長

中道法子（再任）㈱北日本環境保全

適合者は、
全体では１０１社から９9 社に減りました。

副会長

濱田 博（再任）㈱岩手環境事業ｾﾝﾀｰ

今回は諸事情により予定していた申請を見合わせた会

副会長

藤原正基（新任）㈲藤工

社が数社ありました。次回は基準適合者が増加するこ

理 事

野口 剛（新任）㈱環境整備

とを期待しています。

理 事

松本榮市（新任）いわて県北クリーン㈱

理 事

坂本 守（新任）いわて医師協同組合

多年にわたる功績が認められ、会員の皆様が全国産
業廃棄物連合会会長表彰を受賞されました。誠におめ
でとうございます。
表彰は、全国産業廃棄物連合会の定時総会に合わせ
て６月 12 日（金）に明治記念館で行われました。
今後のさらなるご活躍を期待しています。

６月 5（金）に県北支部総会が二戸市で開催されま
した。今回は役員の定数の変更と一部改選が行われ、
次のとおり決まりました。
支部長

兼田忠康

副支部長 藤原秀美

久慈港運㈱
㈲リサイクルセンター二戸

功労者表彰

理事

兵澤登志夫 ㈱マッハ総合計画

文化企業株式会社 関根 信 様

理事

小川 眞

㈲一戸浄化槽

地方功労者表彰

理事

中塚邦佳

㈱中塚工務店

株式会社理水興業 今野秀實 様

理事

小川剛直

㈱エコテックワールド岩手

地方優良事業所表彰

理事

村田英敏

いわて県北クリーン㈱

㈱伊藤組

様

理事

蒲野 敦

蒲野建設㈱

新工住建㈱ 様

監事

佐藤和男

㈱アルバライフ

監事

長瀬徳彦

長瀬建材㈱

６月 25 日（木）
に県央支部総会が開催されました。

労働安全衛生法が改正され、6 月から受動喫煙の防

盛岡市の伊藤環境部長様と門脇会長からご祝辞をい

止のための施設や設備など最も効果的な措置をとる努

ただきました。今年度は、県央支部の取組みとして野

力義務が企業に課せられることになりました。

積みされた廃家電等を盛岡市の処理施設まで運搬する
事業を行うことなどの計画が承認されました。
役員は、次の通りです。
藤原正基 ㈲藤工

（再任）

県の「いわて地球環境にやさしい事業所」認定のた

副支部長 遠藤忠寿 ㈱遠忠

（新任）

めに必要な「エコスタッフ養成セミナー」が開催され

副支部長 佐藤亮厚 ㈱佐藤興産（再任）

ます。詳しい内容については、同封の文書をご覧くだ

支部長

さい。
奥州会場 7 月 24 日（金）奥州市民活動支援ｾﾝﾀｰ
宮古会場 9 月 11 日（金）宮古地区合同庁舎
久慈会場 11 月 6 日（金）久慈地区合同庁舎
盛岡会場 1 月 27 日（水）盛岡地区合同庁舎

温暖化防止いわて県民会議では、電力危機となる 7
～9 月に節電等の取組みを行うこととしました。
取り組んだ内容は協会事務局に報告していただきま
すが、実施した項目にチェックを入れるなどの簡単な
ものです。当協会は同県民会議の構成団体になってい
て、環境産業として活躍されている会員の皆様には積
産業廃棄物処理実務者研修会を次のとおり開催しま
す。実務的ですぐに役に立つ研修会として毎年連続 2

極的に取り組んでいただきたいと存じます。
詳細は別途ご案内いたしますのでご覧ください。

回開催しています。申込み方法など詳細につきまして
は同封したリーフレットをご覧ください。受講希望の
方は 2 日間のうちどちらかを受講してください。
日 時 8 月 19 日(水)、20 日(木)10:00～16:30
場 所 アイーナ 804 会議室（盛岡市）

【７月行事予定】
3 日（金）青年部ブロック総会（盛岡市）

対 象 産業廃棄物処理業許可業者（実務担当者）

１４日（火）全国産業廃棄物連合会理事会（東京都）

受講料 3,000 円

１０日（金）第２回理事会（盛岡市）

※ＣＰＤＳ認定講習会

２4 日（金）全産連青年部協議会総会（東京都）
◆編集後記◆
当協会の理事である元持勝利さん（岩手県自動車整

いよいよ本格的な夏を迎え、これから講習会、研

備商工組合理事長）が岩手の発展に大きな貢献をした

修会など事業展開を目指します。皆様にタイムリー

人や団体に贈られる県勢功労者に選ばれました。表彰

な情報を提供できるように頑張ります。

式は５月２５日（月）に知事公館で行われました。誠
におめでとうございます。
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6 月 19 日（金）に青年部会の第 1６回通常総会が
開催されました。
来賓として岩手県産業廃棄物協会の門脇会長と藤原
県央支部長からご祝辞をいただきました。
今年度は、青年部協議会ブロック総会が盛岡市で開
催されました。また、来年度は、青年部協議の全国大
会が仙台市で開催されます。
これらの大きなイベントを控えて岩手の青年部会の
皆様が団結を誓いました。
平成 12 年にスタートした青年部会は今年で 15 周
年を迎えます。青年部会の会員が 54 名にまで増え、
視察研修などの企画も多くなりました。円熟期にさし
かかったと言えるのかも知れません。
この勢いで来年度の全国大会を是非成功させたいと
思いますので皆様からのご支援を期待しています。

平成 27 年７月３日（金）に青年部協議会ブロック
総会がホテルメトロポリタン盛岡で開催されました。
岩手県生活環境部の津軽石昭彦副部長、当協会門脇
生男会長、全国産業廃棄物連合会青年部協議会の加山
順一郎会長からご祝辞をいただきました。
当協会青年部会の南部智成副会長が議長を務め、議
案審議に入りました。役員改選があり、千葉智英部会
長と遠藤忠寿運営委員が役員に就任し、千葉智英部会
長は幹事会でブロック協議会会長に就任しました。
ブロック協議会が作成した「平成 26 年度の災害復
興支援事業」の DVD を上映しました。
その後懇親会が開催され、道県対抗わんこそば大会
が行われ山形県産業廃棄物協会が団体優勝、山形県産
業廃棄物協会の丹野貴之さんが個人優勝しました。

青年部会では４月 17 日（金）に一関地区の会員の
施設を対象とした視察研修を行いました。今回も沢山
の方に参加していただきました。
１３：０0

クリーンセンター花泉㈲ 集合・視察
・無機汚泥、有機汚泥のﾘｻｲｸﾙ等を見学

↓（移動）
1５：０0

ニッコー・ファインメック㈱

視察

・素材混合ﾘｻｲｸﾙや金属のﾘｻｲｸﾙ等を見学

5 月 2５日 盛岡市、花巻市、雫石町地区
9 月 ５日 二戸市、九戸村地区

↓（移動）
18：00

昨年度は、何と３回も視察研修を行っています。

懇親会（岩手山拝塾）
「ぐでんぐでん」
（一関市大町）

２月 ６日 北上市地区
一昨年度は、花巻市、北上市、奥州市地区の視察研
修を行っていますので、5 回目の視察になります。
視察研修の企画は今後も続きますよう期待しており
ます。

青年部会に入会しませんか？
入会資格：
（一社）岩手県産業廃棄物協会の会員
事業所であること。
年会費：１８，０００円
■青年部会入会についてのお問い合せは■
岩手県産業廃棄物協会青年部会 事務局
〒020-0023 盛岡市内丸 16-15 内丸ビル 5Ｆ
TEL０１９(６２５)２２０１
担当：小原、菊池

