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平成 30 年度全国木材資源リサイクル協会連合会

第２回理事会 議事録

日 時 ： 平成３０年１０月２３日 １５：３０～１６：５０

場 所 ： ザ・ニューホテル熊本 ２階桜の間（熊本県熊本市西区春日１－３１－１）

総 役 員 ： 理事 １３名、監事 ２名

出   席 ： 理事 ６名 藤枝 慎治、鈴木 隆、山口 昭彦、片岡 重治、中山 智、

原 信男        
監事 ２名 矢吹 賢二、田中 一正

書面表決 ： 理事 ７名 鷹野賢次郎、中野 光、櫻井 慶、徳山 重男、石田謙治、

船越 登、河本 一成

オブザーバー出席：北日本協会事務局・高橋 秀孝、関東協会事務局・荒川陽一、

中四国協会事務局・岡崎 博紀、九州協会事務局・河野 秀彦

九州協会会員８名

事 務 局：    十川 有子

議    事
第１号議案 平成３０年度上半期事業実施状況について

第２号議案 国への要望について

第３号議案 平成３０年度各種調査結果

その他 （１）ＦＩＴ認定事業所の実績報告

（２）適合チップ認定制度について

（３）ユーザー懇談会について

（４）国内視察について

（５）エコプロダクツ２０１８

（６）その他

                                          

議事内容

       司会 専務理事 原 信 男

開会にあたり、この８月から事務局に勤務している荒川陽一氏が連合会の事務局長と

して平成３０年１０月２３日付で就任したとの紹介があり、荒川氏から「畑違いの業界

から来てわからないことばかりだが、業界発展のために微力ながらお手伝いさせていた

だく」との挨拶があった。

１ 理事長挨拶      藤枝理事長
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本日の理事会については九州協会にお世話になった。大東商事様には見学会をお引き

受けいただき、お礼を申し上げる。さて、7 月に政策研究会の設立総会があった。連合

会が成長し、国に対してしっかりとした政策を提言していこうということになった。そ

のため、間に入り通訳をしていただけるよう、国会議員の方に顧問となっていただいた。

我々の関係する 4 省庁で、副大臣や政務官等を経験した比較的若手で、我々と勉強を積

み重ねていただける方々である。年明けに、議員の方々と勉強会をスタートしたいと考

えている。いま、我々の要望の時期は、予算編成のタイミングと一致していない。今年

度は要望について先に延ばし、来年の5月ないし6月頃に提出したいと考えている。我々

を取り巻く状況は、国の政策や制度、場合によっては規制に左右される。仕事をしやす

い環境づくりに向けて取り組んでいきたい。本日の理事会は、オブザーバーとして九州

協会の会員にも参加していただいている。適合チップ認定制度やユーザー懇談会、事業

実施状況などに関して、いろいろとご意見をいただきたい。

２ 議長選任

定款３６条に則り、藤枝理事長が議長を務めることについて、全員の了承を得た。

３ 議事録署名人の選任

事務局から九州協会：中山副理事長、中四国協会：片岡副理事長の２名を指名し、

了承を得た。

４ 議 事  議長 藤枝理事長                                                        
第１号議案 「平成３０年度上半期事業実施状況について」  （原 専務理事）

はじめに、定款第５条の事業に即して主な事項について以下の説明があった。

（１）木材資源等の再利用に関する出版物、ホームページ等による普及啓蒙事業

・ホームページのトップページ改訂等を予定している。

（２）不法投棄等に関する環境保全のための、イベント、セミナー、シンポジウム、講

演等の開催事業

・5 月に日比谷公園で開催した「みどりの感謝祭」（林野庁等の主催）にはじめて

出展した。

（３）リサイクル技術及びリサイクル関連法案整備のための調査、研究事業

・国への要望や適合チップ認定制度の検討、各種調査を実施したほか、中部地域

で先進地域視察を予定している。

（４）木材資源等の再利用を通じて環境保全に関する情報提供事業               

・１１月１４日にユーザー懇談会を開催する。

（５）木材資源等の再利用に関する活動を行う団体に関する助言、指導又は援助事業

・寄付金について３００万円を目標に設定しているが、目標に届いておらず、引

き続き協力の呼びかけがあった。
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次に、平成３０年度収支状況経過報告について説明があった。今後の執行予定を勘案

すると、単年度収支は若干マイナスになることも想定されるとの説明があった。

以上の説明に対して、特に意見はなく、了承された。

第２号議案 国への要望について             （原 専務理事）

国への要望事項について、調査広報委員会での検討を踏まえ、以下の通り整理したと

の説明があった。現在の要望数 33に対して、継続（趣旨変更等を含む）20、削除 13に

整理し、新規２を加えて、要望数は 22とした。

事務局の説明終了後、特に今回は対応が進んでいる事項等を中心に削減の方向で整理

した項目が多く、このことについて以下の意見交換があった。

（災害時の対応について）

片岡 自治体によって温度差がある。国でも自治体の判断であるということで、問合

せてもはっきりしない。

九州事務局 木くずであれば、連合会に話を欲しい。県等からユーザーに直接問い合わ

せがいく。こちらで調整しないと、既存利用にも影響する。

鈴木 災害廃棄物が発生したとき、木くずの出と入りに関して、連合会でも把握して

おきたい。今後の動向に影響がある。連合会はこういうルートでこれだけの能力

があることを公開し、その見返りとして、どういう結果となったかを情報提供願

いたい。

議長  協会を窓口として欲しいが、地域協会に照会し、どれくらいの処理能力がある

かを明確にしたい。関東協会では需要者部会で検討可能であるが、全国的にどう

するか研究したい。

（軽油引取税の免除について）

山口 回答内容にかかわらず、削除する必要はないのではないか。

議長  延長を残すか、要望しないかの選択となり、全産連では取り下げた経緯がある。

残すには少し理由を固める必要がある。

鈴木  政策研究会のテーマともなる。木材加工業が対象であり、その延長で考えても

よい。

連合会事務局 要望を継続する方向で再調整したい。

（河道内樹木の取扱い）

鈴木  一般木質バイオマスの文言の明記が、産業廃棄物の処理契約時か工事契約時か

はっきりしないので、明確にしたい。

北日本事務局 工事契約時であり、それがないと相当な書類が必要となる。また、不正

防止のためにも必要であるということである。
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（排出事業者責任の徹底）

議長  これについては内容に厚みが必要である。排出事業者の認識が弱い面が多々見

られる。また、排出事業者の確認が難しいという面もある。自治体がしっかりと

指導してほしいという要望でもある。

鈴木  委託契約書がないという事例も見られる。

議長  年間委託契約ではなく、現場ごとの業者にその事例が多い。マニフェストと搬

入の結果が一致しているかどうか、指導の対象となる。

鈴木  建リ法は 80 ㎡未満の解体は対象から除外されている。同様に、除外措置を考

えるのもひとつの方法かもしれない。マニフェストを契約に代えてもいいなどの

方法も考えられる。

（廃棄物処理業の手続き）

議長  省エネに言及しているが、フルイの設置など品質向上のための設備更新も視野

に入れていきたい。フルイなどの設備を設置するには、環境アセスなどで長期間

の手続きが必要で、断念せざるを得ないということも聞く。

鈴木  環境省で緩和措置を出したが、許認可権者に徹底して欲しいという趣旨か。

（優良産業廃棄物処理業者の優遇措置の拡充）

議長  これについては環境省のプロジェクトチームが立ち上げり、インセンティブの

具体例を挙げていくこととなる。優良産業廃棄物処理業者同士の再委託を可能と

する、現場確認の努力義務の撤廃、更新申請の緩和などが考えられる。この動向

をみたい。我々としては、100％資源化のために取り組んでいるのだから、木材

リサイクル業界ならではの緩和策を掘り下げたい。

（外国人研修生の受入）

議長  人材確保の視点だけでなく、ノウハウをアジア圏に広げて貢献するという視点

を加えるべきである。いまは機械メンテナンス作業について活用できるが、選別

作業などは出来ない。検定制度がなく、労災が多いということがあり、こうした

ことをしっかり考えていかなければならない。

   以上の意見とともに、議長から各協会の意見を踏まえて要望内容に反映していくと

の指示があった。また、今後のスケジュールとして、年内に骨子をつくり、年明けに

政策研究会の顧問と意見交換し、まとめたものを 5 月か 6 月に国に提出することとす

る旨の説明があり、了承された。

第 3 号議案 平成２９年度各種調査結果速報          （原 専務理事）

ア 木質バイオマス需要調査（ユーザー調査）
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量については、概ね確保できている。また、今回新たにサーマル利用の年間予定数量

と割合について調査した。品質については条件を満たしていないとの回答が４７％あり、

昨年度に比べてやや悪化している。メーカーへの要望については、異物混入がトップで、

水分、サイズ等の品質とともに、安定供給への意見があった。連合会への要望について

は、地域ごとのきめ細かな情報提供などが欲しいとの意見があった。そこで、木材チッ

プの確保状況、品質、価格等についてもはじめて６地域別に集計したとの報告があった。

イ 木質チップ等生産会員実態調査                

   品目別取扱い量と生産割合については、特に大きな変化がないとの報告があった。し

っかりとした結果を出すため、調査へのさらなる協力のお願いがあった。また、ユーザ

ーへの要望、連合会への要望についての報告があった。

以上の調査結果について議長から次の補足説明があり、意見交換があった。

議長  年々精度が上がり、多岐にわたって数字を出せるようになった。国にも報告し

ている。品質の話となるが、それほど悪くなったというイメージはない。ただ、

関東地域は問題が出ている。ボイラー自体が古くなって使用量が減り、異物に弱

くなっているという現状がある。

山口  在庫が多くなっている地域では、水分などの問題でクレームが出やすい。

議長  これらの調査とは別になるが、関東協会では物流部会があり、物流に関するデ

ータの収集をスタートし、傾向を分析する。規制が厳しくなっている。ドライバ

ーが木質チップを積んでいることが多いが、運賃と附帯作業は分けて契約する等

の指導が出ている。

この他、特に質疑がなく、了承された。

その他                          

（１）ＦＩＴ認定事業所の実績報告

中四国地域については、2 社のため非公表となっていること、各地域協会の継続認

定の手続きについての確認があった。

（２）適合チップの認定制度の検討報告

  第 1 回、第２回の調査広報委員会での検討結果について報告があった。１回目は、

制度の概要について、２回目は各地域での試験実施を踏まえての意見交換があった旨

の説明があり、次回は作業手順書の標準版の策定、評価項目の地域意見の反映などを

検討する予定であるとの説明があった。

  これに関して、議長から次の補足説明があった。
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議長  適合チップ認定制度については関東地域で運用が始まった。機能しているのは、

異物の報告である。ユーザーからの搬送系が止まった等の報告を、全会員が共有

して自分たちの会社の工夫事例が報告されるようになっている。年明けの関東協

会の全体会議で品質改善の事例発表会を行う。特に、工場長などが見ていただく

とありがたい。自己評価表であるが、これは第 1 段で、さらにリスクヘッジの項

目を加えていきたいと考えている。国の方針で厚生年金の適用拡大がさらに進め

られ、法定福利費の整備が必要となる。また、労災の上乗せ保険、ＰＬ法関係な

どの対策も考えられる。

（３）ユーザー懇談会について

  １１月１４日に豊洲文化センターで開催するとの報告があった。               

（４）国内視察について

１１月２０日、２１日に実施する中部視察について、参加者及び行程についての報

告があった。

（５）エコプロダクツ２０１８

１２月６日から８日に東京ビッグサイトで開催するエコプロダクツに関して、当番

等を中心に報告があった。

その他について、特に質疑がなく、了承された。

以上で理事会を閉会した。

閉会 １６：５０

以上をもって全ての議案は終了し、この議事録通り相違ないとして、議長及び議事

録署名人において記名捺印する。

   平成３０年１１月５日

議   長 理 事 長 藤枝 慎治  ㊞

議事録署名人 副理事長 中山 智    ㊞

議事録署名人 副理事長 片岡  重治 ㊞

議事録作成人 専務理事 原  信男 ㊞


