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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 3回理事会 議事録 

 

日  時 ： 平成 31年 2月 6日（水） 15：00～16：45 

場  所 ： ㈱グーン 横浜みなとオフィス（神奈川県横浜市中区山下町 2番地 10F） 

総 役 員 ： 理事 13名、監事 2名 

出   席 ： 理事 10名 

              藤枝 慎治、鈴木 隆、山口 昭彦、鷹野 賢次郎、片岡 重治、 

中山 智、中野 光、櫻井 慶、石田 謙治、原 信男 

      監事 2名 矢吹 賢二、田中 一正         

書面表決 ： 理事 3名  

             徳山 重男、船越 登、河本 一成 

欠  席 ： なし 

オブザーバー出席：北日本協会事務局・髙橋 秀孝、関東協会事務局・戸取 明子、 

東海協会事務局・三﨑隆照、中四国協会事務局・岡﨑 博紀、 

九州協会事務局・河野 秀彦、関東協会・梅村真二郎 

報道関係     日報ビジネス・徳永 杉太 

連合会事務局   荒川 陽一事務局長、十川 有子   

 

議    事  

第 1号議案 平成 30年度事業の執行状況 

第 2号議案 2019年度事業計画（案） 

第 3号議案 役員の改選について 

第 4号議案 定款の変更（役員任期の短縮規程等） 

その他 

   （１）大規模災害への対応について 

     ・平成 30年度災害廃棄物再生利用促進調査検討業務 

     ・連合会チップメーカー会員における許可能力について 

（２）木質チップ市場価格実勢調査結果報告 

（３）2019年度通常総会について 

（４）その他 

    ・中部視察報告 

   ・エコプロダクツ 2018報告 

   ・ホームページ改訂のお知らせ 
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議 事 内 容  

           司会 専務理事 原 信男 

 

１ あいさつ   藤枝 慎治 理事長        

今日は趣向を変えて横浜に来ていただいた。あいにくの雨であるが、雰囲気を味わ

っていただければと思う。今回の理事会は、来年度の事業計画や役員改選などの議題

がある。議論いただきながら、理事会を進めていきたいので、よろしくお願いしたい。 

 

２ 理事会の成立                          

開会にあたり事務局から、理事 13 名の内、10 名が出席していること、欠席理事 3

名については議事について事前に書面表決をいただいていることにより理事会が成

立していること、監事２名が出席されている旨の報告があった。 

 

３ 議長選任  

定款に則り、藤枝理事長が議長を務めることとした。 

 

４ 議事録署名人の選任 

事務局から指名することについて了解を得て、北日本協会・中野理事、東海協会・

石田理事の２名を指名した。 

 

５ 議 事    議長  藤枝 慎治 理事長 

                                                       

第１号議案  「平成 30年度事業実施経過報告」            （専務理事） 

連合会の定款に定める 5つの事業別に、資料に基づき次の報告があった。 

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として

は、ホームページのトップページのレイアウトを変更したほか、連合会通信の配信、関

係会議や講習会に参加して情報収集した。 

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

演会等の開催事業としては、新たに日比谷公園で開催された「第 28 回森と花の祭典」

（林野庁主催）に出展したほか、環境講座「リサイクル木材で本棚をつくろう」を開催、

エコプロダクツ 2018に出展した。 

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・研究事業としては、

「木材資源リサイクル調査及び広報活動推進委員会を開催したほか、各種調査ではサー

マルユーザーに対して新たに燃料の年間使用予定を質問項目に加えた。また、新たに大

規模災害対応としてチップメーカー会員の許可能力調査を実施したほか、国への要望の

提出時期の変更を行った。この変更に合わせ、今年度は「木質チップに係る需給問題検

討会」を国との情報交換等の場に衣替えする予定である。先進事例視察として 11 月に

愛知県・三重県で規模の異なるバイオマス発電施設 4カ所の視察に 38名が参加した。 
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４ 木材資源等の再利用を通じた環境保全に関する情報提供事業としては、これまで

の事業を着実に実施した。 

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、指導又は援助事業と

しては、これまでの事業に加え、「残留性有機汚染物質」に関する調査会社や「災害廃

棄物再生利用促進調査」に関する調査協会に情報提供した。 

 

これらの報告とともに、FIT 認定事業所が 93 件となったこと、収支経過として寄付

金が目標に達成したとしても、今後の支出見込みを加えると現年度収支で約 30 万円の

マイナスとなる見込みであるとの報告があった。 

 

本議案について、特に意見はなく了承された。 

 

第２号議案 「2019年度事業計画（案）」               （専務理事） 

事業計画について、資料に基づき説明があった。 

計画の概要として、持続可能な循環型社会実現のため、資源循環産業＝環境創造産業

としての役割が高まっており、広い視野と着実な事業を進めて課題解決に努めるととも

に、引き続き「構想を提案する団体」として循環型社会形成の推進に寄与していく。 

活動の基本方針として、今後の発展のための布石を打ち込む取り組みを進めていく。 

具体的な事業計画として、定款に則って 5つの事業ごとに記載しているが、主な事業

は次の通りである。 

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として

は、ホームページの活用や関係会議等への参加。 

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

演会等の開催事業としては、セミナー・講演会の開催や社会貢献活動の推進。 

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・研究事業では、国へ

の要望の効果的な提出や適合チップ認定制度の適切な運用。 

４ 木材資源等の再利用を通じた環境保全に関する情報提供事業としては、ユーザー

懇談会等の開催のほか、会員不在県の解消。 

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、指導又は援助事業と

しては、各地域協会との連携、また、寄付金については前年同様 300万円の目標金額の

設定による支援のお願い。 

 

＜2019年度全木リ連事業計画の背景と基本方針＞ 

事業計画に関連し、参考資料の「2019 年度全木リ連事業計画の背景と基本方針」に

ついて、意見をいただき加除訂正したうえで、「木質チップに係る需給問題検討会」の

席上、国に対して連合会事業の説明資料として活用したい旨の説明があった。 

参考資料の内容は、１．ＳＤＧｓと木材リサイクル、２．産業資源循環産業＝環境創

造産業としての木材リサイクル、３．森林大国・日本と木材リサイクル、４．災害廃棄
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物処理対策と木材リサイクル、５．的確な需給見通しと木材リサイクルに大別される。 

 

以上の本議案と参考資料に対して、次の質疑や意見があった。 

［事業計画における事業の種類の文言］ 

鈴木 ２の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、

講演等の開催事業の文言で、「不法投棄等」は時代にマッチしていないのではない

か。他の事業の文言も併せて時代にマッチするよう訂正の取組みに着手願いたい。 

専務理事 ハードルはあるが、訂正に向けて取り組んでいく。 

 

［2019年度全木リ連事業計画の背景と基本方針］ 

○効率的物流改革の推進 

鈴木 効率的物流改革の推進に、自動運転を加えたい。 

専務理事 ふさわしい箇所に追加したい。 

鈴木 ヤードの確保は共同ヤードのことか 

議長 いま、関東協会で物流の効率化を進めている。非効率的な物流や車両不足を解決

するには、ハードルはあるが、共同ヤードや問屋構想を中心にして進めていく必要

がある。 

○SDGｓ 

議長 SDGｓは顧客のニーズにダイレクトにつながる。これにそって進めていくことは

順当である。 

○適合チップ認定制度 

議長 関東協会でスタートしたが、必ずしもうまくいっていない。異物混入により品質

が悪くなっている。ユーザー側でほぼ原因は分かっており、主にフルイ、磁選機等

の設備がないメーカーからの搬入である。設備投資に関して、例えばフルイの設置

に環境アセスなど新規許可と同様の検討期間を要するなど、許認可の問題がある。

国に対して、処理能力が同じであれば変更届で済むように強く要望していく必要が

ある。ローカルネットワーク構想は、どこも同じ品質のものでなければ成り立たな

い。適合チップ認定制度も努力に向かっているから認定するだけでは難しい。少し

厳しくしなければならない。関東協会の需要者部会でも、制度を実施している以上、

結果を求めなければならないという指摘を受けている。 

山口 ユーザーは搬入したメーカーを把握しているのか。また、搬入制限等の措置をと

っているのか。 

議長 そのような措置をとっている。新年度は設備を持っていないところの受入量を減

らすなどの方向となろう。 

矢吹 それは会員なのか。 

議長 会員ではなく、系列の事業者が多い。北関東地区では移動式破砕機も多く、土砂

の混入がある。 
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＜関連意見＞ 

○許認可 

鷹野 5t以下は届出だけで簡単に設置でき、自治体は人員の関係で全てチェックするこ

とは無理である。一方、我々処理業者は同じ機種・形式でも古くなって取り換える

には一から申請し直さなければならない。モーターを大きくするなら分かるが、相

談に行くと、自治体によって枠を残して大規模修繕ならいいといった話も聞く。全

国的な統一が必要である。 

○災害廃棄物 

鷹野 災害廃棄物に関して、全ての災害において一般廃棄物扱いである。これでは広域

処理ができない。例えば、激甚災害に認定されたら、災害廃棄物と定義し、一般廃

棄物でも産業廃棄物でも広域処理できるようにすることが大事である。一般廃棄物

では簡易焼却炉をつくるか、一般廃棄物許可をとって移動式破砕機を持ち込み現地

でチップ化し有価物として他府県に出さなければならない。大阪はチップが余って

いる。搬入制限しているところもあるが、売れるか売れないではなく、我々の仕事

の本質は来たら受け入れることである。どう処理するかは別の問題である。そうし

なければ管理型処分場に行くか、自治体の焼却炉で処分する道しかない。いずれも

難しく、不法投棄に繋がってしまう。量のバランスを取ることが大事な仕事である。 

○品質問題 

鷹野 近畿協会、東海協会では昔からのチップ製造業者が多く、品質に関しては大きな

問題となっていない。ユーザー側にお願いすることがあるが、少ない量を生産する

メーカーでは高額な設備投資は難しい。大量に使うユーザー自らが高速磁選機など

の設備を付ける必要があるのではないか。もちろん、メーカー側も品質の良いチッ

プを搬入することは当然である。 

○人手不足及び物流 

鷹野 全産連からアンケートがきている。現状では、働き方改革をしても外国人労働者

は雇えない。そのためには、全産連と足並みをそろえて行動していく必要がある。

物流の待ち時間も、メーカー、ユーザー、物流と一体となって工夫し解決しなけれ

ばならない。将来の自動運転もしかり、コンテナを置いて積んでおくことも方法で

ある。女性ドライバーも、積み下ろしが楽になれば働ける。 

山口 物流も時間制限が厳しくなり、待ち時間も単価に加算されるため、待ち時間は減

る方向になると聞いているが。 

鷹野 実際にはまだまだ浸透していないと感じている。 

議長 いま、関東協会では物流部会で待機時間を調査し、積上げを行っている。ドライ

バーが積むというチップメーカーの慣習も変えていかなければならない。大手に頼

めば、13 時間労働以内で１車当たり月 150 万円以上の条件となる。物流＝リサイ

クルという気持ちで取り組んでいきたい。物流は荷主責任があり、労働基準関係法

令に違反すれば、厚生労働省の公表事案に載る。物流は弱い立場であり、個別では

なく協会として要望していくことが大事である。 
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鈴木 積込時の転落防止も大事な課題である。 

 

＜事業計画の日程＞ 

日程について、次の通り確認した。 

○イベント出展…「第 29回森と花の祭典」（林野庁主催）に、スタッフがそろえば出展

する予定である。 

○理事会…中四国協会の担当で、同協会から 10月実施の提案があり了承された。また 

視察・研修も理事会に合わせてはどうかという提案があり、了承された。なお、視察

先については、広島県のチップ工場併設のバイオマス発電所が候補となったが、改め

て決定することとした。 

○需給問題検討会は要望提出の時期を勘案して 9月に実施、ユーザー懇談会は連合会調

査結果の発表のタイミングを勘案して 11月下旬から 12月上旬に実施する。 

 

以上の質疑や意見交換がなされたあと、本議案は原案通り了承された。 

 

第３号議案 「役員の改選」                     （専務理事） 

役員の改選について、資料に基づき意見を求められた。 

㈱タケエイの徳山重男氏が辞任の意向があり、交替として㈱タケエイ内で相談して選

出をお願いすることとした。他は全員留任とする。 

 

以上の意見により、4月予定の理事会で新理事候補を含め正式に提案することとした。 

 

第４号議案 「定款の変更」                     （専務理事） 

定款の変更について、資料に基づき次の説明があった。 

第 15 条に監事の職務として、理事会の招集を請求することを追加する。関連して、

第 34条の根拠条文を変更する。 

第 16条の役員の任期に短縮規定を追加する。関連して、2項と 3項を入れ替える。 

第 37条の条文中の脱字を訂正する 

関連の附則を追加する。 

 

本議案について、特に意見はなく了承された。 

 

その他 

(1) 大規模災害への対応について   

・平成 30年度災害廃棄物再生利用促進調査検討業務          (専務理事)                  

資料に基づき、次の説明があった。 

この業務は、泥土リサイクル協会が環境省から受託したものである。平常時に再生利

用されているものが非常災害時に対応できなかった事例を調査・整理し対応策を検討す
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る目的である。具体的な廃棄物として、環境省から廃石膏ボード、太陽光パネルが指定

されたが、同協会で流木を対象とする提案をしたとのことである。対象は木くず全般で

もよい。着目すべき点も示されている。このための意見交換会が 2回行われるが、この

出席者について決めたい。なお、全国の主要な処理施設の所在地も調査対象であるが、

木材リサイクルマップを転用したい。 

 

この出席者については、九州協会：河野氏と専務理事：原とすることが決まった。ま

た、リサイクルマップの転用も承認された。 

 

・連合会チップメーカー会員における許可能力について            （事務局） 

資料に基づき、次の説明があった。 

前回の理事会で国への要望に関連して、連合会の許可能力を把握する必要があるとい

う意見があり、事務局で調査した。公開情報と地域協会事務局への確認を経てまとめた

内容である。許可能力は産業廃棄物の許可で切削設備を除いている。年間稼働日数は

250日とした。㎥許可は 0.3tで重量換算している。また、チップヤードは調査対象外と

した。近畿協会は実績と許可能力の違いが少ない。北日本協会、九州協会は差があるが、

移動式破砕機の所有数と冬季の稼働日数の減少等が考えられる。 

 

＜関連意見＞ 

○換算値 

鷹野 ㎥は生木と建設系廃棄物では違う。建設系廃棄物の搬入時は１桁台だが、破砕時

に埃が出るためシャワーリングして水分重量比を 25％にする。それで、3,200～

3,300ｋcalとなる。50㎥のチップ車で、0.2換算で 10tである。ヤードを歩測する

と、ほぼ同様である。生木は 0.4tと少しか。 

中野 そこまではいかない。 

専務理事 0.3tが連合会会員の実績値と考えられる。 

山口 稼働日数 250日は少ない感じがある。280日～290日はある。 

鈴木 安全値をみての数字と理解する。 

○ヤードの面積 

鈴木 備蓄が必要であり、ヤードの面積が欲しい。アンケート調査できないか。 

専務理事 自治体が仮置き場としてヤードを確保しているが。 

鷹野 災害地で仮置き場が条例で決まっていたが、具体的な場所を選定しておらず道路

に積み上げられている例がある。行政が材料置き場を指定すべきである。 

片岡 実際には在庫を抱えて、厳しかったという話も聞く。地域によって事情の違いが

あり、難しい。 

専務理事 3月の調査広報委員会でヤードの調査について具体的にどのようにしていく

か議論していくこととしたい。 

○県外処理 
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片岡 中四国では日量 150t の処理があり、県外にお願いしている。廃掃法 15 条の 2

の５に規定する特例で一般廃棄物を処理している。 

鷹野 いずれにしても自治体間の事前協議が必要である。災害廃棄物は処理が最優先事

項である。一般廃棄物、産業廃棄物の区分を超えて、速やかに処理できる方法を考

えていかなければならない。 

河野 一方で、行政が管理しないと、能力がないにもかかわらず処理に係る事業者が出

て、もめる事例があることも留意しなければならない。 

 

(2) 木質チップ市場価格実勢調査結果報告                         （事務局） 

資料に基づき、次の説明があった。 

平成 30年 10月時点の調査結果である。全国的に Bチップが値上がり傾向で、CD 

チップが値下がり傾向である。東海では Aの切削チップが値上がり傾向である。中国で

は会員数及び回答数の増加で値上がりに見えるが、実質の価格変動はない。 

 

(3)  2019年度通常総会について                             （専務理事） 

2019度通常総会について、次のような説明があった。 

6 月 6 日(木)に IKE・Biz 豊島産業振興プラザで午後 1 時半から行う。講演会の講師

は事務局で検討することとなった。 

 

(4) その他 

・中部視察報告 

 資料に基づき、平成 30年 11月に実施した視察報告があった。    （専務理事） 

 

・エコプロダクツ 2018 報告                    （専務理事） 

資料に基づき、平成 30年 12月に実施したエコプロダクツ 2018の報告と協力のお礼

があった。 

 

・ホームページの改訂                       （事務局） 

 資料に基づき、FIT関連情報をまとめたこと、地域協会からのお知らせを会員専用ペ

ージとして新設したこと、更新情報にスクロールバーを設けたことについて、説明があ

った。 

 

・木質バイオマスの産業用等熱利用実態調査成果報告会の案内    （専務理事） 

 

・その他 

このほか、議長から次の情報提供があった。 

○人手不足のアンケート 

 この経緯について言うと、産業廃棄物処理産業の振興法の制定に向かって議員連盟が
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動いている。人手不足は具体的数字がないと議論のテーブルにのらないと指摘された。

しかし、地域協会に説明せずアンケートを出したため回答数が少なかった。26,000～

27,000の会員がおり、1人の不足でもその数になるはずであるが、あまりにも少なく再

度調査することとなったものである。 

○外国人労働者 

 この度、入管法の改正で 14 業種に外国人労働者の在留資格が適用されることとなっ

た。外国人労働者の雇用は、実習制度の受け入れ産業に認めてもらわなければならない。

そのためには、資格制度の創設が必要で全産連が検定機関となる。2月に産業廃棄物処

理検定が行われるが、資格制度の礎となるものである。外国人実習制度の検定も全産連

が検定機関となる予定である。次は、受け入れ団体である。 

○AI、IoT 

  労働災害に歯止めをかけなければならない。そのために、今後は自動化・無人化に

向かっていく。自動運転もしかりである。環境省も積極的に進めたい意向である。来年

度は予算化されていないが、引き続き財務省に要望していく意向であると聞いている。 

○再生品利用の促進 

 促進には、廃棄物の卒業基準が大事である。売れてはじめて卒業となるとか、生産工

場から出荷したところで製品となるとか、自治体によって解釈に違いがある。再生品活

用のためには、卒業基準をしっかりしてもらいグリーン購入法を守っていくことが必要

である。 

○FIT関連 

 太陽光発電において価格の見直しがあったが、バイオマスに関してもその波は来る。

現に、バイオマス発電においても入札制度が始まり、最近ではバイオマス燃料の投入比

率の変更について、国民負担の抑制に向けた対応に関する方向が示されており、近く施

行される。プラントメーカーと発電事業者の損得バランスはどうか。今後、注視してい

かなければならない。 

 

＜関連意見＞ 

鷹野 ドイツでは買取制度をやめている。そうした方向になっていくのではないか。一

般木質の範疇に PKS が入っているのはおかしい。現地ではヤシ殻から油を取り出

した後の産業廃棄物である。それを日本で国民負担しているのは理屈に合わない。

林業の活性化のために始めた事業だが、目的から外れているのではないかと感じて

いる。 

議長 そうした意見も要望に盛り込むこととしたい。 

鷹野 卒業基準は大事な話である。サイロ下でマイナス価格となり製品でないとなると

保管場所が厳しく制限される。法令順守については、厳しい対応が求められる。廃

棄物に関して最高裁による総合判断説があるが、対抗するためには契約書等をしっ

かり交わしておかなければならない。 

議長 再生品は、プラスチックによって流れが変わる。RPF の海外輸出を可能とする
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には、JIS等の品質が守られて工場から出荷したら製品であるというようにならな

いと難しい。 

鷹野 サービス業ではなく、リサイクル業として認定させていかなければならない。 

議長 環境省の中に課長を座長とする振興チームができている。これに応えるには、品

質、適正処理、労働安全にしっかりと取り組んでいかなければならない。 

鷹野 RPF に関連して、こんな事例がある。プラスチックを学生服やカーペットに再

生していた業者がいたが、倒産してしまった。だいぶ前に処理費をとるための許可

について相談を受けたことがある。当時、行政では中国で高く売れるなら処理費を

払わず、そちらへと売る方向で施策を進めた。いまになって中国が変わり、プラス

チックが溢れている。再生しようとすれば、日本の技術では可能である。国の政策

の問題であり、廃棄物の再利用を応援すべきである。 

 

議長 様々な意見をいただいた。以上で理事会の議案及びその他の説明を終了する。 

 

以上をもって理事会は終了し、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。 

 

閉会 16：45 

 

 

    平成 31年 2月 14日 

 

議     長   理事長   藤枝 慎治   ㊞ 

 

議事録署名人  理  事   中野  光   ㊞  

 

議事録署名人  理  事   石田 謙治   ㊞ 

 

議事録作成人  専務理事  原  信男  ㊞ 

 

 

 


