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平成 31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 ： 令和元年１０月２９日 １２：００～１３：１０ 

場  所 ： ANAクラウンプラザホテル岡山 １９F 会議室 宙（岡山県岡山市北区

駅元町 15－1） 

総 役 員 ： 理事 １３名、監事 ２名 

出   席 ： 理事  ７名 藤枝 慎治、鈴木 隆、山口 昭彦、鷹野賢次郎、片岡 重治、

粕谷 毅、原 信男         

監事  ２名 矢吹 賢二、田中 一正 

書面表決 ： 理事  ６名  中山 智、中野 光、櫻井 慶、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、中四国協会事務局・岡崎 博紀、 

九州協会事務局・河野 秀彦 

中四国協会会員５名、北日本協会会員１名、関東協会会員３名、 

賛助会員１名 

報  道：    日報ビジネス・青木大地 

事 務 局：    十川 有子 

 

議    事  

第１号議案  平成３１年度上半期事業実施状況について 

第２号議案  大規模災害への対応について 

第３号議案  平成３１年度各種調査結果速報 

その他   （１）ユーザー懇談会の開催について 

（２）国との需給問題検討会（報告） 

（３）地域別市場価格実勢調査の改訂について 

 （４）エコプロダクツ２０１９の出展について 

（５）その他 

                                              

 議事内容  

          司会 原専務理事  

 

 

１ 理事長挨拶        藤枝理事長   

今回の理事会は視察と同時開催となり、岡山に来ていただき、ありがとうございます。

中四国協会の皆様には設営でお世話になりました。先の大きな被害をもたらした台風で
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すが、その後の復旧作業にも協会員が協力していると聞いている。こういう時にしっか

り力を発揮するのが協会の強みである。皆様のご尽力を賜りしっかり地域に貢献してい

ただきたい。本日の理事会は、上半期の事業活動の報告や大規模災害への協会の対応、

ユーザー懇談会に向けての用意などを話し合っていきたい。この後視察もあり、進行に

ご協力をいただきながら進めていきたいので、よろしくお願いしたい。 

 

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 

事務局から関東協会：粕谷理事、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３１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発事業 

・ホームページの木材リサイクルマップの更新を予定している。 

（２）木材資源等の再利用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 

・総会に続き、「働き方改革」、「木材のカスケード利用」の２つのテーマで講演会

を開催した。 

・本棚講座を中学校で初めて開催した。 

・１０月にポートメッセなごやで開催した「ウッドワンダーランド」に初めて出

展した。 

（３）木材資源等の再利用に関する技術及び法案整備のための調査、研究事業 

・視察、国への要望、適合チップ認定制度の検討、FIT 制度の対応、各種調査等

を実施した。 

（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１２日にユーザー懇談会を開催する。 

・大規模災害への対応で、国の検討会に参加した。 

（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 

・寄付金について３６０万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。 

 

 次に、平成３１年度収支状況経過報告に関して主な事項について説明があった。概ね

順調に執行している。 
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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 大規模災害への対応について         （原 専務理事） 

 資料に基づき、国の検討会の参加状況と災害木くずのリサイクルに関する全木リ連の

意見について説明があった。合わせて、先の国との需給問題検討会で提出した資料につ

いて紹介があった。 

 

以上の説明に対して、特に意見はなく、了承された。 

 

第 3 号議案 平３１年度各種調査結果速報          （原 専務理事）  

２つの調査について、以下の説明があった。 

ア 木質バイオマス需要調査（ユーザー調査） 

サーマル利用の年間予定数量と割合について、昨年比で輸入材が３．３倍と大幅に増

加している。チップ以外の木質バイオマスの価格は年間ほぼ一定が５８％で、チップに

比べて安定度が低い。今回新たに調査した大規模災害への対応では、災害材を受け入れ

たことがあるが５８％、今後の受け入れ可能が６０％となった。受け入れの前提条件は

品質の確保や取引先との調整が多く、受け入れられない理由は品質の担保とヤードの確

保が多かった。 

 

イ 木質チップ等生産会員実態調査                 

 品目別取扱い量は、生木がやや増加している。生産割合についてはサーマル利用がや

や増加している。売電系発電では FITが昨年の３２％に比べて５４％となっている。今

回新たに調査した大規模災害への対応では、災害材を処理したことがあるが３８％、今

後の受け入れ可能が７５％となった。受け入れの前提条件はヤードの確保、供給先の確

保、一次選別の実施が多く、受け入れられない理由はヤードの確保、処理能力不足、供

給先の確保が多かった。また、災害材を処理したことがある３８％のうち、一般廃棄物

の許可を持っているが７０％、特例許可が３０％であった。 

 

以上の説明に対して、特に意見はなく、了承された。 

 

その他                           

（１）ユーザー懇談会の開催について 

１１月１２日に IKE・Biz としま産業振興プラザで開催するとの報告があった。 

       

（２）国との需給問題検討会（報告） 

 ９月１２日の検討会議事録に基づき、報告があった。 

 

（３）地域別市場価格実勢調査の改訂について 
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  販売先と品質規格との不整合が多く、その防止のために様式を少し訂正した、内容

についての変更はないとの説明があった。 

 

（４）エコプロダクツ２０１９の出展について 

１２月５日から７日に東京ビッグサイトで開催するエコプロダクツの報告と、関連 

して協賛企業の募集について説明があった。 

 

（５）その他 

  ①貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正により荷役作業や附帯業務が「乗務記

録」の記載対象になったことで、関東協会の試みについて説明があった。 

  ②中央電力（電力の総合サービス）が１１月１日から賛助会員になったとの報告が

あった。 

 

藤枝議長  

それでは、災害の対応について報告をお願いしたい。 

 

片岡副理事長（中四国協会） 

   玉島は、真備地区の公費解体で９０％の進捗状況である。共同企業体の受託期間は１

２月までで既に追い込みの状況であり、木くずはほぼ完了が見えてきている。災害ごみ

を処理している水島は、搬入量が当初予定の２倍で工期を 3か月延長した。進捗状況は

６０％である。発生後２年で片づけるということで来年６月までに撤去して更地にして

戻すということで突貫工事のような業務が残っている。 

   木くずは岡山県以外の中四国の会員や九州協会にも手伝ってもらい、スムーズに流れ

た。いまは県内の業者で出来ている。 

 

  粕谷理事（関東協会） 

   台風１５号の関係で、弊社は千葉県の南房総市と館山市で対応している。南房総市は

今月いっぱいで目途がつく。館山市は仮置き場から川﨑等に大型船で運んでいる。川崎

市、横浜市では、川﨑の集積所は今月いっぱいで目途がつく。横浜市の金沢区は来月中

旬からの契約予定で年内目途の予定である。 

   台風１９号の関係では、長野方面にグループ会社がある。大規模な中間処理施設がな

いため応援要請がある。人手が厳しい状況で、土日や祝日はボランティアによる搬入が

多くなり、休みが取れない。緊急時なので協力しているが、３人１組で２０から３０人

取られると工場の操業が厳しくなる。 

 

  藤枝議長  

   各地域で産廃協会が災害協定を結んでいる。横浜市、川崎市で初めて協定が発動した。

しかし、役所の担当部局の不明確さや災害対応の仕様書が書けないなどの混乱が生じた。
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こうした問題点を集約し、木材のリサイクルに関して国や自治体に提言できるようにま

とめたい。 

    

  鈴木副理事長（北日本協会） 

   ここで FIT認定事業所の取り消しついて報告したい。 

 

  北日本協会：高橋 

   北日本協会で１０月に認定事業所１件の取り消しをした。会員ではない。実績報告の

２４円材に関して、出し先の証明書の根拠がなく、分別講習を経ても改まらないため、

そうした措置をした。 

  

 藤枝議長  

   次に、各地域の状況について、報告をお願いしたい。 

 

  北日本協会：高橋 

   先日、福島県と宮城県で水害の被害があった。生ごみについては協会員に打診があっ

たが、木くずは問い合わせがない。近々、東日本大震災の時の資料があり、また、現在

はどれくらい出来るかを確認している。これらを基に、福島県と宮城県にどれくらい手

伝えるかを話に行く。郡山市の会員の事務所が水没し、まだ復旧していない。 

 

  関東協会：原 

   長期停止していた千葉県の大型発電所が動き出したが、再度止まっているため、チッ

プの余剰状態が続いている。さらに、大型の定修が重なっている。台風１５号は千葉県

の被害が報道されるが、神奈川県でもかなりの被害が出た。千葉県では関東協会の会員

が木くずに関して動いている。台風１９号では長野県や埼玉県の会員が被災した。 

 

  東海協会：山口副理事長 

   台風の被害はほとんどなかった。ただ、今年の春過ぎから需給バランスが供給過多と

なった。お客の火災等で停止して、９月末までに７万トンくらい積んだ。どこかの工場

が必ず材をとることを協力しながらやっている。１０月１日に５０メガのバイオマス発

電が稼働した。テストは９月からしていた。それにより在庫は徐々に減ってきている。

まだ相当量は残っている。需要は出てきたが、予断を許さない状況である。 

 

  近畿協会：鷹野副理事長 

   相変わらずだぶつき気味である。昨年の台風、北大阪の地震に加えて、製紙会社の３

か月の停止で過剰気味になった。今年になって製紙会社は動き出したので、何とか搬入

を断らなくてよくなった。長くこの仕事に携わり、住宅着工や景気を判断して、解体は

どれくらいと予測して集荷計画を立ててきたが、これだけでは通用しなくなった。１０
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０年に１回規模の台風や地震が毎年起こっている。数字的に読めない。阪神大震災の時

には時限立法で災害廃棄物とした。それまでは各市町村がごみを公園や海岸、校舎など

の仮置き場に積み上げた。その処理が大変であった。災害廃棄物としたことで、産業廃

棄物業界も出てこられ処理が早くなった。今は一般廃棄物であり、その許可を持ってい

る業者は少ない。熊本県では地元業者が破砕機を持ち込み現地でチップ化し、有価物と

してセメント会社に協力してもらい処理した。実際はマイナスであった。総合判断説が

あるが、地方によっては通用しない。行政の責任をはっきりさせる意味で一般廃棄物と

いっていると思うが、災害廃棄物としないとやりにくい。一般廃棄物の処理をなぜ産廃

協会が結ぶのか。早く片づけることが大事である。特例で許可をというが、大阪府でも

多くの市町村がある。他府県も必要である。広域では一般廃棄物では対応できない。真

備町ではがれき置き場は想定していたが、住民の反対も考えて決めてはいなかった。ご

みは道路に並べていた。混ぜればごみ、分ければ資源である。資源として使えるように

置き場を万一の時に使えるようにしないといけない。東日本大震災の時は放射能があっ

た。国が何デシベルまでは良いと決めてくれればやりやすかったが、動きようがなかっ

た。スムーズに片づけるためにいろいろ提案すべきである。 

 

  中四国協会：岡崎 

   連合会の理事会の前に中四国協会の理事会を開いた。３社の正会員の入会があった。

四国の高知県、徳島県で各１社、今回の豪雨災害の処理を一緒にやっている会社も入会

した。また、本日、広島県でバイオマスボイラーの竣工式があるが、そちらも協会員が

中心になって事業をする。 

 

  九州協会：河野 

   高位安定で推移している。木くずが多く発生し、チップが余っている。住宅着工件数

を指標として検討しているが、消費税が上がったにも関わらず、発生量が変わらないの

が現状である。懸念していることは、関東、東北の災害で多く発生した木くずが西に流

れてくることで、九州から四国や山口に持って行っているものが、災害優先でストップ

がかかるのではないかということである。 

 

  藤枝議長 

   鷹野さんのコメントがあったが、我々の協会は国へ提言する立ち位置にある。最近、

国に呼ばれることが多くなった。それだけあてにされていることであり、しっかり対応

していきたい。政策研究会をつくったが、顧問の国会議員に通訳してもらい、我々の気

持ちをしっかり伝えたい。今回の台風で企業の被害が多く、横浜市と市の議員連盟に要

望を出して、３３億円の予算で１社３千万円の補助金が出ることとなった。こうした働

きかけを出来るかどうか。災害が続くが、力強く意見を言うためにも協会員の要望を聞

いていきたい。 

   今、全産連と環境省が３つの重点課題に取り組んでいる。 
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一つ目は、廃棄物処理責任者資格の検定制度が動く。今の資格制度よりレベルが高く、

将来の職業認知に向けての一歩となる。従業員、役員で資格を確保することが大事であ

る。 

 二つ目は、リサイクル材の活用である。まずは、建設汚泥と再生砕石からスタートす

る。木くずは有用に活用されており、また逆有償や有償の問題がある。通常の商習慣が

遮断されてはならないので、入っていない。 

 三つ目は、人の問題で、外国人技能実習制度である。職業認定に向けて環境省と全産

連が厚生労働省と協議を進めている。検定制度がないこと、労働災害の被災率の高さが

問題であり、労働安全の取り組みが大事である。 

  

 以上で理事会を閉会した。 

 

閉会 １３：１０ 

 

  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  理  事  粕谷 毅    ㊞ 

 

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 ㊞ 


