
平成 31年度全国木材資源リサイクル協会連合会 

第 3回理事会 

   

日  時  ： 令和 2年 2月 26日（水） 15:00～16：30 

場   所  ： ㈱グーン 横浜みなとオフィス 

総 役 員  ： 理事 13名、監事 2名 

出  席   ： 理事 7名  藤枝 慎治、鈴木 隆、片岡 重治、中野 光、粕谷 毅 

               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 6名  山口 昭彦、鷹野 賢次郎、中山 智、櫻井 慶、 

               船越 登、河本 一成 

 オブザーバー出席 

      ： 関東協会 梅村真二郎、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、 

関東協会事務局 石出信二、関東協会物流部会長 永留 和雄 

 報 道 ： 日報ビジネス 徳永 圭太 

 事 務 局 ： 十川 有子 

 

 議 事 ： 第 1号議案 平成 31年度事業の執行状況 

          第 2号議案 令和 2年度事業計画の変更 

          第 3号議案 役員の報酬等に関する規程の変更 

          第 4号議案 職員の給与に関する規程の変更 

          第 5号議案 入会金及び会費規程の算定方法の変更 

     その他 

(1) 事務局長の就任 

(2) 平成 30年度 FIT認定事業者取扱実績報告及び認定事業者取消の報告 

(3) 木質チップ市場価格実勢調査結果 

(4) 令和 2年度国への要望 

(5) 物流業者の乗務記録の運用 

     （6）令和 2年度通常総会 
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議事内容  

司会 原 信男 

１ 理事長挨拶 藤枝理事長 

 今、世の中、新型コロナウイルス等で大変なときですが、お集まりいただきましてあり

がとうございます。どうしても来年の事業計画に向けていろいろ御相談しなければいけな

いこともありましたし、議決いただかなければいけないこともありましたので、開催させ

ていただくことになりました。 

 昨今は、木材の発生量では、通常の年よりも大分冷え込んでいる地域があると聞いてい

る。そういう中でも、協会の中でいろいろ情報交換しながら安定的に供給ができるように

みんなで協力していきたい。 

 また、毎回のことだが、品質、特に燃料チップの品質、異物の件で、ユーザーさん、需

要家さんからいろいろな不具合の御報告もいただいている。各協会でいろいろ取り組んで

いただいて、品質向上に向けての努力をなお一層お願いしたい。 

 さらに、12月末で統計が締め切られる労働安全の件だが、昨年よりも増加傾向にあると

いうのが我々の産業のようである。これについてもしっかり取り組んでいきたい。 

 加えて、２年後ぐらいに迫ってきたが、外国人技能実習制度の受入れについては、職種

認定を受けるための一つの条件として、安全対策ということを強く厚生労働省からも言わ

れているので、新年度に向けてこういう取組もしっかりやっていきたい。 

 本日はよろしくお願いしたい。 

２ 議長選任 

 定款第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 

 定款第39条に則り、司会から北日本協会の中野理事、東海協会の石田理事の２名を指名

し、全員の了承を得た。 

４ 議事  議長 藤枝理事長 

第１号議案 平成31年度事業の執行状況について        （原 専務理事） 

定款第５条の事業に即しての主な事項について、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 

  ・連合会の各種調査報告をホームページで公表し、情報提供をした。 

  ・「連合会通信」を月に１度、定期的に配信した。 
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  ・関係会議、講習会については、機会を捉えて出席し、情報提供をした。 

 

（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 

  ・講演会は昨年の総会で 

①「働き方改革法及びその対応」、人事労務コンサルタントの坂口氏 

②「木材のカスケード利用をあらためて問う」、東京大学名誉教授の有馬氏 

  ・社会貢献・ＣＳＲ活動では、イベント等に出展した。 

①林野庁主催の「森と花の祭典みどりの感謝祭」（５月11日・12日、日比谷公園） 

  ②中央区の「エコまつり」（６月２日） 

  ③環境講座「リサイクル木材で本棚をつくろう」（小岩第三中学校・中央区環境情報

センター） 

④愛知県のポートメッセなごやで「ウッドワンダーランド」（10月３日から６日、東

海協会と合同） 

  ⑤「エコプロダクツ2019」（12月５日から７日、北日本協会と合同） 

それぞれ配布物あるいは協賛金として、多くの会員企業に協力をいただいた。 

 

（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 

  ・調査広報委員会は３回、６月・９月・１月に開催。主な内容としては大規模災害に

どう取り組んでいくか。 

   ・木質バイオマス需要調査については、例年の調査に加えてサーマルユーザー対象に、

投入比で年間予定数量の種類別調査を実施した。また、「大規模災害への対応アン

ケート」を実施した。 

  ・生産会員実態調査についても、「大規模災害への対応アンケート」を加え実施した。 

いずれも、環境省、林野庁の検討会に情報提供をした。 

  ・市場価格実勢調査については、調査票のフォーマットを改訂して、集計上の問題点

の解消を図った結果、修正件数割合が、これまでの平均21％から10％に減少した。 

   ・国への要望に対する国の省庁からの回答の場として、木質チップに係る需給問題検

討会（令和元年9月12日）で、４省庁を招いて意見交換を行った。 

   ・木質チップの性状調査については、会員が環境保全㈱にお願いすると、連合会に還

元されてその半分を地域協会に還元するという事業であるが、引き続き委託を推進
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していきたい。 

・国内視察については理事会に併せて、中四国協会の地域で実施した。        

（岡山県の災害廃棄物の関係で玉島処分場と水島処分場、大建工業の岡山工場） 

 

（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 

・ホームページ等の通信手段を活用して、バイオマスの認定事業者一覧と取扱実績報

告、市場価格の実勢調査等について、情報提供を行った。 

  ・国、自治体の施策への協力と調整について、適時、関係省庁を訪問した。 

  ・ユーザー懇談会（11月12日）を関係省庁の出席を得て、開催した。 

 

（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 

・建設副産物リサイクル広報推進会議へオブザーバー委員として出席。 

・災害木くずの処理に関係して、環境省、林野庁の「検討会」に、出席。 

 

次に、平成31年度収支状況報告に関して、主な項目について説明があった。 

 ・若干の黒字になると見込んでいる。 

 ・寄付金は、目標にまだ届いていない。 

 

以上の説明に対し、特に意見はなく、了承された。 

  

 第２号議案 令和2年度事業計画の変更 

・「変更」というタイトルだが、平成31年度に定款変更で５つの事業名を変更した。そ

の際、事業計画と予算について２か年の議決を取って提出するということになったた

め、平成31年度に令和２年度事業計画として議決をいただいている。従って令和２年

度で改めて議決をいただくときに、31年度で議決したものの変更という形になるので、

「令和２年度事業計画の変更」というタイトルとなった。 

 ・「2020年度全木リ連事業計画の背景と基本方針」を基本にしながら事業計画を立てた。 

①ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）と木材リサイクル 

②産業資源循環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災害廃棄物処理と木材リサイクル 
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⑤的確な需給見通しと木材リサイクル 

これら、５つの大きな背景を踏まえ、事業計画を立てた。 

 ・事業計画の概要 

①廃プラスチックの国内滞留の関係、従前のバイオマスボイラーの老朽化と新しいＦＩ

Ｔ発電所の建設等による木質チップの需給変化を概要の中にうたい込んだ。 

 ②ホームページに関しては必要な修正を検討していきたい。 

 ③イベント、セミナー、講演等の開催事業については、改めてイベントの効果等を考え、

真に必要なものを重点的に実施していきたい。具体的なことには改めて相談するが、

「エコプロダクツ」を主なイベントとして動いていきたいと思っている。 

 ④先進地域視察については、これまでバイオマスボイラーなど、我々の業界に関係の深

いところを中心にしてきたが、視察先として労働安全や異物混入防止、あるいは外国

人研修生の受入れなど、我々の業界が迫られている課題を踏まえて、異分野も候補と

して考えてもいいのではないかいう御提案もいただいている。 

⑤国への要望については、６月に予定をしているが、真に効果がある要望を検討しなが

ら進めていければと思っている。 

 ⑥適合チップ認定制度については、関東協会で始めた制度を全国展開しようということ

で、調査広報委員会等で検討してきたが、関東協会でも大きな成果は見られていない。

今、関東協会で2020年度改訂版を検討しているところでもあり、そうした方向を踏ま

えながら、連合会制度とするための課題について検討を進めていきたい。 

 ⑦大規模災害における災害被災木の活用については、これまでの各地域協会の災害復旧

活動、実績等を踏まえながら、より実践的な取組を検討していきたい。令和２年度の

大きな事業の一つとなる。 

 ⑧北海道は三基開発が退会をし、今、会員ゼロになっている。また、北陸は会員が１社

となっている。会員増強のためと新規会員の入会に向けて努力をしていきたい。 

 ⑨理事会は各地域協会がこれまで持ち回りでしてきたが、例えば会員の少ない地域で開

催する方法もあるという提言もいただいている。 

 以上の事務局からの説明に対して、 

○理     事  今の会員のいない地域で理事会を開催するという点を詳しく知りたい。 

○原専務理事  例えば関東だと長野県が少ないが、そうしたところで開催すれば、そこ

で地元の会員でなくても同業者に声をかけてオブザーバーで出席してもらうとか、ある

いは北陸は会員が少ないので、金沢あたりで開催してみるとか。 
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○藤枝理事長 協会自体のＰＲが足りないのかもしれないが、ご存じない方もいる。今度、

全木リ連の理事会にオブザーバーで参加していただき、ここまでやっているなら入会し

たほうがいいと考える人もいるかもしれない。持ち回りになると、東京、名古屋、大阪

など決まったところになってしまう。 

   先ほどの視察見学の件も、毎回バイオマスボイラーばかり見ていてもつまらないと言

ったら怒られるかもしれないが、労働安全とか、実際に外国人技能実習制度受入団体や、

教育機関などを見てみたほうがいいのかと思う。 

  イベントについては、事務局がやることがたくさんあり、事務の効率化も含めて的を

絞って充実した形でやったほうがいい。お茶を濁す程度に参加しても意味がないかなと

いうこともあって、効果があるものに分厚くやりたいということである。 

  また、災害廃棄物関係、これも去年の台風15号、19号のときに環境省から直に、災害

廃棄物の中の木くずについては、連合会が受皿になりますという宣言をしてほしいとい

う話が実際にあった。災害廃棄物の関係については、しっかりやる必要があると考えて

いる。 

 

以上の説明に対し、特に意見はなく、了承された。 

  

第３号議案 役員の報酬等に関する規程の変更 

・この規程は、平成28年に施行した。認定ＮＰＯになる条件のために策定した。曖昧な部

分や、実施していない報償費もあり、実態に合わせて、直させていただく。 

・報酬基本額が第４条にあるが、専務理事の報酬基本額は月額20万円で、「理事長は専務

理事の月額報酬を報酬基本額の100分の75から125の範囲内において、予算の範囲内で支

給することができる」とあり、曖昧な部分があるので、金額で定めたい。 

  

第4号議案 職員の給与に関する規程の変更 

・東京の最低賃金が1,013円になったが、今の規定では、最低賃金よりも低い金額が記載さ

れている。 

・月額給が、理事長が100分の75から125の範囲内で定めると記載されていて曖昧な部分が

あるので金額で定めたい。 

・「深夜勤務手当」が記載されているが、実際にはないので削除したい。 

・通勤手当月額２万円を1万円に修正したい。 
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第3号議案、第4号議案について、以上の事務局からの説明に対し、  

○理 事  

・第３号議案については、月額表現がない。 

・通勤手当を1万円にすると、対象者の幅が狭くなってしまう。 

との指摘、議論があり、 

○原専務理事 

 ・月額の文言を追加する。 

 ・現行の2万円は修正しない。 

 

との説明があり、了承された。 

 

第 5号議案 入会金及び会費規程の算定方法の変更 

・現行の「地域協会会費規程」を説明した。 

（地域協会の会員一人あたりの年会費120,000円×会員数×負担割合） 

＋ （木材資源リサイクル製品出荷量×4,000円） 

・木材製品出荷量（前年度末）については、短期間での数量把握に大きな手間が必要なこ

とから、木質チップ等生産会員実態調査（前々年度末）の出荷量を使用し、精算方式に

変更するとの説明に対し、協議の結果、精算方式への変更については、了解された。 

なお、会費規程の附則については、「連合会が地域協会事務局に会員数と製品出荷量を

確認する。」との文言に修正する。 

また、生産会員実態調査は千トン単位に対し、木材資源リサイクル製品出荷量は万ﾄﾝ単

位であるため、千の単位は切り上げて「万」で計算することになった。 

  

その他 

(1)事務局長の就任 

  事務局長就任のあいさつ（石出）があった。 

 

(2)平成30年度FIT認定事業者取扱実績報告及び認定事業者取消の報告 

  ・平成30年度FIT認定事業者の実績報告 

  ・岩手県の㈲陸中商会（平成28年11月25日認定）の認定取消 
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   （理由）一般木質バイオマスの取り扱いが不適切なため 

  ・ホームページにアップする。 

 

(3)木質チップ市場価格実勢調査結果 

 ・毎年、4月、10月時点の報告をしている。 

  ホームページにアップした。 

 

(4)令和2年度国への要望 

 ・これまでの要望事項、回答について、まとめた。 

 ・環境省11項目、経済産業省2項目、農林水産省7項目、国土交通省3項目になる。それぞ

れ、継続、取り下げ、重点化等考えられるので、事務局と理事長が詰めて、6月に向け

て検討していきたい。 

 ○藤枝理事長 

  ほぼまとまったところで、ご相談したい。また、入れておいたほうがいいとお考えの

ものがあれば、是非お話しいただきたい。 

 

(5)物流業者の乗務記録の運用 

 ・関東協会で、共通の様式をつくり、1月1日から、実際に物流部会の部会員が運用を始

めている。 

 ・10社に聞いてみたが、まだまだ浸透できていないとの感じだった。 

 ○藤枝理事長 

  関東協会では、今までのドライバーが積み込む方式を施設側が積み込むというように

進めている。国交省は運搬契約の中に、荷物の積み込みを盛り込めといっている。 

  各協会で進めたいということがあれば、言ってほしい。 

 

（6）令和2年度通常総会 

  ・令和2年度通常総会については、5月28日、関東協会は午前中、連合会は午後1時半か

ら、亀戸文化センターで行う。 

  ・講演はSDGsがクローズアップされているので、「SDGsとビジネス」という題で、理

事長のブルーエコノミー研究所にお願いしようと考えている。 
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以上で理事会を閉会した。 

閉会 16時30分 

  

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。 

 

 令和２年３月２３日 

議長 理事長  藤枝 慎治 ㊞ 

議事録署名人  中野 光  ㊞ 

 議事録署名人  石田 謙治 ㊞   

議事録作成人  石出 信二 ㊞      

 


