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　　　平成２７年度青年部会 幹事会・第２回部会(3/11）出席者

NO 役　　職 氏　名 社　名
部会

幹事会
懇親会 委任状 備　　　考

1 部会長 上村誠紀 ㈱かみむら 〇 〇

2 副部会長 小田孝政 山陽三共有機㈱ 〇 〇 企画委員長

3 副部会長 茂山　守 ㈲茂山製鋼原料 × × 環境学習委員長

4 幹事長 谷口和憲 ㈲谷口総業 〇 〇

5 幹事 櫻井元樹 共英製鋼㈱ 〇 〇

6 幹事 烏田栄二 ㈲萩新栄 × × 〇

7 幹事 石井次哉 朝陽商事㈱ × × 〇

8 幹事 山根巧也 山口カーマテリアル㈲ × × 〇 環境学習副委員長

9 幹事 山原一紀 ㈱山原商会 〇 〇

10 幹事 吉岡淳也 山口テクノビジョン㈱

11 幹事 加藤喬士 ㈲加藤産業 × × 〇

12 幹事 内田康博 UCDコンサルティング 〇 〇 企画副委員長

13 幹事 江村範之 ㈱リライフ 〇 〇

14 幹事 熊谷朝和 熊谷工業㈱ × ×

15 監査役 肥後和男 タムラエンバイロ㈱ 〇 〇

16 会員 広城新治 ㈱新和商会

17 会員 岡村晃裕 エムシー中国建機㈱

18 会員 梁川徳彦 梁川鋼材㈱ 〇 〇

19 会員 星山稔和 三星興産㈲ × ×

20 会員 布田聖子 ㈲ヒラキ産業 × ×

21 会員 金城寛将 ㈲ループ

幹事出席／１０名 出席／ １１名

委任／ ３名

専務理事 阿部吉明 × ×

次長 喜井鶴澄 〇 〇

１２名 １１名

２



議案第１号

はじめに

　　平成２７年度は更なる廃棄物の排出抑制や資源の価格下落により、我々、業界を取り

　巻く環境が更に厳しさを増す中、環境学習を含めた各種事業や中国ブロックでの交流を

　通し、会員の資質向上や情報共有に努めて参りました。

　　部会員全員の協力によりほぼ計画どおりの活動を実施することができました。

　　以下、事業項目毎に実施した事業の概要を報告します。

１．青年部会総会

日にち　　　平成27年5月29日(金)

場　所　　シーモールパレスはまゆうの間　　（下関市）　

出席者　　　13社　13名

内　容　

①平成26年度事業報告・収支決算、平成27年度事業計画（案）・収支予算（案）、

 規約改正（案）、役員改選 を審議し承認しました。

②会員相互の親睦を図るため懇親会を実施しました。

２．部会活動

　（１）第１回部会

日にち　　平成27年10月28日(水)

場　所　　（一社）山口県産業廃棄物協会　事務局

出席者　8名（上村、小田、谷口、山根、岡村、櫻井、内田、布田）

内　容

①企画委員会平成27年度事業について

②環境学習出前授業進捗状況報告

③その他報告事項

 　 (２）第一回幹事会

日にち　　平成28年3月11日（金）

場　所　　防府市中高年齢労働者福祉センター　サンライフ防府

内　容　

①平成27年度事業報告

②平成28年度事業計画（草案）

③中国ブロック及び全産連青年部事業について

④その他

平成２７年度の事業報告

出席者　11名

３



３．「企画委員会」の開催

産廃事業継続問題研究整理について協議しました。

開催日　　6月17日、月21日、9月24日、10月17日、12月12日

４．「環境学習委員会」の開催

環境学習出前授業の内容等について協議しました。

開催日　　5月20日、10月1日

５．環境学習出前授業の実施

今年度は、７回授業を行いました。出前授業先では生徒をはじめ、職員の方にも

大変喜ばれ次に繋がる授業ができたと思います。

場所　　　徳山商工高校　　　　　　　　　　　　授業対象人数３９名

青年部　　５名　（茂山・小田・加藤・熊谷・江村）

場所　　　下関市向井小学校　向井児童クラブ　　授業対象人数４０名

青年部　　４名　（上村・茂山・梁川・星山）

場所　　　下関市川中小学校　川中児童クラブ　　授業対象人数８０名

青年部　　４名　（上村・茂山・加藤・肥後）

場所　　　下関中央工業高校　　　　　　　　　　授業対象人数２８名

青年部　　３名　（茂山・加藤・内田）

場所　　　柳井高校　　　　　　　　　　　　　　授業対象人数３００名

青年部　　３名　（山根・江村・内田）

場所　　　下関工業高校　　　　　　　　　　　　授業対象人数４１３名

青年部　　１名　（茂山）

場所　　　光丘高校　　　　　　　　　　　　　　授業対象人数３８７名

青年部　　３名　（山根・江村・熊谷）

開催日　　平成27年12月2日（水）

開催日　　平成27年12月10日（木）

開催日　　平成27年8月4日（火）

開催日　　平成27年6月25日（木）

開催日　　平成27年8月7日（金）

開催日　　平成27年10月8日（木）

開催日　　平成27年10月22日（木）

４



６．環境保全活動支援事業

環境保全に関する啓蒙及び実施活動を行った。

（１）環境出前授業　

（２）不法投棄廃棄物回収ボランティア活動

岩国支部・周南支部・萩支部・下関支部・長門支部2回　　全６ヶ所

　青年部　　３名　

（３）廃棄物処理先進施設の施設研修会（エコキャンパス協議会との交流）

山口大学工学部学生との合同研修会・施設見学会

場所　研修会及びパネルディスカッション　　山口大学工学部　　　　　　　

　　施設見学会　　宇部興産(株)伊佐セメント工場・宇部工場　参加者総数６０名

　青年部　　９名　（上村・小田・茂山・山根・櫻井・内田・江村・布田・熊谷）

７．平成27年度中国ブロック青年部協議会事業

(１)中国ブロック幹事会・総会

①中国ブロック第一回幹事会　　（5月14日  岡山県産業廃棄物協会　／岡山県岡山市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者　上村　）

②中国ブロック総会　（7月3日　岡山プラザホテル／岡山県岡山市）

中国ブロック青年部員　４６名出席（別途　委任出席６５名）

※山口県　2社 2名参加

（上村、山原）

③中国ブロック第二回幹事会　　（ 9月 10日  広島県情報プラザ　２F／広島県広島市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者　上村・山原　）

④中国ブロック第三回幹事会　　（12月14日 ホテルアクシス／鳥取県米子市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者　上村・茂山　）

⑤中国ブロック第四回幹事会　　（ 2月 22日　 海峡メッセ下関／山口県下関市

(２)環境学習委員会の開催

①第1回環境学習委員会　　　　 （10月21日　広島県情報プラザ　/広島県広島市

②第2回環境学習委員会　　　　 （12月14日　ホテルアクシス　/鳥取県米子市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者　上村・茂山　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者　上村・茂山　）

開催日　　平成27年12月22日（火）

　　　　　　　　　　　　参加者　上村・茂山・山原・谷口・櫻井・星山・加藤・喜井次長　）　

５



(３)他ブロックとの交流事業

①近畿・四国・中国ブロック合同ゴルフコンペの開催

８．全国産業廃棄物連合会青年部協議会事業

(１)全国産業廃棄物連合会青年部協議会　第16回通常総会

(２)全国部会長会議　スプリングカンファレンス

９．その他青年部活動等

(１)青年部会親睦ゴルフコンペ

①第一回親睦ゴルフコンペ

日にち　　平成27年8月8日(土)

場　所　　山陽国際ゴルフ倶楽部

参加者　8名

②第二回親睦ゴルフコンペ

日にち　　平成27年11月28日(土)

場　所　　中須ゴルフ倶楽部

参加者　5名

(２)青年部会忘年会

日にち　　平成27年12月4日(金)

場　所　　寿司正（山口市小郡）

参加者　8名

１０．青年部広報活動

協会ホームページの｢青年部の欄｣及び協会会報の｢青年部リレーエッセイ｣で、活動

情報の発信や入会募集を行っております。

平成２７年度は、1社入会があり部会員数は２１社です。

　　　　　（11月21日　リージャルクレストゴルフクラブ　参加者　上村　）

　　（7月24日　東京都　青山ダイヤモンドホール　参加者　上村・山原　）

　　　　　　（3月4日　宮城県　TKRガーデンシティ仙台　参加者　上村　）

６



議案第２号

　青年部会の平成２８年度の事業計画（草案）は、下記のとおりとしたい。

　なお、本案は青年部会総会での承認事項となる。

　平成２８年度は、先の見えない厳しい経済環境下での部会活動となるが部会活動を通

して県外を含めた青年部間のより一層の親睦交流を深め、見識を深めて頂くと同時に積

極的に外部への情報発信を行い、青年部会及び部会員の資質向上につなげて行きたい。

１．青年部会総会開催　

総会後、研修会及び会員相互の親睦を図るため懇親会を実施する。

予定日：5月27日（金）

予定場所：防府市

２．行政や県議厚生労働部会と協会との懇談会が開催されれば代表者参加

３．部会及び研修会　

第１回部会　 6月予定

　　　　　　環境学習委員会について

第２回部会　 10月予定

　　　　　　環境学習委員会について

　　　　　　

幹事会・第3回部会　　3月予定

　　　　　　事業活動報告

　　　　　　来年度計画

　　　　　　懇親会

４．企画委員会の開催　

※引き続き、上記内容で取り組むかどうか。

開催予定月　　　　　6月、8月、

　 場　　　所　　協会会議室

５．環境学習委員会の開催

環境学習出前授業訪問校・内容について協議する。

　 開催予定月　　　　　6月、8月、10月

場　　　所　　協会会議室

６．環境学習出前授業の実施

環境学習委員会にて協議された内容に基づき運営する。

平成２８年度の事業計画（草案）

　　　　　　企画委員会について

　　　　　　企画委員会について

産廃事業継続問題研究整理について。

７



７．電子マニフェスト推進支援事業

今年度、環境省・全産廃連・振興センターによる推進事業が継続される場合、

青年部会としても支援をする。

８．中国ブロック青年部協議会事業

(1)総会　

　6月23日（木）（広島県にて開催予定）

(2)幹事会

　第一回幹事会　５月中旬頃（広島県にて開催予定）

　第二回幹事会　９月頃　（広島県にて開催予定）

　第三回幹事会　１２月頃（島根県にて開催予定）

　第四回幹事会　２月頃　（岡山県にて開催予定）

(3)環境学習委員会の開催（未定）

(4)教育研修視察等（未定）

　 (5)他ブロック合同チャリティーゴルフコンペ（近畿・四国・中国ブロック）

　平成２８年５月１３日（金）兵庫県にて開催

　　　　　　　　　

９．全産廃連青年部協議会事業

(1)総会　平成２８年７月１日（金）大阪府堂島ホテルにて開催

(2)第10回全国大会「４７の絆と汗」　平成２９年３月４日(土)　江陽ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

(3)全国産業廃棄物連合会青年部協議会　全国部会長会議（日時・場所は未定）

１０．その他

(1)青年部親睦ゴルフコンペ

(2)広報活動

(3)全国青年部の情報活用

（大阪府大阪市北区堂島浜２－１－３１）

　（宮城県仙台市青葉区）

８

Ｈ２８年度計画から除く



議案第３号

1．中国ブロック青年部協議会事業
(1)総会　
　6月23日（木）（広島県にて開催予定）

(2)幹事会
　第一回幹事会　５月中旬頃（広島県にて開催予定）
　第二回幹事会　９月頃　（広島県にて開催予定）
　第三回幹事会　１２月頃（島根県にて開催予定）
　第四回幹事会　２月頃　（岡山県にて開催予定）

(3)環境学習委員会の開催（未定）

(4)教育研修視察等（未定）

　 (5)他ブロック合同チャリティーゴルフコンペ（近畿・四国・中国ブロック）
　平成２８年５月１３日（金）兵庫県にて開催
　　　　　　　　　

2．全産廃連青年部協議会事業
(1)総会　平成２８年７月１日（金）大阪府堂島ホテルにて開催

(2)第10回全国大会「４７の絆と汗」　平成２９年３月４日(土)　江陽ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

(3)全国産業廃棄物連合会青年部協議会　全国部会長会議（日時・場所は未定）

1．廃棄食品横流し事件について  (産業廃棄物処分業者ダイコー）

2．各委員会報告

3．交代会員について（別紙入会申込書）

全産廃連青年部事業、中国ブロック青年部事業について

（大阪府大阪市北区堂島浜２－１－３１）

その他

　（宮城県仙台市青葉区）

９


