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Ⅰ 法人の概況 

 

１ 設立年月日 平成１９年（２００７年）１２月７日 

 

２ 定款に定める目的 

 この法人は、産業廃棄物の適正な処理その他廃棄物に関する各種事業を行うことによ

り、本県の優れた自然環境の保全及び県民の生活環境の保全並びに産業の健全な発展に

寄与することを目的とする。 

 

３ 定款に定める事業内容 

(1) 産業廃棄物の処理に関する事業 

(2) 一般廃棄物（災害その他やむを得ない事情によるものに限る。）の処理に関する事業 

(3) 廃棄物の排出抑制、再使用及び再生利用並びに適正処理に関する啓発・調査研究事

業 

(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

４ 基本財産（出捐金）の状況（令和 3年（2021年）3月 31日現在） 

[単位：円] 

区 分 当期末 前期末 増 減 

県 2,000,000 2,000,000 ±0 

市町村 1,000,000 1,000,000 ±0 

排出事業者団体等 3,000,000 3,000,000 ±0 

計 6,000,000 6,000,000 ±0 

 

５ 役員等に関する事項（令和 3年（2021年）3月 31日現在） 

役 職 氏 名 職 名 

理 事 長 田嶋 徹 熊本県副知事 

専務理事 中富 恭男 公益財団法人熊本県環境整備事業団事務局長 

理 事 宮本 隆幸 熊本県農業協同組合中央会会長 

理 事 藤森 隆美 熊本県漁業協同組合連合会会長 

理 事 土井 建 一般社団法人熊本県建設業協会会長 

理 事 野原 雅浩 一般社団法人熊本県産業資源循環協会会長 

理 事 中嶋 憲正 熊本県市長会会長 

理 事 荒木 泰臣 熊本県町村会会長 

理 事 坂本 浩 熊本県商工会議所連合会専務理事 

理 事 上妻 賢治 熊本市環境局資源循環部長 

監 事 三原 義之 熊本県森林組合連合会代表理事専務 

監 事 江橋 倫明 公益財団法人くまもと産業支援財団事務局長 
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役 職 氏 名 職 名 

評議員 長谷川 誠 一般社団法人熊本県木材協会連合会専務理事 

評議員 原 悟 熊本県商工会連合会専務理事 

評議員 渡邉 純一 熊本県中小企業団体中央会専務理事 

評議員 金森 秀一 一般社団法人熊本県工業連合会会長 

評議員 水足 秀一郎 公益社団法人熊本県医師会副会長 

評議員 白石 浩二 熊本県市長会事務局長 

評議員 宮川 章二 熊本県町村会事務局長 

評議員 藤本 聡 熊本県環境生活部長 

評議員 三輪 孝之 熊本県商工労働部政策審議監兼商工雇用創生局長 

評議員 葉山 清春 熊本県環境生活部環境局環境保全課長 

 

６ 職員に関する事項（令和 3年（2021年）3月 31日現在） 

  事務局長（１）－ 事務局次長（１）－ 管理課長（１）－ 課員（２） 

                           ※（ ）は人数 

 

 

 

 

Ⅱ 事業の状況 

 

１ 事業の実施状況 

(1) 産業廃棄物処理業務 

     産業廃棄物処分を以下のとおり実施した。 

・産業廃棄物処分量 ８，１１６．２０トン 

 

(2) 災害廃棄物処理業務 

令和２年７月豪雨により発生した災害廃棄物（一般廃棄物）の受入れに関して一  

般廃棄物処分施設としての届出を行い、がれき、石膏ボードなどの災害廃棄物処分

を以下のとおり実施した。 

・災害廃棄物処分量 １１，８１７．５４トン 

 

(3) 最終処分場施設の維持管理業務 

 産業廃棄物の適正かつ円滑な処分、施設の安全な管理・運営を目的として、埋立

作業、水処理施設運転管理及び施設の維持管理について、建設工事に携わった事業

者で構成される鹿島環境・鹿島・興亜維持管理業務委託共同企業体に維持管理業務

を委託して実施した。 

 

(4) 営業活動及び受入廃棄物性状確認業務 

 当期末 前期末 増減 

職員数 ５名 ５名 －名 
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 廃棄物の受入量を安定的に確保し、施設の管理・運営を適正に行うために、顧客

開拓業務及び受入廃棄物の性状確認業務を熊本県産業廃棄物処理協同組合に委託

して実施した。 

 

(5) 産業廃棄物処分業許可等の更新 

産業廃棄物処分業許可及び特別管理産業廃棄物処分業許可が令和２年（2020 年）

１２月で期間満了となるため、更新手続きを行った。また、許可更新と併せて優良

産廃処分業者認定を取得した。 

 

(6) 環境学習・施設見学の実施 

 熊本県公共関与産業廃棄物管理型最終処分場「エコアくまもと」が県北の環境教

育の拠点施設として「環境立県くまもと」の実現に寄与することを目的として、県

による環境教育実施に係る業務を受託し、循環型社会をはじめとした環境学習や

施設見学の受入れを行った。 

・環境学習 荒尾・玉名地域を中心とした小中学生等 

７団体(２１１人) 

・施設見学 県内外の行政、教育、研究機関、産業廃棄物事業者等 

６８団体(４７３人) 

 

(7) 安全推進委員会の開催 

 廃棄物の受入れをはじめとする施設の管理・運営状況及び熊本地震による施設

の状況等を、地元区、町、県から選任された委員で構成する安全推進委員会で報告

した。 

 委員会は、８月と２月に計２回開催した。 

 

２ 契約等に関する事項 

契約内容 工期 請負業者 

熊本県公共関与産業廃棄物

管理型最終処分場に関する

維持管理業務委託 

平成 27年 8月 3日 

～令和 12年 10月 31日 

鹿島環境・鹿島・興亜 

維持管理業務委託共

同企業体 

熊本県公共関与産業廃棄

物管理型最終処分場「エ

コアくまもと」に係る顧

客開拓及び産業廃棄物性

状確認業務委託 

平成 30年 4月 1日 

～令和 3年 3月 31日 

熊本県産業廃棄物処

理協同組合 

 

熊本県公共関与管理型最終

処分場に関する情報管理シ 

ステム保守管理業務委託 

令和 2年 4月 1日 

～令和 3年 3月 31日 

パシフィックコンサ

ルタンツ株式会社熊

本事務所 

熊本県公共関与産業廃棄物

管理型最終処分場から排出

する濃縮塩水の処分 

平成 31年 4月 1日 

～令和 3年 3月 31日 

三池製錬株式会社 

熊本県公共関与産業廃棄物

管理型最終処分場から排出

する濃縮塩水の収集運搬 

平成 31年 4月 1日 

～令和 3年 3月 31日 

藤澤環境開発株式会

社 
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３ 理事会・評議員会の開催 

 

(1) 第３４回理事会 

（日時：令和 2年（2020年）5月 25日（月） ※書面開催） 

・ 第１号議案 令和元年度事業報告及び収支決算の件 

・ 第２号議案 評議員会開催の件 

 

(2) 第２１回評議員会 

（日時：令和 2年（2020年）6月 19日（金） ※書面開催） 

・ 第１号議案 令和元年度収支決算の件 

・ 第２号議案 理事選任の件 

 

(3) 第３５回理事会 

（日時：令和 2年（2020年）6月 19日（金） ※書面開催） 

・ 第１号議案 理事長及び専務理事選任の件 

 

(4) 第３６回理事会 

（日時：令和 3年（2021年）3月 5日（金） ※書面開催） 

・ 第１号議案 評議員会開催の件 

 

(5) 第２２回評議員会 

（日時：令和 3年（2021年）3月 16日（火） ※書面開催） 

・ 第１号議案 理事選任の件 

 

(6) 第３７回理事会 

（日時：令和 3年（2021年）3月 25日（木）場所：ホテル熊本テルサ） 

・ 第１号議案 令和 2年度（2020年度）収支予算変更の件 

・ 第２号議案 令和 3年度（2021年度）事業計画及び収支予算の件 

・ 第３号議案 事務局長選任の件 

 

 

 


