いわて県北クリ－ン・ニュ－ス

平
平成
成 2244 年
年度
度第
第１
１号
号

い
いわ
わて
て第
第２
２ク
クリ
リ－
－ン
ンセ
セン
ンタ
タ－
－ （
（平
平成
成 2244 年
年 77 月
月発
発行
行）
）
『いわて第 2 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ』PFI 事業特別目的会社

４年目を迎えて
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いわて県北クリーン(株)
代表取締役社長 松島 義治
当社は岩手県内で排出される産業廃棄物の適正な処理
体制を確立する為岩手県のＰＦＩ方式で整備し 20 年間の
事業運営を行います。民間企業の焼却施設としては全国で
初めて環境省から廃棄物処理センターの指定を受けてお
り、営業運転開始から早くも 4 年目を迎え、ご関係の皆様
方の温かいご支援に感謝申し上げます。
開業当時は受入量が少なく連続運転ができませんでし
たが、2 年目の夏から連続運転が可能となり 30 名の地元
社員＋αで現在は設備能力相当の受け入れ・適正処理・安
定運転を実施しております。
2 年目の大雪、3 年目の大震災で当社もプラント停止等
影響はありましたが関係各社のご配慮をいただきプラン
トの運転を維持でき、岩手県内の非常時に地域貢献できた
事は全社員誇りに思っています。
今年は大震災の災害廃棄物処理を通じて東日本復興の
為に貢献できる様、全社員一丸となって適正処理に励みま
すので、ご関係各位の益々のご支援を賜りますようお願い
申し上げます。

東日本大震災による
災害廃棄物処理
県内には 525 万 t
営業部長
の災害廃棄物があり
千葉 明
当社としましても出
来るだけ積極的に協
力し、処理させてい
ただきます。
これまでに、野田
村様、山田町様、普
代村様、洋野町様か
らの災害廃棄物を処
理させていただいております。今後も
災害復興のために尽力してまいりま
す。

定期整備実施

構内植栽について

技術・運転部長
5 月 8 日から 5 月 22 日の
村田 英敏
期間で、施設内の各設備の
定期整備を実施しました。
点検・整備の結果、すべて
の設備で異常は無く、今後
の焼却炉運転を安全・安心
のもとで操業できる事を、
確認しました。定期整備は
施設操業上で必要不可欠な
作業となりますが、整備期
間中は廃棄物の搬入を制限
しなければならず、お客様方に多大なご迷惑をお
掛けしました事をお詫び申し上げます。今後も適
正かつ安全・安心な施設操業を継続していきます
ので、皆様のご理解とご支援をよろしくお願いい
たします。また、東日本大震災により、発生した
沿岸地域の廃棄物処理にも微力ながら協力させて
（広報くのへ№611 より）
いただきたいと思っています。

ＩＫＣでは平成 19 年の開
君成田 旭
業以降、記念植樹で植えた山
桜のほか、今まで本格的に植
これまでに、野田村様、山田町様、普代村様、
物を社内で育てたことはあり
及び洋野町様からの災害廃棄物を処理させてい
ませんでした。それは日々の
ただいております。今後も災害復興のために尽力
仕事に追われ、そこまで手が
してまいります。
回らない心が配れないという
状態だったからです。今年は
皆が家から持ってきたり、構
内を見回った時に見つけた野
生の花などを少しずつ集めたり。管理棟前は沢山の花が
並んでいます。それは皆がのんびり楽しみながら増やし
たもので、がむしゃらに増やした花たちではありませ
ん。
開業 4 年目を迎え、お客様が定着し、連続運転も可能
になりました。開業当時とは見違えるほど皆が仕事に習
熟しました。たくさんの仲間も増えました。まだまだ
日々色々なトラブルがありますが、健気に咲く花が一つ
またひとつと増えるたびに、さあ自分も一歩ずつ頑張ろ
うと励まされている今日この頃です。

管理部長

過去３年間の実績

平成 21 年
平成 22 年
平成 23 年

受託量（ t ）
9,811
17,583
20,720

発電量（MWh）
1,921
2,745
2,800

運転日数（日）
171
250
317

社員紹介

いわて県北クリーン㈱は現在、全職員数 32 名のうち現地採用者
が 30 名です。いわて環境王国の実現を目指す、入社 1 年以内の新
入社員の想いを寄せてもらいました。

営業部
舘 祐弥
九戸村在住（九戸村出身）
1 月に入社し 6 ヶ月が経ちます。
受入班での研修で学んだことを営業
で生かし、受入量・売り上げを伸ば
せるように何事にも積極的に行動し
ていきたいと思います。
管理部
峠下 智恵子
九戸村在住（軽米町出身）

技術・運転部 受入班
野辺地 裕司
二戸市在住（二戸市出身）
入社して受入班に配属となり早 4 ヶ月
が経ちました。分からないことが沢山あ
り、周りの先輩方に助けてもらってばか
りですが、近隣の市町村の方々にも、元
気の良い職場だと思われる様、日々スキ
ルアップしていきたいと思います。

2 月に入社し、5 ヶ月がたちました。
まだ覚えることがたくさんで毎日が
勉強ですが、早く仕事の流れを覚え確
実に仕事をこなせるよう勤めていき
たいと思います。

技術・運転部 運転 3 班
吉田 優
九戸村在住（盛岡市出身）
3 月 1 日付で入社して 4 ヶ月が経ちますが、
まだまだ仕事を覚える毎日です。
休日は九戸の図書館で電気主任技術者の勉強
をしています。9 月の試験で一発合格し、会社
に貢献したいです。よろしくお願いします。

未来の環境王国「いわて」を担う
地元小学生が見学に
戸田小学校 4 年生 10 名 6 月 22 日来社

「クリーン九戸行動日」に参加！
4 月 21 日に「クリーン九戸行動日」が行わ
れ、当社から 11 名参加しました。今年で３回
目の参加となりますが、毎年大量のゴミが捨
てられている光景を目にし、心が痛みます。
また、
「クリーン九戸行動日」は、地域の方々
や、各企業の方々との交流の場でもあります。
色々なコミュニケーションを取る事ができ、
有意義な活動となりました。

江刺家小学校 4 年生 10 名(1 名欠席) 6 月 27 日来社

【いわて第２クリーンセンター】
環境大臣指定
廃棄物処理センター
(全国 19 番目の指定、
ＰＦＩ事業者としては
全国初)
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