
  

平成２４年度 事 業 報 告 

 

 平成２４年度は、社団法人としての最後の事業年度であり、会員各位のご協力を得て各種の事業を

実施することができました。協会としては、昨今の社会情勢を踏まえ、産業廃棄物処理業界としての

信頼性の向上や社会的使命の達成を図るため、産業廃棄物の適正処理やリサイクルの推進等をめざし、

各種の講習会や研修会の開催をはじめ、関係機関との連携・協力の下に各種事業を積極的に展開した

ところです。 

会員各位のご理解、ご協力に対し厚く御礼申し上げますとともに、次のとおり事業の実施状況をご

報告いたします。 

 

１ 協会運営 

 (1)会員の現況  （平成２５年３月３１日現在） 

処理業会員    ３１４名（前年度末比４減）(入会３、退会７) 

    その他会員     ４２名 

合   計    ３５６名（前年度末比４減）(入会３、退会７) 

 

 (2)総会の開催  平成２４年６月２１日  富山商工会議所  

    出 席 者  ３０１名（うち委任状提出者１７８名） 

    表  彰  ３頁に掲載 

   議  案  第１号議案 平成２３年度事業報告承認の件 

          第２号議案 平成２３年度収支計算報告承認の件 

                平成２３年度監査報告 

第３号議案 平成２４年度事業計画(案)承認の件 

第４号議案 平成２４年度収支予算(案)承認の件 

第５号議案 役員補充選任の件 

第６号議案 一般社団法人富山県産業廃棄物協会定款変更（案）等 

     

 (3)理事会の開催 

第１回理事会(書面審査)  平成２４年４月１０日 

     ・新規入会申込の承認について（処理業会員１） 

第２回理事会  平成２４年６月７日 

 ・平成２４年度通常総会議案書（案）について 

 ・平成２４年度通常総会の運営（案）について 

 ・各委員会委員の変更について 

 ・平成２４年度(公社)全国産業廃棄物連合会会長表彰の推薦結果について 

 ・会議開催等報告事項 

 ・当面の諸行事について 

 ・その他 

第３回理事会(書面審査)  平成２４年７月２５日 

・新規入会申込の承認について（処理業会員２） 

    第４回理事会  平成２５年１月２９日 

     ・新規入会申込の承認について（処理業会員１） 

     ・第１回定時総会について 

     ・会議開催等報告事項 

     ・当面の諸行事について 



     ・その他 

    第５回理事会  平成２５年２月２８日 

・平成２５年度(一社)富山県産業廃棄物協会被表彰者の選考について 

・平成２５年度(公社)全国産業廃棄物連合会被表彰者の推薦について 

・平成２５年度事業計画（案）について 

・平成２５年度収支予算（案）について 

・平成２５年度定時総会（案）について 

・任期満了に伴う役員の改選について 

・協会ロゴマークデザインについて 

・事務職員給与の改定について 

・会議開催等報告事項 

・当面の諸行事について 

・その他 

     

(4)委員会の開催 

   総務委員会 

第１回  平成２４年６月１日 

・平成２４年度通常総会議案書について 

・平成２４年度通常総会の運営（案）について 

・平成２４年度通常総会議事進行発言（案）について 

・平成２４年度(公社)全国産業廃棄物連合会被表彰者の推薦結果について 

・その他 

第２回  平成２５年２月２６日 

・平成２５年度定時総会について 

・平成２５年度被表彰者の選考について 

・各種委員会における平成２５年度事業計画について 

・平成２５年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

・一般社団法人の移行について 

   適正処理委員会 

    第１回  平成２４年９月２５日 

・平成２４年度不法投棄廃棄物撤去活動について 

・平成２４年度不法投棄防止監視パトロールについて 

    第２回  平成２５年２月１３日 

     ・平成２５年度適正処理事業計画（案）について 

研修委員会  平成２５年２月１８日 

  ・平成２５年度研修事業計画（案）について 

   労働安全衛生委員会  平成２５年２月４日 

     ・平成２５年度労働安全衛生事業計画（案）について 

広報委員会        

第１回  平成２４年９月２０日 

     ・とやま環境フェア２０１２について 

     ・その他（報告事項） 

第２回  平成２５年２月１５日 

     ・平成２５年度広報事業計画（案）について 

     ・協会ロゴマークデザインについて 

     ・「産廃協とやま」の表紙写真について 

     ・その他 

    



 (5)各部会の活動報告 

青年部会  

・通常総会  平成２４年７月３日  富山第一ホテル 

議  案  第１号議案  平成２３年度事業報告承認の件 

        第２号議案  平成２３年度収支決算報告承認の件 

               平成２３年度監査報告 

        第３号議案  平成２４年度事業計画(案)承認の件 

        第４号議案  平成２４年度収支予算(案)承認の件 

   ・全国産業廃棄物連合会 青年部協議会  

      信越・北陸ブロック ５県合同部会長会議     平成２４年４月３日  富山市 

第４回通常総会並びに合同研修会  平成２４年６月２９日 長野県 

                         CRS2ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ勉強会    平成２４年９月７日  新潟県 

      ＣＳＲ２事業 一斉清掃活動  平成２４年６月３日  富山市松川周辺 

      通常総会       平成２４年７月１３日  東京都 

      全国大会       平成２４年１１月２２日 岡山県 

      「スプリングカンファレンス２０１３」  平成２５年２月１５日  沖縄県 

 ・自己啓発活動（被災地視察）平成２４年４月２０日～２２日  宮城・岩手県 

   ・正副部会長会議      平成２４年５月９日   富山市 

                 平成２４年８月２８日  富山市 

                 平成２４年９月４日   富山市 

                 平成２４年９月１８日  富山市 

                 平成２５年１月２１日  富山市 

   ・理事会          平成２４年６月２１日  富山市 

              平成２４年９月２０日  富山市 

                 平成２５年２月６日   富山市 

   ・青年部会１５周年記念イベント  平成２４年１０月４日  富山市 

   ・とやま環境フェア２０１２運営協力  平成２４年１０月２０日～２１日  高岡市 

   ・富山県中小企業青年中央会 組合青年部代表者会議   

平成２４年６月１５日  富山市 

        

 (6)監 査   平成２４年５月９日 

     平成２３年度事業報告・収支決算の監査 

 

 (7)表 彰 

・(社)富山県産業廃棄物協会表彰  平成２４年６月２１日  富山商工会議所  

    《受 賞 者》 

      ◆功 労 者  水木伸明、廣瀬和夫 

      ◆優良事業所  (株)サンテック、(株)中村建設、富南急送(株)、両越自動車(株)、 

              中越ロジスティクス(株)、ＮＫ建設運輸(株)、(株)桃井組、 

金剛薬品(株) 

◆優良従業員  髙畠義雄、土肥茂嘉、丸田正明、菊地正則、中川昌芳、豊田亮、 

        林由幸、山口富之、山﨑英紀、山本利成、平田隆 

   ・(公社)全国産業廃棄物連合会表彰  平成２４年６月１５日  明治記念館 

    《当協会受賞者》 

      ◆功 労 者  野村健造 

      ◆地方功労者  吉田俊平、仲井伸一郎 



      ◆地方優良事業所  (株)ヨシダクリーンサービス、(株)石橋、(株)一般紙原料島田商店 

      ◆優良従事者  林啓二、堀川勲 
 

２ 適正処理及びリサイクルの推進 

 (1)相談、指導 

   会員及び県民、事業者からの許可申請相談、事業相談、処理技術相談、委託契約相談等に対し、

指導・助言並びに情報提供を行った。 

 

 (2)マニフェストシステム普及・啓発 

産業廃棄物の適正処理を確保するためにマニフェストシステムの普及・啓発を図るとともに、

電子マニフェストの普及促進に努めた。 

①マニフェスト頒布実績   

平成２４年度 ２３２，３００部（前年度２４４，３００部） 

   ②電子マニフェスト加入申し込み受付件数   

     平成２４年度 ２１件 

 

 (3)処理業許可業者名簿の作成（受託事業：富山市） 

   産業廃棄物の適正処理を推進するために、県内産業廃棄物処理業者の名簿を作成した。 

 

(4)リサイクルの推進 

リサイクル製品の利用拡大に努めるとともに、リサイクルに係る技術開発、実施状況、販路等

に関する情報の収集及び提供を行なった。 

   

３ 業界の資質向上、人材育成 

(1)教育研修 

①施設見学会の実施 

産業廃棄物の適正処理やリサイクルに関する知識及び処理技術の向上を図るため、先端処理

技術を有する企業等の見学会を実施した。 

開催日  平成２４年７月６日 

見学先  ＪＸ金属敦賀リサイクル(株) 

       参加者  ３９名 

   ②環境ビジネス研修会の開催 

リサイクル製品市場の動きや環境・リサイクルビジネスの動向・事業化等についての研修会

を開催した。 

 開催日  平成２４年９月２１日 

 開催場所 ボルファートとやま  

 内 容  「アジアにおけるリサイクルの現状と廃棄物ビジネスの課題」 

       日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所 新領域研究センター 

            環境・資源研究グループ長 小 島 道 一 氏 

 参加者  ３７名 

   

 (2)処理業育成研修 

   ①処理業許可申請に関する講習会等への協力 

(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する収集運搬業の新規許可講習会並びに更新 

許可講習会、特別管理産業廃棄物管理責任者講習会の運営に協力した。 

   ・産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会 

［新規］収集運搬課程 平成２４年８月２９日～３０日 富山商工会議所  受講者６７名 

［更新］収集運搬課程 平成２４年６月２７日     富山商工会議所  受講者６８名 



       収集運搬課程 平成２４年１１月１４日    富山商工会議所  受講者７０名 

       特別管理産業廃棄物管理責任者講習会 

平成２４年６月２８日     富山商工会議所  受講者１２７名 

平成２４年１１月１５日    富山商工会議所  受講者９４名 

   ②許可更新手続き説明会の開催（受託事業：富山県、富山市） 

    更新許可申請業務をスムーズに進めるため、許可期限が到来する収集運搬業者を対象に年３

回、処分業者を対象に年１回手続き説明会を開催した。 

［第１回 収集運搬］ 平成２４年６月４日  富山商工会議所  受講者 ２７名 

   ［第２回 収集運搬］ 平成２４年９月４日  富山商工会議所  受講者 ２５名 

   ［第３回 収集運搬］ 平成２５年１月１５日 富山商工会議所  受講者 ３２名 

   ［第１回 処 分 業］ 平成２４年９月４日   富山商工会議所  受講者 ２０名 

 

 (3)実務研修 

   ①産業廃棄物適正処理推進講習会の開催（受託事業：富山県、富山市） 

廃棄物の適正処理やリサイクルの推進を図るため、許可業者及び排出事業者等を対象に講習 

会を開催した。 

  開催日  平成２４年１０月３０日 

  開催場所 ボルファートとやま 

  内 容  「産業廃棄物の適正処理等について」 

富山市環境部環境政策課廃棄物対策班  主査 五 艘 幸 美 氏 

       「排出事業者責任とリサイクル」 

(財)ひょうご環境創造協会  環境技術専門員 英 保 次 郎 氏 

参加者  ３１１名 

   ②技術管理者研修会の開催（受託事業：富山県、富山市） 

中間処理施設及び最終処分場の施設許可を受けた事業所の技術管理者に対し、適正処理に関

する講習会を開催した。 

開催日  平成２５年１月３１日 

開催場所 富山商工会議所  

内 容  「廃棄物処理における熱回収と省エネルギー及び施設管理等について」     

           (一財)日本環境衛生センター 研修広報部技術審議役 栗 山 一 郎 氏 

          「富山県の廃棄物について」 

富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班 主任 猪 俣 智 浩 氏 

          「産業廃棄物監視指導の結果と適正処理の推進に向けて」 

富山県環境科学センター 生活環境課  主任研究員 中 邑  巌 氏 

参加者  １１７名 

    

 (4)災害防止・健康づくり事業の推進 

   ①産業廃棄物処理業におけるリスクアセスメント推進研修会の開催 

    中央労働災害防止協会と連携して、産業廃棄物処理業の労働災害防止のためのリスクアセス

メント研修会を開催した。 

     開催日  平成２４年１２月５日 

     開催場所 富山商工会議所 

     内 容  1）「産業廃棄物処理業におけるリスクアセスメントについて」 

               リスクアセスメント相談員   岩 田 隆 氏 

          2）「リスクアセスメントの基本と実施に向けて」 

               中央労働災害防止協会中部安全衛生サービスセンター 

                      北陸支所長  竹 田 良 二 氏 

          3）「リスクアセスメントの体験」 グループ討議 



     参加者  １６名 

   ②労働災害の防止と対策に関する研修会の開催 

(社)日本労働安全衛生コンサルタント会の協力を得て、産業廃棄物処理業の労働災害防止の

ための研修会を開催した。 

 開催日  平成２４年７月２６日 

     開催場所 富山商工会議所 

     内 容  「産廃処理業界における労災防止について」 

(社)日本労働安全衛生コンサルタント会 富山支部 理事 高 嶋 敏 秀 氏 

     参加者  ２９名 

   ③第７１回全国産業安全衛生大会inＴＯＹＡＭＡへの参加協力 

富山市において開催された第７１回全国産業安全衛生大会inＴＯＹＡＭＡへ参加した会員事

業所に対し、参加費の助成を行った。 

 開催日  平成２４年１０月２４日～２６日 

     開催場所 富山市総合体育館ほか 

     内 容  労働災害防止に関する分科会、専門家による講演会、シンポジウム等の聴講 

     参加者  ２８名 

   ④健康セミナーの開催 

    (財)北陸予防医学協会と連携して、健康づくりや成人病対策等に関するセミナーを開催した。 

 開催日  平成２４年８月２２日 

     開催場所 富山商工会議所 

     内 容  「癌を予防するために」 

               (財)北陸予防医学協会 医師 武 田 三 昭 氏 

     参加者  １７名 

 

４ 組織活動の拡充 

(1)不法投棄廃棄物撤去活動の推進   

 １０月の「不法投棄防止強化月間」に併せ、富山市内に於いて不法投棄廃棄物の撤去活動を行

った。 

開催日  平成２４年１０月２４日 

     開催場所 富山市八尾町井田地内 

     内 容  不法投棄廃棄物の撤去（家電製品） 

     参加者  ２３名（協会員、青年部会員） 

 

 (2)災害廃棄物処理対策の推進 

   富山県と締結した災害廃棄物の処理協定に基づく支援活動が、円滑に進むよう資機材の調査及 

び体制の整備に努めた。 

 

 (3)地球温暖化対策に関する環境自主計画等の推進 

   産業廃棄物処理業界の地球温暖化防止対策として、国の京都議定書目標達成計画に基づいて定 

められた「全国産業廃棄物連合会 環境自主行動計画」、また環境とやま県民会議構成団体の一員

として、関係団体と連携・協力しごみゼロ推進運動等に取り組んだ。 

 

５ 広報・情報提供 

 (1)「産廃協とやま」の発行 

産業廃棄物に関する法令、行政の動き、技術動向等の諸情報及び協会事業活動を収録する「産

廃協とやま」を年４回発行し、会員及び関係者に配布した。 

     ・平成２４年４月発行         ・平成２４年１０月発行 

  ・平成２４年７月発行         ・平成２５年１月発行 



 

 (2)更新許可申請のお知らせ 

   会員が、産業廃棄物処理法に基づく処理業の更新許可申請に漏れがないように、年２回、許可

期限に合わせて事前に「更新許可申請のお知らせ」を郵送した。 

     ・許可の有効期限 平成２４年７月１日から１２月３１日まで ３２会員 

     ・許可の有効期限 平成２５年１月１日から６月３０日まで  １９会員 

      

 (3)産業廃棄物関係資料の頒布等 

   「廃棄物処理法Ｑ＆Ａ」、「廃棄物処理法法令集」、「マニフェストシステムがよくわかる本」、「産 

業廃棄物処理業許可業者名簿」、「会員名簿」等を作成し、会員へ無償配布、及び関係図書の斡旋

を行った。 

 

(4)情報の提供 

   産業廃棄物に関する図書・雑誌・資料等の情報を収集整理するとともに、閲覧・貸し出しを行 

った。 

 

 (5)とやま環境フェア２０１２への参加     

「とやま環境フェア２０１２」では、協会ブースで循環型社会の構築と３Ｒ（リユース、リデ

ュース、リサイクル）促進のパネル展示をした。また、廃自動車の部品を展示し環境クイズを実

施した。 

さらに、１１の出展会員企業に一定の助成を行った。 

     開催日  平成２４年１０月２０日～２１日 

     開催場所 (財)富山県産業創造センター（高岡テクノドーム） 

     協会ブース来場者 約６００名（２日間） 

 

(6)「環境月間」ポスター事業への協賛  

   ６月の環境月間事業の一環として実施された行政機関ポスター募集事業に協賛し、(社)富山県 

産業廃棄物協会長賞を授与した。 

 

６ 行政機関及び関係団体との連携・協力 

 (1)行政機関との連携・協力 

行政機関との意見交換会、また、次の行政・関係団体等の会議へ出席した。 

   ◆意見交換会（富山県、富山市）     

     開催日  平成２５年１月２９日   

開催場所 富山第一ホテル   

内 容  富山県廃棄物処理計画(仮称)の概要について 

     産業廃棄物処理業の優良認定状況について 

     最近発生した事故等について 

出席者  富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班 班長 藤平蔵 芳 光 氏 

主査 尾 川 靖 春 氏 

富山市環境部環境政策課廃棄物対策班     参事 西 中 正 治 氏 

                      主査 五 艘 幸 美 氏 

協会役員、事務局 

◆富山県廃棄物不法処理防止連絡協議会 

開催日  第１回  平成２４年５月１８日 

     第２回  平成２５年２月８日 

     開催場所 富山県民会館     



内 容  平成２３年度廃棄物不法投棄等実態調査結果について 

          各構成団体における平成２４年度の不法投棄対策実施状況について等 

   ◆平成２４年度環境月間ポスター審査会      

開催日  平成２４年５月２８日 

開催場所 富山県農協会館  

   ◆平成２４年度産業廃棄物削減等検討会 

     開催日  第１回  平成２４年１１月２０日 

          第２回  平成２５年１月３１日 

          第３回  平成２５年３月２５日 

     開催場所 富山県民会館ほか 

     内 容  産業廃棄物排出抑制・減量マニュアル策定事業について 

          産業廃棄物排出抑制・リサイクルに関するアンケート調査結果について 

          産業廃棄物排出抑制・減量化マニュアル案について等 

      ◆平成２４年度環境とやま県民会議総会、エコライフ・アクト大会 

     開催日  平成２４年６月１６日 

     開催場所 ボルファートとやま 

     内 容  環境とやま県民会議・活動方針報告等 

   ◆平成２４年度環境とやま県民会議幹事会 

     開催日  第１回  平成２４年６月１１日（書面） 

          第２回  平成２４年１０月９日 

     開催場所 富山県民会館 

     内 容  平成２３年度事業報告 

          富山県ごみゼロ推進県民大会の実施要領について等 

   ◆平成２４年度富山県リサイクル認定審査会 

     開催日  第１回  平成２４年１０月３日 

          第２回  平成２５年３月２２日 

     開催場所 富山県民会館 

     内 容  リサイクル製品の認定審査について 

          エコ事業所の認定審査について 

          富山県リサイクル認定制度の改正について等 

◆平成２４年度エコドライブとやま推進協議会 

  開催日  平成２４年５月９日 

     開催場所 富山県民会館     

     内 容  エコドライブ推進運動の取組状況等 

◆平成２４年度富山県ごみゼロ推進県民大会 

  開催日  平成２４年１０月２０日 

  開催場所 (財)富山県産業創造センター（高岡テクノドーム） 

 

 (2)(公社)全国産業廃棄物連合会との連携・協力 

   (公社)全国産業廃棄物連合会並びに信越・北陸地域協議会が開催する次の会議に出席した。 

   ◆(公社)全国産業廃棄物連合会 

   ・定時総会    平成２４年６月１５日  東京都  会長、専務理事、表彰受賞者、 

事務局職員 

   ・監事監査    平成２４年５月２１日  東京都  会長 

   ・理事会     平成２４年５月２２日  東京都  会長 

平成２４年７月１０日  東京都  会長 

            平成２４年９月１１日  東京都  会長 

            平成２４年１１月１３日 東京都  会長 



            平成２５年１月１８日  東京都  会長 

            平成２５年３月１２日  東京都  会長 

・第１回収集運搬部会 

平成２４年９月１９日   東京都  澤飯副会長 

   ・全国正会員事務局責任者会議 

            平成２４年８月３日   東京都  専務理事 

            平成２５年２月１日   東京都  専務理事 

・正会員実務研修 平成２４年１０月５日  東京都  事務局職員 

   ・第１１回「産業廃棄物と環境を考える全国大会」   

平成２４年１０月２６日 東京都  会長、専務理事 

・新年賀詞交換会 平成２５年１月１８日  東京都  会長、専務理事 

・全国正会員会長・理事長会議   

平成２５年２月２２日  香川県  会長、専務理事 

   ・第１回リサイクル推進委員会 

            平成２５年３月２２日  東京都  金原理事 

   ◆信越・北陸地域協議会 

   ・信越・北陸地域協議会  

       平成２４年４月１８日～１９日  長野県  会長、澤飯副会長 

       平成２４年１０月１１日～１２日 福井県  会長、専務理事 

・事務局職員研修会      

平成２４年９月１２日～１３日  富山県  事務局職員   

・事務局長会議  平成２４年１１月７日～８日   新潟県  専務理事 

 

 (3)建設産業暴力追放推進富山県大会への参加 

   平成２３年８月１日に「富山県暴力団排除条例」が施行されたことから、富山県建設産業団体

連合会と共催で建設産業暴力追放推進富山県大会を開催した。 

     開催日  平成２４年６月２０日 

     開催場所 とやま自遊館 

     講 演  「富山県暴力団排除条例について」 

     参加者  ４１０名（関係４団体） 

 

 (4)(公財)日本産業廃棄物処理振興センターへの協力（受託事業） 

(公財)日本産業廃棄物処理振興センターから、マニフェスト情報の有効活用のために「搬入産 

業廃棄物情報集計等調査（富山県）」業務を受託し、説明会を開催した。 

   ◆マニフェスト情報の有効活用に関する調査説明会 

     開催日  平成２４年１０月２日 

     開催場所 富山商工会議所 

     説明者  (公財)日本産業廃棄物処理振興センター 

               調査部 国際部 部長代理広報室長    谷 川  昇 氏 

     協力事業所  ２０事業所 

 

 (5)その他関係団体との連携・協力 

  (財)とやま環境財団、(公財)富山県暴力追放運動推進センター等との連絡、連携を密にし、相

互の情報交換、協力に努めた。 

  ◆(社)富山県産業廃棄物協会関係企業グリーン化プログラム（協力：(財)とやま環境財団） 

     開催日  第１回 平成２４年４月２３日 

          第２回 平成２４年５月２８日 



          第３回 平成２４年６月１９日 

          第４回 平成２４年７月１８日 

          第５回 平成２４年８月２３日 

          第６回 平成２４年９月１９日 

     開催場所 富山商工会議所  

     内 容  エコアクション２１認証取得プログラム 

     講 師  エコアクション２１審査人   柴 野 嘉 寛 氏 

                         藤 井  徹 氏 

                         佐 藤 幸 雄 氏 

     参加者  １０事業所 

   ◆「とやま環境フェア２０１２」実行委員会 

     第１回  開催日  平成２４年７月１８日 

     第２回  開催日  平成２４年９月５日 

     第３回  開催日  平成２５年１月１７日 

          開催場所 富山県森林水産会館 

          内 容  「とやま環境フェア２０１２」実施要領等 

   ◆「とやま環境フェア２０１２」出展者説明会 

     開催日  平成２４年９月１１日 

     開催場所 サンシップとやま  

     内 容  とやま環境フェア２０１２実施概要について等 

◆平成２４年度富山県暴力団排除組織連絡会総会 

     開催日  平成２４年８月２８日 

     開催場所 ＡＮＡクラウンプラザホテル富山 

     内 容  平成２３年度活動結果等 

   ◆第２１回暴力追放富山県民大会 

     開催日  平成２４年１１月７日 

     開催場所 アイザック小杉文化ホール ラポール 

    

    

      


