
 平成２５年度 事 業 報 告 

平成２５年度は、一般社団法人に移行して初めての年度であり、会員各位のご理解とご協力を得て各種

の事業を推進することができました。 

産業廃棄物処理業界の信頼性の向上と社会的使命の達成を図るため、産業廃棄物の適正処理や再生利用

及び資源循環の推進のための事業をはじめ、公益目的支出計画と整合を図りながら相談事業や行政からの

受託事業、関係機関との協力事業を実施したほか、マニフェストシステムの普及啓発や会員企業の優良化

など、環境への負荷が少ない循環型社会の構築を目指した事業を積極的に展開しました。 

ここに会員各位のご支援に対しまして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．相談事業（継続事業１） 

  会員及び県民、事業者からの各種相談に対応し、指導・助言並びに情報提供を行った。 

  ・相談内容   法令に関する相談 

          許可申請関係（許可申請に関する講習会、許可申請書の記入の仕方） 

          処理施設の紹介 

          委託契約書・マニフェスト関係 

          リサイクルに関する相談 等   計 約１，３００件 

 

２．適正処理の推進に関する事業（継続事業２） 

  産業廃棄物の適正処理とリサイクルの推進を目的として、関係団体等と連携を密にし、相互の 

 情報交換、協力に努めた。また、行政機関からの受託事業として各種講習会、説明会を実施した。 

①産業廃棄物適正処理講習会の開催及びポスター、パンフレットの作成。（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を対象に講習会を開

催し、ポスター、パンフレットの配布を通して啓発活動を行った。 

    開催日   平成２５年１０月２８日 

    開催場所  ボルファートとやま 

    内 容   「富山県の廃棄物の現状等について」 

            富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班 主幹 中 島 浩 薫 氏 

          「アジアにおける（産業）廃棄物処理とリサイクルの現状と課題」 

           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   ２３３名 

   ・ポスター  「不法投棄防止カレンダー」  作成部数  １，３００枚 

   ・パンフレット  「産業廃棄物の適正処理を目指して!!」  作成部数  ２，０００部 

  ②技術管理者研修会の開催 

   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 

  する研修会を開催した。（受託事業：富山県、富山市） 

    開催日   平成２６年１月２９日 

    開催場所  富山商工会議所 



    内 容   「建設系混合廃棄物やごみ焼却残渣処理の動向と高度選別技術･維持管理等について」 

            （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 

          「産業廃棄物の適正処理に向けて」 

            富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班 主任 山 本 充 巨 氏 

          「産業廃棄物監視指導の結果について」 

            富山県環境科学センター 生活環境課 主任研究員 万 尾 和 恵 氏 

    参加者   １０４名 

  ③許可更新手続き説明会の開催 

   許可更新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及び処分業者 

  を対象に手続き説明会を開催した。（受託事業：富山県、富山市） 

   【第１回 収集運搬業】  平成２５年６月１０日  富山商工会議所 受講者 ３６名 

   【第２回 収集運搬業】  平成２５年９月１７日  富山商工会議所 受講者 ３０名 

   【第３回 収集運搬業】  平成２６年１月１５日  富山商工会議所 受講者 ４２名 

   【第１回 処 分 業】  平成２５年９月１７日  富山商工会議所 受講者 ２２名 

  ④産業廃棄物処理実務者研修会 

   （公社）全国産業廃棄物連合会と連携し、産業廃棄物の幅広い基礎知識を習得することを目的とし 

  て、実務者を対象とした研修会を開催した。 

    開催日   平成２５年１２月３日 

    開催場所  富山商工会議所 

    内 容   「産業廃棄物処理の基礎」 

           （公社）全国産業廃棄物連合会 専任講師 岩 田 隆 氏 

          「産業廃棄物の委託処理と委託契約、産業廃棄物管理票・帳簿」 

           （公社）全国産業廃棄物連合会 専任講師 田 尾 利 光 氏 

    参加者   １１３名（会員 １１０名 非会員 ３名） 

  ⑤電子マニフェスト操作体験セミナー 

   電子マニフェストの普及促進を目的として、実務担当者を対象とした研修会を開催した。 

    開催日   平成２６年３月１３日 

    開催場所  (株)富山県総合情報センター 

    内 容   パソコンを使用した電子マニフェストの操作体験 

           （公財）日本産業廃棄物処理振興センター  

                  情報処理センター 業務推進部 主幹 藤 原 博 良 氏 

    参加者   ４０名（午前、午後各２０名  会員 ３４名 非会員 ６名） 

  ⑥産業廃棄物処理業許可業者名簿の作成 

   産業廃棄物の適正処理を推進するため、産業廃棄物許可業者名簿を作成した。（受託事業：富山市） 

    作成部数   ３０部 

  ⑦環境フェアへの参加・協力 

   環境問題への県民の関心の高まりに対応し、水と緑に恵まれた快適な環境めざして ～見直 

  そう！くらしとエネルギー～ をテーマに開催された「環境フェア２０１３」に出展するほか、 

  出展会員に対し一定の補助を行った。 

    開催日   平成２５年１０月１９日～２０日 

    開催場所  富山市体育文化センター 



    協会ブース来場者  約４２０名（２日間） 

  ⑧環境月間事業への協力 

   ６月の環境月間事業の一環として実施される行政機関ポスター募集事業に協賛し、下記のとおり 

  （一社）富山県産業廃棄物協会長賞を授与した。 

   ＜受賞者＞ 

    射水市立放生津小学校  森川結月 さん  射水市立放生津小学校  髙田 茜 さん 

    射水市立大門小学校   大島麻耶 さん  射水市立中太閤山小学校 川渕 遥 さん 

    射水市立放生津小学校  上田真人 さん  小矢部市立石動中学校  前田黛花 さん 

    小矢部市立津沢中学校  宮谷真輝 さん  小矢部市立津沢中学校  一戸史華 さん 

    富山市立上滝中学校   中西花奈 さん 

  ⑨暴力追放対策会議の開催、富山県暴力団排除組織連絡会議への参加 

   （社）富山県構造物解体協会等、関係団体と連携して次の会議を開催、また、参加協力した。 

   ◆平成２５年度富山県暴力団排除組織連絡会総会 

    開催日   平成２５年８月２７日 

    開催場所  富山第一ホテル  

    内 容   平成２４年度活動状況について等  

   ◆第１７回暴力追放対策会議 

    開催日   平成２５年１１月１３日 

    開催場所  富山県市町村会館  

    講 演   「暴力団の現状と対策」 

           富山県警察本部刑事部組織犯罪対策課暴力団排除係  係長 吉 田 修 一 氏 

          「反社会的勢力排除対策の現状」 

           （公財）富山県暴力追放運動推進センター 専務理事 岡 本  博 氏 

          「産業廃棄物の適正処理について」 

           富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班 主幹 中 島 浩 薫 氏 

    参加者   ８０名 

   ◆第２２回暴力追放富山県民大会 

    開催日   平成２５年１１月２０日 

    開催場所  アイザック小杉文化ホール ラポール 

    講 演   「福岡県における暴力団情勢と対策」 

           福岡県警察本部暴力団対策部組織犯罪対策課 管理官 

  ⑩富山県廃棄物不法処理防止連絡協議会との連携・協力 

   行政や富山県廃棄物不法処理防止連絡協議会と連携して、不法投棄防止等の啓発を行った。 

   ◆平成２５年度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２５年５月１７日 

    開催場所  富山県民会館 

    内 容   平成２４年度廃棄物不法投棄等実態調査結果 

          産業廃棄物監視指導員のパトロール結果等 

  ⑪災害廃棄物の処理対策への協力 

   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に、会員事業所への資 

  機材調査及び支援体制の強化に努めた。 



  ⑫（公社）全国産業廃棄物連合会等との連携・協力 

   （公社）全国産業廃棄物連合会並びに（公財）日本産業廃棄物処理振興センターが開催する次の会 

  議に出席及び講習会の運営に協力した。 

   【（公社）全国産業廃棄物連合会】 

   ・第３回定時総会             平成２５年６月１４日  東京都 

     表 彰 ≪富山県協会受賞者≫ 

       ◆地方功労者 高柳和人、城崎正俊 

       ◆優良事業所 (株)ヨシダ 

       ◆地方優良事業所 (株)魚津清掃公社、日本通運(株)富山支店、(株)野手組 

       ◆優良従事者 高田義男、伊藤与一 

   ・平成２５年度許可講習会講師研修会    平成２５年４月１１日～１２日  神奈川県 

   ・正会員事務局責任者会議 第１回     平成２５年８月２日   東京都 

                第２回     平成２６年１月３１日  東京都 

   ・収集運搬部会運営委員会 第１回     平成２５年９月１２日  東京都 

                第２回     平成２５年１２月２日  東京都 

   ・全国正会員事業研修           平成２５年１０月４日  東京都 

   ・第１２回産業廃棄物と環境を考える全国大会 

                        平成２５年１１月８日  三重県 

   ・許可申請に関する講習会における受付業務説明会 

                        平成２５年１１月１５日 東京都 

   ・リサイクル推進委員会          平成２６年２月１８日  東京都 

   ・全国会長・理事長会議          平成２６年２月２１日  石川県 

   【（公社）全国産業廃棄物連合会 信越・北陸地域協議会】 

   ・第４８回信越・北陸地域協議会      平成２５年４月１８日～１９日  石川県 

   ・第４９回信越・北陸地域協議会      平成２５年１０月２日～３日   富山県 

   ・平成２５年度信越・北陸地域協議会事務職員研修会 

                        平成２５年９月１８日～１９日  長野県 

   ・信越・北陸地域協議会事務局長会議    平成２５年１１月２２日  新潟県 

   【（公財）日本産業廃棄物処理振興センター】 

   ・ＰＣＢ収運従事者講習会         平成２６年１月１６日  富山県 

 

３．マニフェストの普及啓発・頒布及び許可申請にかかる講習会の開催事業（その他事業１） 

 (1)マニフェストの普及啓発・頒布事業（単位：セット） 

 
連合会          

マニフェスト 

建設          

マニフェスト 

電子マニフェスト

送り状 
合計 

平成２５年度  ２００，６００   ４８，１００     １００  ２４８，８００ 

平成２４年度  １９５，１００   ３７，２００       －  ２３２，３００ 

増減    ５，５００   １０，９００     １００   １６，５００ 



 (2)電子マニフェスト加入申込み受付件数 

   １２件（平成２４年度 ２１件） 

 (3)産業廃棄物の許可申請にかかる講習会の開催事業等 

  （公財）日本産業廃棄物処理振興センター、（公社）全国産業廃棄物連合会と連携・協力し、産業廃 

棄物の許可申請にかかる講習会及び特別管理産業廃棄物管理責任者講習会を開催した。また、会員事 

業所に対し、許可期限の到来を案内し申請漏れの無いよう努めた。 

  ・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２５年８月２８日～２９日 富山商工会議所  受講者５３名 

   ［更新］収集運搬課程 平成２５年６月１９日     富山商工会議所  受講者１２３名 

   ［更新］収集運搬課程 平成２５年１１月２０日    富山商工会議所  受講者１０１名 

  ・特別管理産業廃棄物管理責任者講習会 

平成２５年６月２０日     富山商工会議所  受講者１１６名 

              平成２５年１１月２１日    富山商工会議所  受講者９５名 

 (4)更新許可申請のお知らせ 

  ・許可の有効期限 平成２５年７月１日から１２月３１日まで   ５０会員 

  ・許可の有効期限 平成２６年１月１日から６月３０日まで    ４３会員 

 

４．会員研修及び委員会・専門部会に関する事業（その他事業２） 

 (1)各種研修会・講習会の開催 

  ①経営研修会の開催 

   会員事業所の経営手法の向上を目指して、経営者を対象とし、富山県の経済状況を解りやすく解説 

  する研修会を開催した。 

    開催日   平成２５年７月１１日 

    開催場所  富山商工会議所 

    内 容   「北陸の経済の現状と行方」 

           財務省北陸財務局 富山財務事務所 所長 阿 部 修 二 氏 

    参加者   ２４名 

  ②健康セミナーの開催 

   （一財）北陸予防医学協会の協力を得て、健康づくりや健康診断を行う意味について考えるセ 

  ミナーを開催した。 

    開催日   平成２５年７月２６日 

    開催場所  富山商工会議所 

    内 容   「健康診断をする意味と結果の見方について」 

           （一財）北陸予防医学協会 医師 山 上 孝 司 氏 

    参加者   ２０名   

  ③施設見学会の開催 

   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、ごみゼロ、再資 

  源化工場施設を見学した。 

    開催日   平成２５年９月４日～５日 

    見学先   （独法）造幣局 東京支局 

          サントリー武蔵野ビール工場 



    参加者   ２２名   

  ④労働安全講習会の開催 

   労働安全衛生規則の改正に伴い、改正のポイントを解りやすく解説、また、労働災害の発生状況や 

  その対策についての説明会を開催した。 

    開催日   平成２５年８月２１日 

    開催場所  富山商工会議所 

    内 容   「改正労働安全衛生規則について」 

           富山労働局健康安全課 主任地方労働安全専門官 飯 澤  聡 氏 

    参加者   ３８名   

  ⑤優良産廃処理業者認定制度説明会 

   会員事業所に対し、「優良産廃処理業者認定制度」の認識を広め、また、制度の活用を促進するた 

  めに、制度の目的及び認定までの流れを説明した。 

    開催日   平成２５年１０月１０日 

    開催場所  富山商工会議所 

    内 容   「優良産廃処理業者認定制度について」 

           富山県生活環境文化部 環境政策課廃棄物対策班 主任 長 谷 哲 也 氏 

    参加者   ４４名   

  ⑥富山県リサイクル認定制度説明会 

   富山県リサイクル認定制度の概要を説明するとともに、県におけるリサイクル認定製品の利用状 

  況、リサイクルに係る技術開発、販路等に関する情報提供を行い、制度の啓発、利用活用を呼び掛け 

  た。 

    開催日   平成２６年２月１４日 

    開催場所  富山商工会議所 

    内 容   「富山県リサイクル認定制度について」 

           富山県生活環境文化部 環境政策課廃棄物対策班 技師 野 村 卓 也 氏 

          「富山県リサイクル認定制度について ～認定製品の利用促進への取組み～」 

           富山県土木部 建設技術企画課 技術指導係 副係長 牧 野 哲 博 氏 

    参加者   ３０名 

  ⑦反社会的勢力対応講習会 

   健全な産業廃棄物処理業界の構築を推進するとともに、反社会的勢力の介入排除を目的とした講習 

  会を開催した。 

    開催日   平成２６年３月６日 

    開催場所  富山商工会議所 

    内 容   「暴力団の情勢と対策」 

           富山県警察本部 刑事部 組織犯罪対策課 課長補佐 浅 野 健 一 氏 

          「あなたならどうする？～不当要求の常套句」 

           （公財）富山県暴力追放運動推進センター 専務理事 岡 本  博 氏 

    参加者   ２８名 

 (2)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、会員及び関係団体に配布した。 

    ・平成２５年４月発行  ５３０部      ・平成２５年７月発行 ６００部 

    ・平成２５年１０月発行 ５３０部      ・平成２６年１月発行 ５３０部 

  ②関係図書の配布等 

   「廃棄物処理法の手引」、「産業廃棄物処理委託契約書の手引」、「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」等を会員へ無償配布、また、ホームページ上 

  において販売斡旋した。 

③産業廃棄物に関する図書・雑誌・資料等の情報を収集整理し、閲覧・貸出しを行うとともに、ホ 

ームページでも法令の改正等、情報提供を行った。 

 (3)委員会、専門部会等開催事業 

  ①委員会の開催 

   ◆総務委員会 

     第１回  平成２５年４月１７日 

      ・第１回定時総会議案書（案）について 

      ・第１回定時総会の運営（案）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結果について 

      ・各委員会委員の変更について 

      ・協会ロゴマーク・デザインについて 

     第２回  平成２５年１２月２０日 

      ・第２回定時総会について 

      ・(一社)富山県産業廃棄物協会会員証について 

      ・平成２６年度(公社)全国産業廃棄物連合会被表彰者の選考について 

      ・(一社)富山県産業廃棄物協会旅費規程の改定について 

     第３回  平成２６年３月１１日 

      ・第２回定時総会について 

      ・平成２６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２６年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

      ・(一社)富山県産業廃棄物協会会員証について 

   ◆適正処理委員会  平成２６年２月１３日 

      ・平成２６年度適正処理事業計画（案）について等 

   ◆研修委員会  平成２６年２月２５日 

      ・平成２６年度研修事業計画（案）について等 

   ◆広報委員会   

     第１回  平成２５年９月２４日 

      ・とやま環境フェア２０１３について 

      ・とやま環境フェア出展事業助成金の改正について等 

     第２回  平成２６年２月２０日 

      ・平成２６年度広報事業計画（案）について 

      ・ホームページのリニューアルについて等 

   ◆労働安全衛生委員会  平成２６年２月３日 

      ・平成２６年度労働安全衛生事業計画（案）について等 



  ②青年部会活動への支援 

   青年部会活動への助成等の支援を行うとともに、全国産業廃棄物連合会青年部協議会との連携強化 

  を図るために協力した。 

    【青年部会の活動】 

     ・通常総会    平成２５年６月２１日  富山市 

          議 案   平成２４年度活動報告・収支予算 

                平成２５年度活動計画（案）、収支予算（案）役員改正（案）等 

     ・理事会     平成２５年６月５日    富山市 

              平成２５年１０月１０日  富山市 

              平成２６年２月１９日   富山市 

     ・正副部会長会議 平成２５年８月２６日   富山市 

     ・とやま環境フェア２０１３運営協力 

              平成２５年１０月１９日、２０日  富山市 

     ・自己啓発事業・県外視察の実施 

              平成２５年１２月６日、７日    愛知県 

    【全国産業廃棄物連合会 青年部協議会との連携、協力 会議等への出席】   

     ・通常総会       平成２５年７月２６日  東京都 

     ・信越・北陸ブロック  幹事会  平成２５年４月９日   石川県 

                 通常総会 平成２５年６月２８日  福井県 

                 役員会  平成２５年１１月２７日 富山県 

                      平成２６年２月２８日  愛知県 

     ・第４回青年部会長会議・スプリングカンファレンス２０１４ 

                      平成２６年２月２８日  愛知県 

    【関係団体との連携、協力 会議等への出席】 

     ・富山県中小企業青年中央会 通常総会  平成２５年６月７日 

                   第２９回中小企業団体青年部富山県大会 

                         平成２５年１１月２９日 

 

５．組織活動の推進 

 (1)総会の開催  平成２５年５月１６日  富山第一ホテル 

     出席者  ３０７名（うち委任状提出者１６３名） 

     議 案  第１号議案  平成２４年度事業報告並びに平成２４年度決算承認の件 

          第２号議案  任期満了に伴う役員改選の件 

     報告事項 １ 平成２５年度事業計画 

          ２ 平成２５年度収支予算 

     表 彰 ≪受賞者≫ 

       ◆功 労 者 夏野公秀、原田義夫 

       ◆優良事業所 (有)秋富、(有)技建工業、(株)砂原組、神通工業(株)、北陸開発公社(有) 

              デムラ工業(株)、(有)稲垣重機、日電産業(株)、エヌシー共同開発(株) 

       ◆優良従業員 東海 輝、土井友子、村上正勝、池田博幸、吉田人支、平野利雄、村井健 

              二、谷村和昭、高尾拓也、谷口秀雄、金子 義、谷 幸助、中井雅俊、松 



              島 浩、谷井克己 

 (2)理事会の開催 

  第１回  平成２５年４月４月２５日 

        ・新規入会申込みについて（処理業会員１） 

        ・第１回定時総会議案書について 

        ・第１回定時総会の運営について 

        ・各委員会委員の変更について 

        ・協会ロゴマークについて 

        ・報告事項等 

  第２回  平成２５年５月１６日 

        ・会長、副会長、専務理事の選任 

        ・報告事項等 

  第３回  平成２５年９月２６日 

        ・新規入会申込みについて（処理業会員３） 

        ・とやま環境フェア出展事業助成交付金規程の改正について 

        ・（一社）富山県産業廃棄物協会の諸規程の名称変更について 

        ・報告事項等 

  第４回  平成２６年１月２８日 

        ・平成２６年度（公社）全国産業廃棄物連合会会長表彰者の選考について 

        ・（一社）富山県産業廃棄物協会旅費規程の改正について 

        ・第２回定時総会について 

        ・（一社）富山県産業廃棄物協会会員証について 

        ・報告事項等 

  第５回  平成２６年３月１８日 

        ・新規入会申込みについて（排出事業者１） 

        ・平成２６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２６年度事業計画（案）について 

        ・平成２６年度収支予算（案）について 

        ・第２回定時総会（案）について 

        ・役員の補充選任について 

        ・事務職員給与の改定について 

        ・報告事項等 

 (3)新規会員の加入促進 

  平成２５年度新規入会会員  正会員 ５事業所（処理業者 ４ 排出事業者 １） 

  会員の現況  平成２６年３月３１日現在 

         正会員 ３５６事業所  （処理業者 ３１６ 排出事業者 ４０） 

 (4)行政機関、関係団体との連携・協力 

  行政機関、関係団体等が開催する事業及び会議等に参加し、相互の情報交換、協力に努めた。 

   ◆平成２５年度第１回エコドライブとやま推進協議会  平成２５年５月８日  富山市 

   ◆平成２５年度環境月間ポスター審査会    平成２５年５月２８日  富山市 

   ◆平成２５年度エコアクション２１地域事務局運営委員会  平成２５年６月４日  富山市 



   ◆エコライフ・アクト大会          平成２５年６月２２日  富山市 

   ◆平成２５年度産業廃棄物削減等検討委員会 

                第１回      平成２５年７月４日   富山市 

                第２回      平成２５年１１月１３日 富山市 

                第３回      平成２６年２月１７日  富山市 

   ◆とやま環境フェア２０１３実行委員会 

                第１回      平成２５年７月１８日  富山市 

                第３回      平成２５年１２月２５日 富山市 

   ◆環境マネジメントトップセミナー      平成２５年７月２５日  富山市 

   ◆とやま環境フェア２０１３出展者説明会   平成２５年９月１１日  富山市 

   ◆平成２５年度環境とやま県民会議幹事会 

                第１回      平成２５年６月１１日  富山市 

                第２回      平成２５年１０月７日  富山市 

                第３回      平成２５年１２月３日  富山市 

   ◆平成２５年度第１回富山県リサイクル認定審査会  平成２５年１０月９日  富山市 

   ◆富山県ごみゼロ推進県民大会        平成２５年１０月２０日 富山市 

   ◆富山県地球温暖化防止県民大会       平成２５年１２月１４日 富山市 

   ◆エコドライブ推進全国ファーラム in TOYAMA 平成２６年２月９日   富山市 

   ◆エコノワ交流会              平成２６年２月１２日  富山市 

   ◆エコアクション２１第５回富山県事業者交流会 平成２６年２月１９日  富山市 

   ◆（公社）全国産業廃棄物連合会理事会         

                第１３回    平成２５年５月２１日  東京都 

                第１４回    平成２５年７月９日   東京都 

                第１５回    平成２５年９月１０日  東京都     

                第１６回    平成２５年１１月１９日 東京都     

                第１７回    平成２６年１月１７日  東京都    

                第１８回    平成２６年３月１１日  東京都    

                監事監査    平成２５年５月２０日  東京都 

   ◆（社）石川県産業廃棄物協会２０周年記念式典   平成２５年７月５日  石川県 

                         


