
 令和元年度 事 業 報 告 

 

  

令和元年度は、適正処理の推進、マニフェストの普及啓発、許可申請に関する講習会の開催、法人化 

３０周年の記念イベントなど、会員各位のご協力を得て各種の事業を進めることができました。 

 ここに会員各位のご支援と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．相談事業 

  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   廃棄物処理法に関する相談 

          許可申請関係（許可申請に関する講習会、許可申請書の記載等）に関する相談 

          届出事項に関する相談 

          処理業者の紹介 

          委託契約書・マニフェスト、帳簿等に関する相談 

          廃棄物処理・リサイクルに関する相談 等   計 約８５０件 

 

２．適正処理の推進に関する事業 

  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、説明会等を開催及び関係資料を

作成配布した。 

(1) 産業廃棄物適正処理推進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   令和元年１０月２９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について」 

            富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策係 主任 木原  忍 氏 

          「排出事業者責任と優良産廃処理業者認定制度の活用 

                     ～廃プラ等循環ビジネス推進への期待～」 

            （公財）産業廃棄物処理事業振興財団 企画部長   改田 耕一 氏 

    参加者   ２２０名 

   ・ポスター   「不法投棄防止カレンダー」     作成部数  １，２５０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  １，７５０部 

  (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 

   研修会を開催した。 

    開催日   令和２年２月７日 

    開催場所  ボルファートとやま 



    内 容   「近年の災害の傾向と大規模災害時の災害廃棄物処理について」 

            （一財）日本環境衛生センター理事 東日本支局環境事業本部 

 本部長 佐藤 幸世 氏   

          「法令遵守及び適正処理の推進について」 

            富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班  主任 早坂 英明 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 水田 圭一 氏 

    参加者   １１５名（内１７名は市町村担当者） 

  (3) 許可更新手続き説明会の開催（受託事業：富山県、富山市） 

    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。 

   【第１回 収集運搬業】  令和元年６月１１日  富山県民会館  受講者４５名 

   【第２回 収集運搬業】  令和元年９月１０日  富山県民会館  受講者３６名 

   【第３回 収集運搬業】  令和２年１月１５日  富山県民会館  受講者３４名 

   【第１回 処 分 業】  令和元年９月１０日  富山県民会館  受講者１９名 

  (4) 産業廃棄物処理実務者研修会の開催 

   （公社）全国産業資源循環連合会と連携し、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   令和元年１２月３日 

    開催場所  富山県民会館 

    内 容   「産業廃棄物処理の基礎」 

           富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班   主任 早坂 英明 氏 

「産業廃棄物処理の基礎、委託処理と委託契約、産業廃棄物管理票・帳簿」 

           （公社）全国産業資源循環連合会  許可講習会専任講師 岩田  隆 氏 

    参加者   ５４名 

(5) 電子マニフェスト操作体験セミナーの開催 

    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   令和元年９月２５日 午前の部、午後の部（２回開催） 

     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 専任インストラクター 村上  昇 氏 

     参加者   午前の部１９名、午後の部２０名 

  (6) 産業廃棄物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、産業廃棄物許可業者名簿を作成した。 

    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 ～次世代につ

なごう！エコなくらし～ をテーマに開催された「とやま環境フェア２０１９」に出展し、立山室

堂周辺清掃活動と不法投棄撤去活動のパネル展示や、環境クイズを行い、また、出展会員にも規程

に基づき助成金を交付した。 

    開催日   令和元年１０月５日～６日 



    開催場所  富山産業展示館 テクノホール  

    協会ブース来場者   約５８０名（２日間） 

    出展事業助成金交付  会員企業１１社 

  (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）富山県産業資源循環協会長賞を授与した。 

   ＜受賞者＞ 

    富山市立堀川小学校  島野心那さん    高岡市立二塚小学校   舘 龍生さん 

    射水市立大島小学校  中村祐輔さん    射水市立放生津小学校  金子美月さん 

    南砺市立福野中学校  河除天地さん    小矢部市立津沢中学校  舟戸日菜さん 

    入善町立入善西中学校 井田みのりさん   小矢部市立津沢中学校  長谷川隼介さん 

    南砺市立福野中学校  丹羽梨緒さん 

  (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 

   （一社）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。 

   ◆第２３回暴力追放対策会議 

    開催日   令和元年１１月７日 

    開催場所  富山県市町村会館  

    講 演   「最近の暴力団情勢と対策」 

           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 小田切直樹 氏 

          「内部からの反社会的勢力の排除」 

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

          「産業廃棄物の適正処理等について」 

           富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班   主任 箱江 史吉 氏 

    参加者   ５８名 

◆令和元年度富山県暴力団排除組織連絡会総会   

    開催日   令和元年８月２７日 

    開催場所  ＡＮＡクラウンプラザホテル富山  

    内 容   平成３０年度活動結果について 等  

◆第２８回暴力追放富山県民大会 

    開催日   令和元年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   「命てんでんこ ～反社会勢力から富山県民を守る漢方薬～」 

           （公財）京都府暴力団追放運動推進センター  専属講師 上原 忠晴 氏 

 (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。 

   ◆令和元年度富山県廃棄物不法処理防止連絡協議会 

    ＜第１回＞ 

 開催日   令和元年５月１７日 

開催場所  富山県民会館 

    内 容   野外焼却防止対策、不法投棄防止対策について 

令和元年度事業計画について   



＜第２回＞ 

 開催日   令和２年２月１８日 

開催場所  富山県民会館 

    内 容   野外焼却防止対策、不法投棄防止対策について 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）全国産業資源循環連合会等との連携・協力 

   （公社）全国産業資源循環連合会に連携・協力し、会長会議をはじめ、事務局責任者会議、信越・

北陸地域協議会、産業廃棄物と環境を考える全国大会等に参加した。 

   【（公社）全国産業資源循環連合会】 

   ・第９回定時総会    令和元年６月１３日  東京都 

     表 彰 ≪富山県協会受賞者≫ 

       ◆地方功労者 松浦英樹、高野 治 

       ◆優良事業所 (株)富山環境整備 

       ◆地方優良事業所 協和工業(株)、(有)昭和運輸、大東運輸(株)、日本海通商(株)  

       ◆優良従事者 那知久敬、本多吉雄、名畑新三、西川悦朗、屋木幸彦 

   ・表彰選考委員会               平成３１年４月１５日    東京都 

   ・全国正会員事務局責任者会議  第１回    令和元年７月２６日     東京都 

                   第２回    令和２年１月３１日     東京都 

・令和元年度全国正会員事業研修        令和元年１０月２５日    東京都 

・第１８回産業廃棄物と環境を考える全国大会  令和元年１１月１５日    兵庫県 

・令和２年度許可申請に関する講習会における事務取扱説明会 

                          令和２年２月１０日     東京都 

・令和元年度全国正会員会長・理事長会議    令和２年２月２１日     福島県 

   【（公社）全国産業資源循環連合会 信越・北陸地域協議会】 

   ・第６０回信越・北陸地域協議会        平成３１年４月９日     新潟県 

   ・第６１回信越・北陸地域協議会        令和元年９月３０日     長野県 

   ・信越・北陸地域協議会事務職員研修会     令和元年９月１１日～１２日 福井県 

   ・信越・北陸地域協議会事務局長会議      令和元年１０月３１日    新潟県 

    

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 

 (1) マニフェストの普及啓発・頒布事業（単位：セット） 

年度 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 

Ｒ１ １９８，３００   ３６，４００       ０ ２３４，７００ 

Ｈ３０  ２０６，６００   ４９，１００       ０ ２５５，７００ 

増減   △８，３００  △１２，７００       ０ △２１，０００ 

 (2) 産業廃棄物処理業の許可申請に関す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）全国産業資源循環連合会と連携・協力し、産業 

  廃棄物の許可申請に関す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。 



  ・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 令和元年１１月１３日～１４日   

富山県中小企業研修センター 受講者８４名 

   ［更新］収集運搬課程 令和元年８月２日   富山県中小企業研修センター 受講者１３９名 

  ・特別管理産業廃棄物管理責任者講習会 

令和元年１１月１２日 富山県中小企業研修センター 受講者１４７名 

 (3) 更新許可申請のお知らせ 

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。 

  ・許可の有効期限 ２０２０年５月から２０２２年３月まで   １６５会員 

 

４．会員研修及び委員会・専門部会に関する事業 

 (1) 各種研修会・講習会の開催 

  ① 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、先進的なプ

ラント施設の見学、また、地域社会や自然との共生を目指し、様々な環境学習を取り入れた事業所

の見学会を実施した。 

    開催日   令和元年７月９日～１０日 

    見学先   丸硝(株) 、日本耐酸壜工業(株) 、(有)立川実業（かわら工房）  

    参加者   １９名  

② 労働安全衛生講習会の開催 

    産業廃棄物処理業界における労働災害の発生状況が高い水準であることを踏まえ、労働災害防止

対策を積極的に推進するための講習会を開催した。 

    開催日   令和元年９月２７日 

    開催場所  富山県民会館 

    内 容   「産業廃棄物処理業における労働災害防止について」 

           片山安心コンサルタント合同会社 代表  片山 昌作 氏 

    参加者   ３２名  

   ③ リスクアセスメント研修会の開催 

    開催日   令和元年１１月２８日 

    開催場所  富山県民会館 

    内 容   「産業廃棄物処理業におけるリスクアセスメント及びその基本と実施に向けて」他 

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 藤田 政次 氏  

        参加者   １３名 

  ④ 労働災害防止計画の推進及び労働災害防止啓発ポスターの配布 

    （公社）全国産業資源循環連合会と連携し、労働災害の防止に向け策定した労働災害防止計画を 

推進するため、全国安全週間に併せて啓発用ポスターを配布した。 

 (2) 広報・情報提供 

  ①「循環とやま」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「循環 

  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３１年４月発行  ４６０部      ・令和元年７月発行  ４９０部 



    ・令和元年１０月発行  ４６０部      ・令和２年１月発行  ４６０部 

  ② 関係図書の配布等 

   「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

いて関係図書の販売斡旋した。 

③ ホームページに法令の改正等を掲載し、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  令和元年５月１３日 

      ・第７回定時総会議案書（案）について 

      ・令和元年度事業計画（案）及び予算（案）の変更について 

      ・第７回定時総会の運営・役割分担（案）について 

      ・令和元年度(公社)全国産業資源循環連合会被表彰者の推薦結果について 

      ・法人化３０周年記念式典次第（案）について 等 

     第２回  令和２年１月２１日 

      ・令和２年度(公社)全国産業資源循環連合会表彰の推薦について 

      ・第８回定時総会について 

     第３回  令和２年３月６日 

      ・令和２年度(一社)富山県産業資源循環協会被表彰者の選考について 

      ・令和２年度事業計画（案）及び予算（案）について 

・第８回定時総会次第（案）について 

    ◆広報委員会   

     第１回  令和元年９月１７日 

      ・とやま環境フェア２０１９について 

      ・法人化３０周年記念誌について 

     第２回  令和２年２月１２日 

      ・令和２年度広報事業計画（案）について 

      ・とやま環境フェア 2019の当協会及び会員企業の出展状況 

      ・機関誌「循環とやま」の表紙について 

◆適正処理委員会  令和２年２月５日 

      ・令和２年度適正処理事業計画（案）について 

◆研修委員会  令和２年２月１７日 

      ・令和２年度研修事業計画（案）について  

    ◆労働安全衛生委員会  令和２年２月２５日 

      ・令和２年度労働安全衛生事業計画（案）について  

  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、全国産業資源循環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】 

・理事会     令和元年６月２０日    富山市 

・役員会     令和元年５月１０日    富山市 



     ・総会      令和元年７月３日     富山市 

     ・研修会     令和２年２月１９日    富山市 

・とやま環境フェア２０１９運営協力     令和元年１０月５日～６日  富山市 

    【全国産業資源循環連合会 青年部協議会との連携、協力 会議等への出席】 

     ・信越・北陸ブロック 通常総会       令和元年５月２２日     石川県 

     ・信越・北陸ブロック 役員会        令和元年１１月２７日    新潟県 

     ・青年部協議会    通常総会       令和元年６月１２日     東京都 

     ・青年部協議会    第１１回全国大会   令和元年７月１９日～２０日 香川県 

・青年部協議会    カンファレンス    令和元年１１月１４日    兵庫県 

・石川県青年部会   設立２０周年記念式典 令和元年８月２３日     石川県 

 

５．組織活動の推進 

 (1) 総会の開催  令和元年６月２０日  富山第一ホテル 

     出席者  ３１０名（うち委任状提出者１８３名） 

     議 案  第１号議案  平成３０年度事業報告の件 

          第２号議案  平成３０年度計算書類承認の件 

平成３０年度監査報告 

          第３号議案  任期満了に伴う役員改選の件 

     報告事項 １ 令和元年度事業計画 

          ２ 令和元年度収支予算 

     表 彰 ≪受賞者≫ 

       ◆功 労 者 上埜慎也、加治幸大、島 正己 

       ◆優良事業所 (有)小矢部衛生工業、三久建設(株)、(有)となみ環境開発、(株)ナカムラ、

木材リサイクル事業協同組合 

       ◆優良従業員 伊尾裕一、今井雅俊、大坪隆紀、奥田泰史、木戸清隆、酒井陽平、 

鈴木 誠、棚田 稔、徳道泰史、中川一志、中山昌樹、平井政則、 

藤 侑介、柳澤健一、山本哲明 

 (2) 法人化３０周年記念事業 

  ① 記念式典、記念講演、記念祝賀会の開催 

   令和元年６月２０日、総会に併せて法人化３０周年記念式典、記念講演、記念祝賀会が会員、行政、 

関係団体などの関係者が出席して執り行われた。 

  ② 記念誌の作成・配布 

   法人化３０周年を迎え、記念事業の一環として記念誌の発行・配布を行った。 

  ③ 感謝状の贈呈 

   法人設立、組織拡大及び事業発展等に多大な貢献が認められる者に、(公社)全国産業資源循環連合 

会並びに協会から感謝状を贈呈した。 

 (3) 理事会の開催 

    第１回  令和元年５月１６日 

        ・第７回定時総会議案書（案）について 

        ・令和元年度収支予算（案）の一部変更について 

        ・第７回定時総会の運営（案）について 



        ・法人化３０周年記念式典次第（案）について 

        ・新規入会申し込みの承認の件について 

        ・各種委員会委員の変更について 

        ・機関誌名称の変更について 

        ・機関誌の広告掲載料について 

        ・報告事項等 

   第２回  令和元年６月２０日 

        ・会長、副会長、専務理事の選任について 

   第３回  令和元年１０月１７日 

        ・令和元年度上半期業務執行状況報告について 等 

   第４回  令和２年１月２８日 

        ・新規入会申込み承認の件について 

・令和２年度（公社）全国産業資源循環連合会会長表彰者の選考について 

・委員会委員の変更について 

        ・第８回定時総会次第（案）について 

        ・非常勤役員の交通費見直しについて 

        ・報告事項等 

   第５回  令和２年３月１６日 

・令和２年度事業計画（案）、収支予算（案）について 

・令和２年度（一社）富山県産業資源循環協会被表彰者の選考について 

        ・第８回定時総会（案）について 

        ・事務職員給与の改定について 

        ・役員の改選について 

 (4) 正副会長等会議  令和元年１２月１８日 ・政治連盟について 等 

 (5) 監事監査     令和元年５月７日   ・平成３０年度事業報告並びに計算関係書類 

 (6) 新規会員の加入促進 

    会員の現況  令和２年３月３１日現在 

 
期首 

会員数          

新規入会 

正会員 

新規入会 

賛助会員 
退会 

期末 

会員数 

令和元年度 ３４５ ２ ２ ２ ３４７ 

平成３０年度 ３４９  ２ ０ ６ ３４５ 

   

(7) 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。 

   ◆令和元年度環境月間ポスターコンクール検討会    令和元年５月２０日   富山市 

◆令和元年度エコドライブとやま推進協議会      令和元年６月４日    富山市 

◆(一社)新潟県産業資源循環協会設立３０周年記念式典・祝賀会 

   令和元年６月５日    新潟県 

◆(公財)富山市生活環境サービス定時評議員会         令和元年６月１０日   富山市 



◆エコアクション２１地域運営委員会         令和元年６月２１日   富山市 

◆令和元年度環境とやま県民会議 

総会、エコライフ・アクト大会  令和元年６月２２日   富山市 

幹事会       第２回   令和元年８月３０日   富山市 

◆とやま環境フェア２０１９実行委員会  第１回   令和元年６月２６日   富山市 

                       第２回   令和元年８月１９日   富山市 

                       第３回   令和元年１２月２５日  富山市                       

   ◆富山県総合防災訓練関係機関会議    第１回   令和元年７月１日    富山市 

                       第２回   令和元年８月８日    富山市 

                       第３回   令和元年９月１９日   富山市 

   ◆電子マニフェスト導入説明会            令和元年８月８日    富山市 

   ◆とやま環境フェア２０１９出展者説明会       令和元年８月２３日   富山市 

◆令和元年度環境とやま県民会議幹事会        令和元年８月３０日   富山市 

   ◆富山県ごみゼロ推進県民大会            令和元年１０月５日   富山市 

   ◆令和元年度行政との意見交換会           令和２年１月２８日   富山市 

◆（公社）全国産業資源循環連合会・新年賀詞交歓会  令和２年１月１６日   東京都 

   ◆（公社）全国産業資源循環連合会・全国正会員会長・理事長会議における特別視察 

      令和２年２月２２日   福島県 

◆（公社）全国産業資源循環連合会・理事会 

                  第４４回 理事会    令和元年５月２８日   東京都 

                  第４５回 理事会    令和元年７月９日    東京都 

                  第４６回 理事会    令和元年１０月８日   東京都 

                  第４７回 理事会    令和２年１月１６日   東京都 

                  第４８回 理事会    令和２年３月１０日   東京都 

◆（公社）全国産業資源循環連合会 政治連盟・理事会 

第４９回 理事会    令和元年６月１３日   東京都 

第５０回 理事会    令和元年１０月８日   東京都 

第５１回 理事会    令和２年１月１６日   東京都 

   ◆（公社）全国産業資源循環連合会 産業資源循環議員連盟・意見交換会 

                             令和元年１０月８日   東京都 


