
 令和３年度 事 業 報 告 

 

令和３年度は、「新型コロナウイルス感染症」拡大の波が繰り返され、新種株による感染拡大が始まり、

様ざまな事業の実施が自粛を余儀なくされる状況で、当協会の年度事業計画も中止または縮小せざるを得

ない状況でありました。 

実施に当たっては、感染症拡大の状況を注視し、感染予防対策を徹底しながら適正処理の推進、マニフ

ェストの普及啓発、許可申請に関する講習会など、会員各位のご協力を得ながら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、以下のとおり事業の実施状

況を報告いたします。 

 

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９００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３年１０月２５日 

    開催場所  とやま自遊館 

    内 容   「資源循環と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  主査 中邑  巌 氏 

          「ナイチンゲールと廃棄物業界」 

            公立大学法人富山県立大学大学院 環境・社会基盤工学専攻  

准教授 立田 真文 氏 

    参加者   １２７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) 更新許可申請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３年６月３日   富山県民会館  受講者２７名 

   【第２回 収集運搬業】  令和３年８月２７日  資料送付方式  希望者４４社  

   【第３回 収集運搬業】  令和４年１月１９日  富山県民会館  受講者２５名 

   【第１回 処 分 業】  令和３年８月２７日  資料送付方式  希望者１３社 

  (3) 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３年１２月７日 

 開催場所  富山商工会議所 

 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 技師 江野本 貴之 氏 

       「委託処理と委託契約、産業廃棄物管理票・帳簿」 

        公益社団法人全国産業資源循環連合会   専任講師 長谷部 政行 氏 

 参加者   ４５名 

  (4) 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。 

    作成部数   ３０部（受託事業：富山市） 

          ３５５部（会員等配布及び販売分） 

  (5) 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 ～考えよう！

それぞれのエコライフ～ をテーマに、ウェブ上で開催された「とやま環境フェア２０２１」に出

展し、環境保全への取り組みや若い世代へのメッセージ等情報発信した。 

    開催期間   令和３年１０月１日～令和４年１月１６日 

  (6) 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＞ 

    高岡市立二塚小学校   大坪 徳太朗さん  高岡市立戸出東部小学校 源 紡希さん 

    南砺市立福野小学校   山口 紗英さん   富山市立芝園小学校   遠田 有吾さん 

    高岡市立二塚小学校   新鞍 朋香さん   立山町立釜ケ渕小学校  山本 頼杜さん 

    小矢部市立大谷中学校  宮西 美玖さん   氷見市立北部中学校   吉野 純菜さん 

    射水市立新湊南部中学校 宮崎 ゆみさん 

  (7) 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２５回暴力追放対策会議 

    開催日   令和３年１０月２９日 

    開催場所  富山県市町村会館  

    講 演   「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担当  

課長補佐 藤岡 雅裕 氏 

          「クレーマー・カスタマーハラスメント対策について」 



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

    参加者   ６７名 

◆令和３年度富山県暴力団排除組織連絡会総会  

          令和３年８月１７日［書面報告］ 

 (8) 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３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３年７月１６日 

          開催場所 富山県民会館 

          内 容  令和２年度不法投棄等実態調査結果について 

令和３年度事業計画について 等  

＜第２回＞ 令和４年２月１７日［書面報告］ 

          内 容  令和３年度野外焼却監視パトロール実施状況について 

令和３年度富山県における不法投棄等防止対策の概要 等 

  (9) 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。 

また、災害発生時の廃棄物処理について、知識・スキルの向上、関係機関との連携強化を目的と

した初動対応訓練に参加した。 

    ＜事前研修＞ 開催日  令和３年１１月１１日 

           開催場所 富山県教育文化会館 

           研修内容 災害廃棄物処理広域訓練の概要 ほか 

           参加者  ７名（協会関係者） 

    ＜実地訓練＞ 開催日  令和３年１１月２４日 

           開催場所 新港の森スポーツ公園 

           訓練内容 一次仮置場のレイアウト等確認 ほか 

           参加者  １１名（協会関係者） 

  (10)（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、事務局責任者会議をはじめ、信越・北陸地域

協議会等に参加した。 

   【（公社）全国産業資源循環連合会】 

   ・第１１回定時総会    令和３年６月１８日［Ｗｅｂ開催］ 

     表 彰 ≪富山県協会受賞者≫ 

       ◆地方功労者   上埜慎也、中川宗佳、柳澤 明 

       ◆優良事業所   (株)アムテック 

       ◆地方優良事業所 高東興業(株)、(有)高岡運輸、富山ミナト運輸(株)、(株)森崎 

       ◆優良従事者   遠藤一友、小山和夫、中村月生、横山 勇、吉村義明 

   ・表彰選考委員会               令和３年５月１４日 ［書面決議］ 

・収集運搬部会運営委員会    第１回    令和３年５月１４日 ［Ｗｅｂ会議］ 

第２回    令和３年１１月５日 ［Ｗｅｂ会議］ 

第３回    令和４年３月１６日 ［Ｗｅｂ会議］ 



・総務倫理委員会        第１回    令和３年６月１４日 ［Ｗｅｂ会議］ 

                第２回    令和３年７月８日  ［Ｗｅｂ会議］ 

                第３回    令和３年８月２６日 ［Ｗｅｂ会議］ 

・全国正会員事務局責任者会議  第１回    令和３年７月１６日 ［Ｗｅｂ会議］ 

                   第２回    令和４年２月１０日 ［Ｗｅｂ会議］ 

・臨時全国会長・理事長会議          令和４年１月２８日 ［Ｗｅｂ会議］ 

・令和４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４年２月２４日 ［Ｗｅｂ会議］ 

   【（公社）全国産業資源循環連合会 信越・北陸地域協議会】 

   ・第６４回信越・北陸地域協議会        令和３年４月７日  ［Ｗｅｂ会議］    

   ・第６５回信越・北陸地域協議会        令和３年９月３０日 ［Ｗｅｂ会議］ 

   ・信越・北陸地域協議会 第１８回事務局長会議 令和３年９月１５日 ［Ｗｅｂ会議］ 

               第１９回事務局長会議 令和３年１１月２日 ［Ｗｅｂ会議］ 

第２０回事務局長会議 令和４年３月１６日 ［Ｗｅｂ会議］ 

   ・信越・北陸地域協議会 事務職員研修会    令和３年１２月９日    福井市 

    

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 

Ｒ３ １４９，７００   ４３，１００       ０ １９２，８００ 

Ｒ２  １６３，０００   ４３，３００       ０ ２０６，３００ 

増減  △１３，３００     △２００       ０ △１３，５００ 

 (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］産業廃棄物の収集運搬課程  令和３年１０月１９日 富山県中小企業研修センター 受講者６２名 

                    令和３年１０月２０日 富山県中小企業研修センター 受講者１６名 

令和３年１１月１１日 富山県中小企業研修センター 受講者６９名 

［新規］産業廃棄物の処分課程    令和３年１０月２０日 富山県中小企業研修センター 受講者１８名 

［更新］産業廃棄物又は特別産業廃棄物の収集運搬課程 

                  令和３年１０月１９日 富山県中小企業研修センター 受講者１８名 

令和３年１０月２０日 富山県中小企業研修センター 受講者６７名 

令和３年１１月１０日 富山県中小企業研修センター 受講者７４名 

令和３年１１月１１日 富山県中小企業研修センター 受講者７３名 

［更新］産業廃棄物又は特別産業廃棄物の処分課程 

                  令和３年１０月１９日 富山県中小企業研修センター 受講者３３名 

・特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会 

                  令和３年１１月１０日 富山県中小企業研修センター 受講者６８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 令和４年４月から令和６年３月まで   １３３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 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３年１０月６日 

     開催場所  富山商工会議所 

     内 容   「産業廃棄物処理業における労働災害防止について」 

            富山労働基準監督署 安全衛生課長  平嶋 大樹 氏 

     参加者   ２５名 

   ② ＳＤＧｓ研修会の開催 

    ＳＤＧｓが広く知れわたる昨今、どのように理解し、行動につなげれば良いかを体感できる研修 

会を開催した。 

     開催日   令和３年１１月２６日 

     開催場所  富山商工会議所 

     内 容   「ビジネスでＳＤＧｓ達成を目指す 

  ～カードゲームによるＳＤＧｓビジネス化の理解と体感～」 

一般社団法人環境市民プラットフォームとやま 常務理事  堺 勇人 氏 

         参加者   １８名 

 (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。 

    ・令和３年４月発行(第１３７号)４５０部  ・令和３年７月発行(第１３８号)４７５部 

    ・令和３年１０月発行(第１３９号)４４５部 ・令和４年１月発行(第１４０号)４４５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」、「廃棄物処理法の手引」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 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３年５月１３日 

      ・第９回定時総会の実施方法について 

      ・令和３年度事業計画（案）及び予算（案）の変更について 

・第９回定時総会議案書（案）について 

      ・各委員会委員の変更について 

     第２回  令和４年１月２０日 



      ・令和４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１０回定時総会について 

     第３回  令和４年３月８日 

      ・令和４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４年度事業計画（案）及び予算（案）について 

・第１０回定時総会次第（案）について 

◆労働安全衛生委員会  令和４年２月８日[書面決議] 

      ・令和４年度労働安全衛生事業計画（案）について 

◆研修委員会  令和４年２月１０日[書面決議] 

      ・令和４年度研修事業計画（案）について  

    ◆広報委員会  令和４年２月１５日［書面決議］ 

      ・令和４年度広報事業計画（案）について 

      ・とやま環境フェア 2021の実施状況 

    ◆適正処理委員会  令和４年２月１５日[書面決議] 

      ・令和４年度適正処理事業計画（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３年６月１８日   ［Ｗｅｂ会議］ 

     ・総会      令和３年７月６日     富山市  

     ・会員交流会   令和３年１１月６日    富山市 

・正副会議    令和３年６月７日    ［Ｗｅｂ会議］ 

         令和３年１２月２７日  ［Ｗｅｂ会議］ 

    【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３年６月９日  ［書面・Ｗｅｂ］ 

 ・信越・北陸ブロック 幹事会        令和３年４月１９日 ［Ｗｅｂ会議］ 

       令和３年５月１７日 ［Ｗｅｂ会議］ 

      令和３年７月２６日 ［Ｗｅｂ会議］ 

      令和４年１月２５日 ［Ｗｅｂ会議］ 

・信越・北陸ブロック 役員会        令和３年１０月１９日［Ｗｅｂ会議］ 

                      令和３年１０月２８日  石川県 

・信越・北陸ブロック・中部ブロック交流会  令和４年２月２５日 ［Ｗｅｂ会議］ 

     ・全国青年部協議会  通常総会       令和３年６月１７日 ［書面・Ｗｅｂ］ 

           部会長カンファレンス 令和４年１月１３日  ［Ｗｅｂ会議］ 

 

５．組織活動の推進 

 (1) 総会の開催  令和３年６月１５日  富山商工会議所  

     出席者  ２７７名（うち委任状提出者２６０名） 

     議 案  第１号議案  令和２年度事業報告の件 

          第２号議案  令和２年度計算書類承認の件 



令和２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３年度事業計画 

          ２ 令和３年度収支予算 

     表 彰 ≪受賞者≫ 

       ◆功 労 者 上嶋孝幸、澤飯公巨 

       ◆優良事業所 共和解体土木(有)、(株)久郷一樹園、富山グリーンフードリサイクル(株)、 

              (有)新川リサイクルセンター、米原商事(株) 

       ◆優良従業員 穴田なおみ、稲田聡憲、川崎智恵子、北山政誠、黒田賢次、小林達也、 

              込尾欣哉、関口かおり、高尾拓也、立道弘純、田原智樹、寺嶋恒二、 

              長谷川悦子、林 慎吉、松井信一 

 (2) 理事会の開催 

   第１回  令和３年５月１９日 

        ・第９回定時総会の開催方法について 

        ・令和３年度事業計画（案）及び予算（案）の一部変更について 

        ・第９回定時総会の議案書（案）について 

        ・各委員会委員の変更について 

        ・報告事項 等 

   第２回  令和３年６月１５日 

        ・会長、副会長、専務理事の選任について 

   第３回  令和３年１０月１１日［書面開催］ 

        ・令和３年度上半期業務執行状況報告について 等 

   第４回  令和４年２月２日［書面決議］ 

        ・令和４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 

        ・第１０回定時総会次第（案）について 

   第５回  令和４年３月１１日 

・令和４年度事業計画（案）、収支予算（案）について 

・令和４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１０回定時総会（案）について 

        ・事務職員給与の改定について 

        ・委員会委員の変更について 

 (3) 監事監査 令和３年５月７日   

 ・令和２年度事業報告並びに計算関係書類 

 (4) 新規会員の加入促進 

    会員の現況  令和４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３年度 ３４４ ０ ０ ４ ３４０ 

令和２年度 ３４７  １ ０ ４ ３４４ 



 (5) 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３年度環境とやま県民会議 幹事会 第１回   令和３年５月２５日 ［書面決議］ 

       第２回   令和３年９月１７日 ［書面決議］ 

   総会        令和３年６月１６日 ［書面会議］ 

◆令和３年度エコドライブとやま推進協議会      令和３年６月９日  ［書面決議］ 

◆とやま環境フェア２０２１実行委員会  第１回   令和３年７月９日    富山市 

                       第２回   令和３年９月２７日 ［書面会議］  

                       第３回   令和４年２月２４日   富山市 

◆令和３年度環境月間ポスターコンクール検討会    令和３年８月５日    富山市 

   ◆大規模災害時廃棄物対策中部ブロック協議会 

                       幹事会   令和３年９月３日   ［Ｗｅｂ会議］   

                             令和４年２月７日   ［Ｗｅｂ会議］ 

図上演習  令和３年１０月１３日［Ｗｅｂ会議］ 

   ◆令和３年度富山県環境科学センター研究成果発表会  令和４年２月９日  ［Ｗｅｂ開催］ 

◆令和３年度リサイクル認定検討会          令和４年２月１７日 ［Ｗｅｂ開催］ 

◆令和３年度エコアクション２１普及戦略会議 第１回 令和３年８月２３日 ［書面会議］  

第２回 令和４年３月１０日 ［Ｗｅｂ開催］ 

   ◆令和３年度エコアクション２１事業者交流セミナー  令和４年２月１７日 ［Ｗｅｂ開催］ 

   ◆（公社）全国産業資源循環連合会・理事会 

                   第５５回 理事会   令和３年４月９日  ［みなし決議］ 

                   第５６回 理事会   令和３年５月２５日 ［Ｗｅｂ会議］  

                   第５７回 理事会   令和３年７月１３日 ［Ｗｅｂ会議］ 

                   第５８回 理事会   令和３年１０月１２日［Ｗｅｂ会議］ 

第５９回 理事会   令和４年１月１４日 ［ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ会議］ 

                   第６０回 理事会   令和４年３月８日  ［Ｗｅｂ会議］ 

   ◆（公社）全国産業資源循環連合会・正副会長会議   令和３年１０月１２日［Ｗｅｂ会議］ 

                             令和３年１０月２７日［Ｗｅｂ会議］ 

                             令和３年１２月１６日［Ｗｅｂ会議］ 

                             令和４年１月１４日 ［Ｗｅｂ会議］ 

                             令和４年３月８日  ［Ｗｅｂ会議］ 

    ◆全国産業資源循環連合会 政治連盟・理事会 

第５４回 理事会   令和３年６月１８日 ［Ｗｅｂ会議］ 

第５５回 理事会   令和４年１月２８日 ［Ｗｅｂ会議］ 


