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平成２８年度

事業報告

平成２８年度は大企業を中心に、輸出をメインとする一部の企業には好調
傾向が見られましたが、政府が目指した物価上昇や賃金上昇が思ったほど無
く、企業間格差が一層広がった一年間でした。また、粉飾決算から発生した
東芝問題や人事管理がうまくみられず自殺者発生で企業イメージを大きく損
なった電通などのように、たとえ大手であってもコンプライアンスを守れな
かった企業は存続すら危うくなることが露見した一年でした。
協会の 1 年間を振り返ってみると、今年度の目標として掲げた「～胸を張
ってものが言える協会となるために～」を実現するために、ドラゴンボート
競技に参加して協会名を広く周知したほか、会員企業そのもののレベルアッ
プを図るために、初任者を中心とする従業員に対して廃棄物処理に関する法
的知識などを学ばせるための研修会を催しました。 また、廃棄物処理現場
に多いとされる労働災害に関する講習会や各ハラスメントやメンタルに関す
る講習会を行って、それらへの対応方法を学びました。
我々の業務に大きく関係する廃棄物処理法については、前回の大改正から
５年を経過したことから２９年度早々にでも改正が予想されたため、全国産
業廃棄物連合会を通じて国に働きかけたほか、許認可を行う自治体が独自に
定めている地方ルール等に関する事案についても、行政との懇談会や県議会
常任委員会との懇談会で必要な要綱改正等を要望してきました。

実施した事業の内容

（公益的事業）
産業廃棄物適正処理の維持および普及啓発事業
１ 廃棄物不法処理普及・推進事業
・不法投棄防止啓発
不法投棄の未然防止と不法投棄廃棄物の早期発見を目的として各健康福祉センタ
ー管内ごとに設置されている「不法防止連絡協議会」に参加したほか、協働して不
法投棄防止のパトロールを行い、啓発パンフレットなどを配布しました。また、福
井健康福祉センター管内においては協会青年部が中心となって処理施設のパトロー
ルなども実施しました。
連絡協議会
平成２８年 ５月１０日
坂井健康福祉センター
平成２８年 ６月 １日
二州健康福祉センター
平成２８年 ６月１５日
奥越健康福祉センター
平成２８年１０月２０日
丹南健康福祉センター
平成２８年１１月 ４日
坂井健康福祉センター
平成２８年１１月２５日
福井健康福祉センター
合同パトロール
平成２８年 ５月１３日
坂井健康福祉センター（あわら）
平成２８年 ５月１８日
坂井健康福祉センター（坂井）
平成２８年１１月１５日
坂井健康福祉センター（坂井）
平成２８年１１月１８日
丹南健康福祉センター（鯖江、越前町）
平成２８年１１月２４日
丹南健康福祉センター（越前市、池田）
平成２８年１１月２５日
坂井健康福祉センター（あわら）
平成２８年１１月３０日
福井健康福祉センター（福井西コース）
＊奥越館内は連絡協議会に合わせて実施
施設パトロール（青年部に委託）
概ね毎月の第１土曜日に不法投棄防止パトロールを兼ねて実施しました。
・不法処理廃棄物撤去協力
不法投棄廃棄物は放置されている期間が長いと、さらに増えて捨て場となる恐れ
もあることから、生活環境上支障が生ずる場所について健康福祉センターの要請に
基づいて撤去活動を行いました。
撤去活動事業
平成２８年１１月１５日
奥越センター管内（大野市東市布）
平成２９年 ３月 ６日
丹南センター管内（越前市）
・許可講習会実施協力
産業廃棄物処理業を営む上で、必要となる許可を受けるうえでの必須条件である
新規や更新許可のための講習会を（公財）日本廃棄物処理振興センターと協働して
自治会館で開催しました。
平成２８年 ６月２１日～２２日 収集・運搬新規講習
受講者１０６名
平成２８年１０月２６日
収集・運搬更新講習
受講者１１２名
平成２８年１０月２７日
特管廃棄物責任者講習
受講者８４名

・行政との懇談会
産業廃棄物に関わる事業者と行政の双方が日頃の業務の中で感じている疑問・質
問点を話し合うことで相互の信頼と廃棄物処理の円滑化を図りました。昨年度から
は福井県が独自に上乗せ規制として実施している「県外からの搬入協議」や「地元
同意書」等の「産業廃棄物処理等指導要綱」の中でも特に業界として見直しをして
ほしい点を中心に実施していますが、来年は法改正も予定されていることでもあ
り、次の事項を中心に協界から要請・提案しました。
① 大規模災害時の廃棄物処理対策について
② 福井市の中核市移行後の手続き等について
③ 産業廃棄物処理業の審査に係る標準処理期間と実際との乖離について
④ 中間処理した後の製品廃棄物の保管量や保管場所に対する考え方について
⑤ 福井県産業廃棄物処理適正処理指導要綱の見直しについて
また、県議会厚生常任委員会のメンバーも全員変わったことから、あらためて協
会と協会を取り巻く業界の状況、許可機関である県と業界との考え方の違い、その
他について協議し、議会からも協力したい旨の申し出を受けました。
「行政との懇談会」
日 時
平成２９年１月２４日（火） PM
場 所
産業廃棄物協会 ２F 会議室
「県議会常任委員会との懇談」
日 時
平成２９年１月２６日（木） PM
場 所
福井県議会大会議室
・労働安全普及啓もう
労働災害が多いといわれる廃棄物処理現場での災害事例を収集した事例集を作成
したほか、実際にその事例集を活用した講習会を開催しました。
そのほか、新聞紙上等を賑わしているハラスメント対策やメンタルヘルスに対応
する講習会を開催しました。
「労働災害事例研修」
日 時
平成２８年１１月２６日（水） PM
場 所
坂井商工会丸岡支所会議室
「ハラスメントおよびメンタル講習会」
日 時
平成２９年２月１４日（火）
PM
場 所
福井県自治会館２０１会議室
・情報誌発行
廃棄物に関する新情報や法令の動向、判例、会員情報などを知らせることを目的
に、情報誌「さんぱい福井」を４回発行しました。
発行時期
４月号、７月号、１０月号、１月号
（６６号～６９号）の発行
・廃棄物関係法令等の周知
法改正に向けて全国産業廃棄物連合会が要請している内容について、各会員に情
報提供し、周知しました。なお、PCB や水銀に関する法改正等の状況を随時 FAX で
情報提供したほか、直接関係する会員にはメールで通知しました。 また、重要事
項で会員以外も知ったほうがいいような情報はホームページにも搭載しました。

・マニフェストの普及・頒布
排出事業者に交付が義務付けられている廃棄物管理票（マニフェスト）につい
て、全国を一元的に管理している用紙を頒布することで廃棄物の適正処理の普及を
図りました。 また、電子マニフェストの普及を図るため、制度に関する説明やパ
ンフレット等の配布を行ったほか、加入に対する質問にも対応しました。
紙マニフェストの頒布数
連合会マニフェスト（単票）
４６３ セット
同
（連続）
２３ 箱
同
（積替単票）
１１ セット
同
（積替連続）
１ 箱
建設マニフェスト （単票）
５０９ セット
同
（連続）
１４ 箱

（共益的事業その他）
会員の資質向上及び親睦等事業
１ 会員研修事業
・会員研修旅行
会員の資質向上と親睦を深めることを目的に、県内外の先進事例地を見学したり
新しい技術の習得などを目的に次の事業を行いました。
平成２８年度研修先
第１５回 産業廃棄物と環境を考える全国大会
岡山
旅行日：平成２８年１１月１０日～１１日
２

会員資質向上事業
・新人実務者向け講習会
会員企業に採用され、５年未満の職員に対して産業廃棄物処理に関する基本的事項
を学ぶ機会を提供して従業員のレベルアップを図り、好評でした。
１回目
平成２８年８月２２日開催
１６名参加
２回目
平成２８年９月１４日開催
１６名参加
・次代を担う青年部が活動するための資金を助成しました。
通常分
２８．８万円
地域会長分 １５万円
青年部の主な実施事業は以下のようなことです。
6 月 21 日 第 1６回福井青年部会総会および第８回ブロック通常総会
７月１日 第１７回全国青年部通常総会（大阪）
２月２日 新春勉強会
３月４日 全国大会（仙台）
３ その他
・許可更新を迎える会員への案内
県の許可が満了を迎える会員に対し、1 年前および半年前の 2 回にわたり、許可
が満了を迎える旨の通知ならびに、許可講習会の受講を促す通知を行いました。

・全国産業廃棄物連合会や信越・北陸地域協議会などとの連携
当協会と（公社）全国産業廃棄物連合会や信越・北陸地域協議会と連携を深め、
早期の情報収集に努めて、必要事項を会員に周知しました。
（全国産業廃棄物連合会との連携）
① 連合会総会（年１回）会長会議（年１回）事務局責任者会議（年２回）
事務局職員研修会（年１回）へそれぞれ参加したほか、会長が全国連合会の法
制度対策委員会委員として、また、福岡副会長が建設廃棄物部会委員として全
産廃連で行われた会議に参加し、意見を述べました。
（信越・北陸地域協議会との連携）
① 会長会議（年２回）事務局長会議（年１回）事務局職員研修会（年１回）に
参加して、情報交換、意見交換を行いました。
（環境省中部環境事務所、国交省近畿地方整備局との連携）
① 中部環境事務所が行う大規模災害廃棄物対策会議に出席
② 近畿地方整備局が行うリサイクルに関する意見交換会に出席
・その他の会議等
通常総会
平成２８年５月２３日にアオッサにおいて、法人移行後第４回目となる
通常総会を開催しました。また、当日は第１７回目となる協会長表彰も行いま
した。
議事の内容
① 平成２７年度事業報告および決算について
② 平成２８年の事業計画および予算（案）について
③ 役員改選、定款の一部変更など
懇親会
３F バンケットルームにて
理事会
第１回理事会
平成２８年 ４月２５日開催
議題：総会提出案件について、協会長表彰候補者の決定
役員改選に伴う候補者選考ほか
臨時理事会
平成２８年 ５月２３日開催
議題：役員改選に伴う会長、副会長、専務理事の選任
第２回理事会
平成２８年 ６月１３日開催
議題：２８，２９年度の各委員会の委員選任について
各委員会委員が行う２８年度事業計画 ほか
第３回理事会
平成２８年 ８月３１日開催
議題：事業執行状況および下半期の事業計画
提案・要望書への協会名義使用承認ほか
第４回理事会
平成２８年１１月２４日開催
議題：上半期の事業執行ならびに収支予算に執行状況
適正処理のための提案に対する県の回答について
「行政との懇談会」のテーマおよび質問主旨について ほか
第５回理事会
平成２９年 １月２４日開催
議題：行政との懇談会の内容確定
平成２９年度連合会表彰および協会長表彰内申 ほか

第６回理事会
平成２９年 ３月１３日開催
議題：平成２８年度事業報告および決算見込みについて
平成２９年度事業計画および予算（案）について
全国表彰、県協会長表彰 ほか
３役会
第１回三役会
平成２９年 １月 ６日開催
議題：連合会表彰候補者選考 ほか
第２回３役会
平成２９年 １月２６日開催
議題：議会常任委員会との協議について ほか
総務委員会
第１回委員会
平成２８年 ６月２９日開催
議題：災害廃棄物処理応援資機材調査 ほか
第２回委員会
平成２８年 ７月３０日
議題：適正処理委員会との合同開催（福井県への要望ほか）
安全衛生委員会
第１回委員会
平成２８年 ５月１２日開催
議題：労災事例集の編集について ほか
第２回委員会
平成２８年 ７月 ６日開催
議題：作成した事故事例集の配布・活用について ほか
第３回委員会
平成２８年 ９月１３日開催
議題：安全衛生講習会の進め方について
ほか
第４回委員会
平成２８年１１月１６日開催
議題：事故事例集を活用した安全衛生講習会のアドバイザー
適正処理委員会
第１回委員会
平成２８年 ６月２８日開催
議題：年間事業計画の実施計画について
ほか
第２回委員会
平成２８年 ９月 ２日開催
議題：行政との懇談会のテーマについて
ほか
第３回委員会
平成２８年１１月１１日開催
議題：福井県への要望・提案について ほか
第４回委員会
平成２９年 １月２４日開催
議題：行政との懇談会
広報委員会
機関紙「さんぱい福井」発行に際し、その都度開催しました。
研修委員会
研修旅行計画、各種許可等の講習会開催に際し、その都度開催しました。
女性部会
第１回部会
平成２８年１１月１４日開催
議題：会員企業の施設見学（武生環境保全）
第 2 回部会
平成２８年１２月１６日開催
議題：門松づくり

