平成２９年度

事業報告

平成２９年度は中国政府が１２月末で廃プラスチックの輸入を禁止したた
め、これまで資源として輸出されていた廃プラスチックが国内で処理せざる
を得なくなり、排出事業者も含めて処理に苦慮する状況となりました。また
水銀の適正管理と排出量の削減を目指す国際的な動きを受けて、平成２９年
１０月１日に廃掃法の施行令及び施行規則が改正・施行され、水銀含有ばい
じん等や水銀使用製品産業廃棄物の取り扱いが大きく変わりました。
昭和５６年以来の大雪では、県内の交通網、物流がストップし我々業界に
も大きな影響が出ました。
協会の１年間を振り返ってみると、基本方針「～胸を張ってものが言える
協会となるために～」を掲げて会員の資質向上を目的に、新人実務者向け講
習会や労働災害についての講演会、グループディスカッション研修会を開催
しました。
協会を応援していただく人材とのつながりを強化するため４名の県議会の
先生に顧問に就任いただきました。また、新たに行政書士事務所や機械メー
カー等の関連事業者の方に入会勧誘を行いました。
廃棄物に関する規制我々の業務に大きく関係する廃棄物処理法について
は、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やリサイクル製品の取り扱
いについて、行政との懇談会や県議会議員顧問の方々との懇談会で必要な要
綱の改正等を要望してきました。

（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。
連絡協議会
平成２９年 ５月１１日
平成２９年 ６月 ８日
平成２９年 ６月２３日
平成２９年１０月 ３日
平成２９年１１月２０日
平成２９年１１月２２日

坂井健康福祉センター
二州健康福祉センター
奥越健康福祉センター
丹南健康福祉センター
坂井健康福祉センター
福井健康福祉センター

合同パトロール
平成２９年 ５月２３日
平成２９年 ５月２４日
平成２９年１１月２８日
平成２９年１１月３０日
平成２９年１２月 ６日
平成２９年１２月 ７日

坂井健康福祉センター（あわら）
坂井健康福祉センター（坂井）
奥越健康福祉センター（大野）
福井健康福祉センター（福井西コース）
坂井健康福祉センター（坂井）
坂井健康福祉センター（あわら）

・

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２９年１１月２５日
平成２９年１２月 ４日
平成２９年１２月１２日
平成３０年 ３月１８日

二州センター管内
奥越センター管内（大野市）
奥越センター管内（勝山市）
坂井センター管内（あわら市）

・

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２９年 ６月２７日～２８日
平成２９年１０月２５日
平成２９年１０月２６日

収集・運搬新規講習
収集・運搬更新講習
特管廃棄物責任者講習

受講者（ ８２名）
受講者（１００名）
受講者（１０１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。本年度は、土木部門
と１回、廃棄物部門とは２回の懇談会を開催し、土木部門との懇談会では、
「リサイクル
品の活用」などで協議を行いました。廃棄物部門との懇談会では「標準処理期間」や「県
外産廃搬入協議」、
「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協議を行い、次の事項を中心に協界から要請・提
案しました。
① 産業廃棄物の県内処理について
② 産業廃棄物処理施設の地元同意について
③ 優良認定事業者のメリットについて
④ 審査状況の連絡システムについて
⑤ 大規模災害時の廃棄物処理対策について
⑥ 福井市の中核市移行について
また、これまでは、県議会厚生常任委員会と懇談会を行ってきましたが、本年度から
大森哲男議員に加え小堀友廣議員、仲倉典克議員、田村康夫議員、松井拓夫議員の方々
に顧問に就任いただき、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、応援をしていただくことになりました。

「行政との懇談会」
土 木 管 理 課：平成２９年 ９月２８日
循環社会推進課：平成２９年１０月 ２日
平成３０年 １月２２日

産業廃棄物協会２階会議室
〃
〃

・

労働安全普及啓もう
産業廃棄物業界は他業界に比べ労働災害が多いことから労働災害についての講演会
と廃棄物処理現場での災害事例を収集した事例集を活用したグループディスカッショ
ンによる研修会を開催しました。

「講演会：福井県における労働災害の現状」
平成２９年 ５月２９日
福井労働局 脇本産業安全専門官
「労働災害事例研修」
平成２９年 ９月２１日
坂井商工会丸岡支所会議室 １５名参加
・

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（７０号～７３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、水銀使用製品産業廃棄物等に関する法改正等の状況を随時情
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）
４８１ セット
同
（連続）
２２ 箱
同
（積替単票）
１７ セット
同
（積替連続）
０ 箱
建設マニフェスト （単票）
５４２ セット
同
（連続）
９ 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行いました。
「第１６回 産業廃棄物と環境を考える全国大会」高知市
旅行日：平成２９年１１月１６日～１７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２９年９月 ８日開催
参加者１６名
２回目 平成２９年９月２７日開催
参加者１５名
・

次代を担う青年部の活動に助成しました。
通常分
２６．４万円
青年部の主な実施事業は以下のようなことです。
６月１５日 第１８回全国青年部通常総会（東京・明治記念会館）
１１月１６日 全国青年部協議会第８回カンファレンス（徳島）
３月１９日 新春勉強会

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・臨時総会（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。なお、福井県において平成２９年１１月
１３日に会長会議が開催されました。
（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しました。

・ その他の会議等
通常総会
平成２９年５月２９日にアオッサにおいて、第５回通常総会を開催しました。また、当
日は第１８回目となる協会長表彰も行いました。
議事の内容
① 平成２８年度事業報告および決算について
② 平成２９年の事業計画（案）および予算（案）について
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２９年 ５月２９日開催
議題：総会提出案件について、協会長表彰について ほか
第２回理事会
平成２９年 ７月１９日開催
議題：県議会議員の顧問追加について
各委員会の２９年度事業計画について ほか
第３回理事会
平成２９年 ９月１１日開催
議題：各委員会における協議事項について、懇談会テーマについて
第４回理事会
平成２９年１２月 ４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
第５回理事会
平成３０年 １月２２日開催
議題：行政との懇談会について、顧問議員との懇話会について
平成３０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３０年 ３月２６日開催
議題：平成２９年度事業報告および決算見込みについて
平成３０年度事業計画（案）および予算（案）について
全国表彰、県協会長表彰 ほか

ほか

３役会
第１回三役会
平成３０年 １月 ９日開催
議題：行政との懇談会（循社課）の話題について、協会顧問議員との懇話会について
３０年度会長表彰・全国表彰について ほか
第２回三役会
平成３０年 ３月１３日開催
議題：役員改選について、平成３０年度総会について ほか
総務委員会
第１回委員会
平成２９年 ７月 ３日開催
議題：協会認知度アップ事業、会員増加対策、
協会応援人材との交流強化、大規模災害廃棄物処理対応
第２回委員会
平成２９年 ８月２２日
議題：県議会議員顧問、災害廃棄物処理の協力対応、
賛助会員の広報紙への広告掲載 ほか

ほか

安全衛生委員会
第１回委員会
平成２９年 ６月２２日開催
議題：平成２９年度安全衛生研修会について

ほか

適正処理委員会
第１回委員会
平成２９年 ７月 ５日開催
議題：行政・県議会との懇談会、契約書やマニフェストの普及に関する事業
第２回委員会
平成２９年 ８月２１日開催
議題：行政との懇談会（第１回）について ほか
第３回委員会
平成３０年 １月１８日開催
議題：循環社会推進課との懇談会（第２回）について ほか

ほか

広報委員会
機関紙「さんぱい福井」の編集にあわせて、随時開催しました。
研修委員会
第１回委員会
平成２９年 ６月１９日開催
議題：従業員実務研修について、研修旅行について

ほか

女性部会
女性部会員以外にも呼びかけて、「門松づくり」を平成２９年１２月１３日に行いまし
た。

平成２９年度中の会員の移動状況
○今年度新規加入会員
正会員
会
社
名
業
種
㈱筧組
収運
環境開発㈱
収運、特収
賛助会員
漆崎社会保険労務士事務所
㈱Ｋ．ｃａｍｐａｎｙ
コマツサービスエース㈱
竹内陽一行政書士事務所
㈱ネットシステム
○今年度退会会員
正会員
大晶鑛油㈱
収運、特収
シンエ産業㈱
収運
㈱田中商会
収運
賛助会員
㈱福井環境分析センター
平成３０年３月末現在

正会員１１８社

所
在
地
(坂)丸岡町上久米田２９－１０
(石)金沢市大桑町上猫下４－７
(福)冬野町２６－８９
(福)串野町６－１７－１
(福)主計中町１３－７
(福)西谷１－１３０６
(福)高木中央２－１７１３－１

(福)日之出５－９０４
(石)白山市八田町１３６５－３
(富)富山市田中町字東丹保割６９－３
（越）北府２－１－５
賛助会員

２２社

合計１４０社

