平成２６年度

事業報告

平成２６年度は安倍内閣が進める安倍ノミクス効果により、大企業を中心
に経済が持ち直しましたが、円安の影響で輸入品が上昇し中小企業までにはな
かなか普及するまでには至っておりません。 年末からの極端な原油安の影響
もあって収集運搬業などの廃棄物処理業界にも少しは明るさが見えましたが、
これがさらなる発展をするよう期待したいと思います。
昨今、社会的にも廃棄物処理法が周知されつつあるのか、マニフェストや契
約書の購入者を見ても、あらゆる業種に及んできているように思われますし、
また電子マニフェストの普及も少しずつですが進んでいるように見えます。
これらは行政当局をはじめ、処分業などを行っている会員各社が排出事業者に
周知を呼びかけていただいた結果と、深く感謝申し上げるところです。 当協
会も一般社団法人移行から２年を経過しましたが、産業廃棄物の適正処理推進
を所掌する県内唯一の法人として、各種公益目的事業も計画通りに着実に実施
できました。 詳細につきましては次ページ以降に記載させていただきました
が、今後とも当法人が社会的に認められる法人としてその存在意義が認められ
ますよう努力したいと思います。

実施した事業の内容

（公益目的事業）
産業廃棄物適正処理の維持および普及啓発事業
１ 廃棄物不法処理防止及び撤去事業
・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に各健康福祉センター管
内ごとに設置された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に委託をして処理施設のパトロールも実施した。
連絡協議会
平成２６年 ６月１８日
二州健康福祉センター
平成２６年 ６月２７日
奥越健康福祉センター
平成２６年１０月 ７日
丹南健康福祉センター
平成２６年１１月２７日
福井健康福祉センター
合同パトロール
平成２６年 ６月２７日
奥越健康福祉センター
平成２６年１１月１８日
奥越健康福祉センター（勝山）
平成２６年１１月２１日
同上
（大野）
平成２６年１２月 ５日
福井健康福祉センター
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
いて撤去活動を行った。
撤去活動事業
平成２６年 ５月２８日
福井センター管内（福井市羽坂）
平成２６年１０月２５日
二州センター管内（敦賀市金山）
平成２６年１１月 ９日
丹南センター管内（越前町小樟）
平成２６年１１月２１日
奥越センター管内（大野市御給）
平成２７年 ３月 ７日
坂井センター管内（あわら市熊坂）
平成２７年 ３月２３日
丹南センター管内（鯖江市水落）
２

産業廃棄物適正処理・普及啓もう事業
・許可講習会実施協力
産業廃棄物処理業を営む上で、許可の必須条件である新規許可や更新許可のため
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た。
平成２６年 ６月２５日～２６日 収集・運搬新規講習
受講者６５名
平成２６年１０月２２日
収集・運搬更新講習
受講者９６名
平成２７年１０月２３日
特管廃棄物責任者講習
受講者９７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った。 また今年
の懇談方式は出席人数を絞り、一問一答方式として、内容の充実も図った。
併せて、本年は環境部と土木部を別々の日として時間をかけて実施した。
行政との懇談会懇談会の日程と内容
（土木関係）
開催日： 平成２７年２月６日
「協会会議室」にて
出席者： 行政：土木管理課山内参事ほか
協会：森國副会長ほか土木事業を営む役員
主な話題 設計に用いる廃棄物処理費用、ＲＣ材の用途拡大 ほか
（環境部関係）
開催日： 平成２７年２月１６日 「協会会議室」にて
出席者： 行政：循環社会推進課山田参事ほか
協会：谷﨑会長ほか適正処理委員
主な話題 許可更新、県外搬入協議、積替え保管の解釈 ほか
・親子体験教室
廃棄物に関する関心を幼少のころから持ってもらうために、実務を体験する親子
体験教室を開催した。
親子教室開催日
平成２６年８月１２日（奥越方面の会員施設）
参加者
親子１０組 ３０人参加
・労働安全普及啓もう
他の業種に比し、労働災害が多い廃棄物処理現場での災害を減らすことを目的に
「安全衛生自主点検表（参考）」を全会員に配布したほか、過積載防止等に関する
資料を配布し、安全衛生意識に関する注意を喚起した。
・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回発行した。 また、会員アンケートを実施し、
会員希望に応じて登載内容の充実を図った。
発行時期
４月号、７月号、１０月号、１月号
（５８号～６１号）の発行
・廃棄物関係法令等の周知
難解な法令等をわかりやすく解説したり、優良認定制度や環境配慮契約法などの
中央情勢を、事案について該当する会員に配布して制度の周知を図った。
なお、本年は優良認定を目指す人を対象に、認定制度に関する講習会や「エコア
クション２１」講習も開催した。
優良認定講習
平成２６年１０月１４日
エコアクション２１講習 平成２６年 ７月２３日～
４回開催
３

産業廃棄物適正処理推進事業
・経営管理向上対策
廃棄物処理業を営む上で必要となる県への許可申請事務について、次年度に更新
を迎える事業者等を中心に、県から担当者を招いて「申請書類作成事務」説明会を
開催したほか、当日は各健康福祉センター担当職員にも参加してもらい、その場で
実務の質問ができる場を設定した。

申請書類作成事務説明会

平成２６年 ３月 ９日（参加者６９名）
講師：循環社会推進課 担当者
場所：福井県自治会館２Ｆホール

・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っ
た。 また、電子マニフェストの普及を図るため、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た。
マニフェストの頒布数
連合会マニフェスト（単票）４３９セット
同
（連続）１２５セット
同
（積替え） ２０セット
建設マニフェスト （単票）５１６セット
同
（連続） ２５セット

（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て新
しい技術の習得などを図った。
平成２６年度研修先
京都市内の廃棄物処理施設（安田産業グループ）
旅行日：平成２６年９月２６日～２７日
参加者：２０人
・労働安全普及
労働安全衛生に関する実地見学として他県の先進事例を見学し、安全衛生体制に関
する知識などを深めた。
平成２６年度見学先
鹿児島県鹿児島市 （株）サニタリー
研修日：平成２６年１０月２０日～２２日
参加者：１１人
２

会員資質向上事業
・各ブロック自主活動
実績なし
次代を担う青年部が活動するための資金を助成した。
通常分３０万円

３

その他
・法人移行後手続き

公益目的支出計画による支出状況２年目を作成した。本年度で計画は完了し、
今後は県からの関与がなくなる予定。
・各種規程の整備
協会運営の基本となる各種規程の制定、改廃について検討した。なお、倫理綱領
を作成・印刷して全会員に配布した。
・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発行した。
・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きた。
（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）へ参加したほか、産業廃棄物と環境を考える
全国大会（年１回）に参加して、新たな情報を収集した。
② 会長が法制度対策委員会委員として、また専務理事が建設廃棄物部会委員し
て、全産廃連の会議に参加した。
（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、意見交換を行った。
・その他の会議等
通常総会
平成２６年５月２６日にアオッサにおいて、法人移行後第２回目となる
通常総会を開催した。また、当日は第１５回目となる協会長表彰も行った。
議事
① 平成２５年度事業報告および決算
② 平成２６年の事業計画および予算
③ 法人の役員選任について
理事会
第１回理事会
平成２６年 ４月 ９日開催
議題：役員候補者について、退任役員への感謝状贈呈 ほか
第２回理事会
平成２６年 ６月 ２日開催
議題：各委員会委員選任、部会の運営要領 ほか
第３回理事会
平成２６年 ７月２２日開催
議題：倫理綱領策定、新会員加入 ほか
第４回理事会
平成２６年 ９月２４日開催
議題：行政懇談会の持ち方、上半期事業報告 ほか
第５回理事会
平成２６年１２月 ３日
議題：行政懇談会の内容、各種アンケート ほか
第６回理事会
平成２６年 ３月１９日
議題：平成２５年度事業報告および決算見込みについて
平成２６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２６年 ４月 ８日開催
議題：理事会提出議題 ほか
第２回三役会
平成２６年 ６月 ２日開催
議題：理事会提出議題 ほか
第３回三役会
平成２６年 ９月２４日開催
議題：理事会提出議題 ほか
第４回三役会
平成２７年 １月 ６日
議題：行政懇談会の日程、全国表彰の内申予定者
地域協議会（当番県）の会場・日程 ほか
第５回三役会
平成２７年 ３月１９日開催
議題：理事会提出議題 ほか
総務委員会
第１回委員会
平成２６年 ７月 ２日開催
議題：倫理綱領の策定、部会委員の人選 ほか
安全衛生委員会
第１回委員会
平成２６年 ７月 ２日開催
議題：年間事業計画の実施時期について
第２回委員会
平成２６年 ８月１９日開催
議題：県外優良施設の施設見学について
第３回委員会
平成２６年１１月１３日開催
議題：チェックリスト作成について
第４回委員会
平成２７年 ２月１７日開催
議題：平成２７年度事業計画について

ほか
ほか
ほか
ほか

適正処理委員会
第１回委員会
平成２６年 ７月１６日開催
議題：年間事業計画の実施時期について
ほか
第２回委員会
平成２６年 ８月１８日開催
議題：行政との懇談会の持ち方について
ほか
第３回委員会
平成２６年１０月１６日開催
議題：行政との懇談会のテーマ（案）について ほか
第４回委員会
平成２６年１１月２６日開催
議題：行政との懇談会の部局別開催について ほか
第５回委員会
平成２６年１２月 １日開催
議題：行政との懇談会（土木部門）テーマについて ほか
第６回委員会
平成２６年１２月１８日開催
議題：行政との懇談会（環境部門）テーマについて ほか
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、その都度開催した。
収集運搬部会
第１回部会
平成２６年 ９月 ５日開催
議題：部会の運営方法について ほか
第２回部会
平成２６年１０月２９日開催
議題：収集運搬価格アンケートについて ほか
中間処理部会
第１回部会
平成２６年 ９月 ３日開催
議題：部会の運営方法について、分科会の設置について
第２回部会
平成２６年１１月１３日開催
議題：アンケート品目について ほか
第３回部会
平成２６年１１月２５日開催
議題：アンケート様式について ほか
女性部会
第１回部会
平成２６年 ９月１７日開催
議題：部会の運営方法について ほか
第２回部会
平成２６年１１月１１日開催
議題：会の名称、行事計画その他
第３回部会
平成２７年 ２月１３日開催
議題：会計実務の研修（財務諸表の見方など）
平成２６年度会員の移動状況
○今年度新規加入会員
正会員
会
社
名 業
（株）森景組
収集運搬

種

所

ほか

青年部合同

在

地

（勝）旭町２丁目１－１４

賛助会員

収集運搬

（勝）滝波町５丁目３２０

（株山㟁組

収集運搬

（福）徳尾町１４－１５

（株）ミキコ―

収集運搬

（福）中藤新保町１５－２６－８

アルパレット（株）

処分

（坂）丸岡町小黒６８－１２

グリーン開発（株）
○今年度退会会員

２７年３月末日現在の会員数
正会員 １２０社
賛助会員

１７社

合計

１３７社

