第１号議案

令和２年度

事業報告

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症がまん延したため、日本国内を
はじめ全ての国々が大混乱の中にあり一日も早い終息が待たれていますが、
我々業界も、製造業の縮小等により何らかの影響を受け厳しい状況にあるこ
とは否めません。
その中、（一財）福井県産業廃棄物処理公社の一昨年の焼却炉の停止に続
き管理型の受入れが止まるなど、多くの排出事業者を含め処理業者に混乱が
生じることとなり、問合せが多くありました。昨年度「公社の焼却炉は民間
公募で」との話があったものの経ち切れており公社の動向が先行き不透明と
なっています。
今年度協会としましては、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行ってまいりましたが、密を
避けるため研修等は全て中止とし、許可講習会も「暫定講習会」という形で
試験のみ会場で受けるというシステムに変更せざるを得ませんでした。
一方で、県の廃棄物処理計画（5 年ごと作成）の委員として加わることがで
き意見を述べるなどしたほか、新たに「災害部会」を設置し、県との災害協
定書の見直しや福井市等との災害協定を結ぶ準備を進める等、コロナ禍の
中、会員の皆様には機関紙やＨＰ・ＦＡＸなどを通して出来る限りの情報発
信を行って参りました。

（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
パトロールを行いました。
連絡協議会
令和 ２年 ５月２５日（書面）
令和 ２年 ６月１９日（書面）
令和 ２年１０月１４日（書面）
令和 ２年１２月 ４日（書面）
令和 ２年１２月１４日
令和 ２年１２月２５日（書面）

坂井健康福祉センター
二州健康福祉センター
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
奥越健康福祉センター

合同パトロール
令和 ２年１１月２０日
令和 ２年１１月２４日
令和 ２年１１月２６日
令和 ２年１１月２６日
令和 ２年１１月２７日
令和 ２年１２月 １日
令和 ２年１２月１５日

奥越健康福祉センター（大野・勝山）
丹南健康福祉センター（池田町・越前市）
丹南健康福祉センター（越前町・鯖江市）
坂井健康福祉センター（三国町・丸岡町）
坂井健康福祉センター（あわら市）
丹南健康福祉センター（南越前町）
福井健康福祉センター（福井市・永平寺町）

・

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（会員・青年部協力）
令和 ２年１１月２１日

・

丹南センター管内（南越町）

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福井商工
会議所で開催しました。
また、今年度は「暫定講習会」となり、試験のみ会場にて行いました。
令和２年 ８月２４日
混合（産収・特収・特処）
受験者（計１８名）
令和２年 ８月２５日～２６日 収集・運搬新規講習（2 回）
受験者（計２９名）
同日
特管廃棄物責任者講習（2 回） 受験者（計３３名）
令和２年 ８月２５日～２７日 収集・運搬更新講習（3 回）
受験者（計４８名）

令和２年 ８月２７日
令和２年１０月２２日～２３日
同日

処分更新
受験者（２４名）
収集・運搬更新講習（2 回）
受験者（計５４名）
特管廃棄物責任者講習（2 回） 受験者（計２４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に要望・
提案を書面で行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。内容として
「産業廃棄物処理等指導要綱」
「大規模災害について」等について、の中でも特に業界と
して見直しをしてほしい点を次の事項を中心に協会から書面にて要望・提案しました。
〈詳細〉
①
福井県産業廃棄物処理公社について
②
産業廃棄物適正指導要綱ついて
③
行政手続きの簡素化について
④
大規模災害について
⑤
市・町に関する行政指導について
「行政との懇談会」
福井県循環社会推進課及び福井市廃棄物対策課
令和 ３年 ３月 ９日 会長等が書面提出しました。

・

労働安全普及啓もう
講習会は行えませんでしたが、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ポスター・チラシを配布いたしました。

・

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回発行しました。
発行時期 ４月号、７月号、１０月号、１月号（８２号～８５号）の発行

・

廃棄物関係法令等の周知
法改正等の状況やコロナウイルス感染症に関する情報を随時提供したほか、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。
（ＨＰのトップページはご覧ください）

・

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）
同
（連続）
同
（積替単票）
同
（積替連続）
建設マニフェスト （単票）
同
（連続）
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（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
・ 今年度は、コロナ感染症拡大防止のため実施しませんでした。
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、毎年好評でしたが、今年度は中止と
させていただきました。

・

次代を担う青年部の活動に助成しました。
通常分
２２，８万円（1９名分）
青年部の主な実施事業は以下のようなことです。
６月 ９日 第１９回 青年部通常総会（Ｗeb）
７月１０日 地域協議会 勉強会
１０月２８日 全国オンライン勉強会

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。
・ 全国産業資源循環連合会や信越・北陸地域協議会などとの連携
当協会と（公社）全国産業資源循環連合会や信越・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。
（全国産業資源循環連合会との連携）
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）許可講習担当者研修会（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
物部会委員として連合会で行われた会議に参加し、意見を述べました。
（今年度は全て、書面及びリモートでの開催）
（信越・北陸地域協議会との連携）
①
会長会議（年２回・今年度は書面にて）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（書面・リモート）

・ その他の会議等
通常総会
令和２年７月２８日にアオッサにおいて、第８回通常総会を開催しました。また、会長
表彰は書面にて行いました。
議事の内容
①
令和元年度事業報告および決算について
②
令和２年の事業計画（案）および予算（案）について
③
役員改選について
④
定款変更の一部変更について

理事会
第１回理事会
令和 ２年 ５月２５日開催
議題：総会提出案件について、新役員について ほか
第２回理事会
令和 ２年 ７月２８日開催
議題：各委員会及び部会の構成と事業計画について ほか
第３回理事会
令和 ２年 ９月１４日開催
議題：各委員会・部会における協議事項について、協会の名称変更について ほか
第４回理事会
令和 ２年１１月２５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、表彰規定変更について ほか
第５回理事会
令和 ３年 １月２２日開催（書面）
議題：行政との懇談会について、新会員入会について ほか
第６回理事会
令和 ３年 ３月２２日開催
議題：令和２年度事業報告および決算見込みについて
令和３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

３役会
第１回三役会
令和 ２年 ４月２２日開催
議題：協会の運営について 総会について ほか
第２回三役会
令和 ２年 ７月２０日開催
議題：今年度の事業についてほか
第３回三役会
令和 ３年 １月 ７日開催
議題：行政との懇談会について ほか
総務委員会
第１回委員会
令和 ２年 ８月１７日開催
議題：顧問議員団との意見交換会について、大規模災害の支援体制について
安全衛生委員会
第１回委員会
令和 ２年１０月２８日開催
議題：今年度の事業について ほか

ほか

適正処理委員会
第１回委員会
令和 ２年 ８月１７日開催
議題：行政との懇談会について、中核市について
第２回委員会
令和 ３年 ２月１６日開催
議題：行政との懇談会について 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
令和 ２年 ８月１７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

災害部会
第１回部会
令和 ２年１０月２８日に開催しました。
議題：災害協定の見直し等
第２回部会
令和 ３年 ２月１９日に開催しました。
議題：災害時の対応について 他
女性部会
女性部会員以外にも呼びかけて、
「門松づくり」を令和２年１２月１７日に行いました。
青年部
第１９回通常総会

令和

２年

６月

９日にＷeb 開催しました。

令和２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
㈱橋南運送

名

業
収運

種

所
在
福井市新保 2-1011-1

瀧ケ花運送㈱

収運

鯖江市下野田町 7-4

山元工業㈱

収運

福井市定正町 901-1

㈲大飯環境サービス

収運

大飯郡おおい町本郷 149-4-2

収運

R3 年 4 月より賛助会員入会

〇今年度退会会員
福井資源化工㈱
賛助会員
㈱小澤工務店
令和３年３月末現在

地

（福）羽坂町 34-29-1
正会員１２３社

賛助会員

２３社

合計１４６社

