
平成２５年度 事業報告

Ⅰ　業務報告

１　概　　要
　　昨年５月には、第３次循環型社会形成推進基本計画が閣議決定され、リサイクルに比べ取り
組みが遅れているリデュース及びリユースの取り組みの強化や、有用金属の回収など循環型社
会の実現に向け一層施策が強化されたところであり、このことは我々産業廃棄物処理業者に対
する役割が一層大きくなっているものと考えております。
また、当協会は昨年７月に法人化２０周年及び創立３５周年を迎えたこともあり、従来にも
まして排出業者からの信頼に応え、安全・安心できる産業廃棄物の適正処理と有効活用、再資
源化等の確保などを図るために平成２５年度事業に取り組みました。

２　会 員 数　･････　２４２社
＊　会員状況
区　分 H2５.3.31 入会 退会 増減 H2６.3.31

正 会 員 ２1４社 3社 ４社 △１社 21３社
収集運搬業 1２１   　1   １      121   

処分業 ７１      ２   △２   ６９   
排出事業者 ２２              　２   １ ＋１   2３   

賛助会員 ３１   ２   ４   △２ ２９   
計 2４５社 5社 ８社 △３社 　２4２社

３　社員総会　
　通常総会（第２４回）
① 　開催日時　　平成２５年５月２４日（金） 午後２時～午後４時
② 　開催場所　　ホテル金沢　 金沢市堀川新町1-1
③ 　会員の総数　　２１４名
④ 　出席会員数　　１６１名　（うち委任状９２名）
⑤ 　第１６回 石川県産業廃棄物協会 協会長表彰授与（受賞者(社)：４社３０名）
⑥ 　議　　　事
第１号議案　　平成2４年度　事業報告と財務諸表の承認に関する件

平成2４年度　監査報告

第２号議案　　平成２５年度 事業計画（案）と収支予算（案）の承認に関する件

　　　第３号議案　　役員の辞任に伴う選任に関する件
　　　第４号議案　　新法人移行に伴う定款変更案の停止条件付き決議に関する件
　　　第５号議案　　新法人移行に伴う関連諸規程案の停止条件付き決議に関する件



４  理 事 会　･････　延６回開催
（１）第1４０回（平成25年度 第１回）　平成25年５月16日（木）午前１０時３０分～　

石川県地場産業振興センター
＜審議事項＞
① 　「正会員」入会申込の承認について…「承認」・平成25年5月16日付け・２社入会
　　 ・　大竹電機(株)、北崎自動車(株)
　　②　平成２５年度通常総会の提出議題等について　　　　　　　　　　

1)　第２４回（平成２５年度）通常総会及び関連行事次第について　
・　表彰式　・　通常総会　・　講演会

2)　通常総会議案書 　
　　・　平成２４年度事業報告と財務諸表の承認に関する件　　　　

　　　　・　平成２４年度監査報告
・　平成２５年度事業計画(案)と収支予算(案)の承認に関する件　

　　　　・　役員の辞任に伴う選任に関する件　　　　　　
・新法人移行に伴う定款変更案の停止条件付き決議に関する件
・新法人移行に伴う関連諸規程案の停止条件付き決議に関する件
３)　その他

　＜報告事項＞
　会員情報・業務報告

　＜出席理事及び監事＞
　　・理　事…毎田正男、山田一雄、家村静江、麝香敏信、千葉芳照、青山邦彦、田中　均、蔵岡　
修

髙山盛司、野崎龍行、堀田輝雄、宮崎　司、佐野幸治、山口昌利、橋場喜久雄、平
嶋進

　泉　正樹
・監　事…北川直二、山田　洋

（２）　第1４１回（平成2５年度 第2回）　平成２５年7月2２日（月）…「書面」
　＜審議事項＞
　正会員等入会申込の承認について…「承認」・平成2５年８月１日付け・１社入会
＜賛助会員＞

　　　　ｇooｗａ(株)
　　＜回答理事＞

・理　事…毎田正男、山田一雄、家村静江、青山邦彦、麝香敏信、田中均、蔵岡　修、堀
田輝雄

髙山盛司、宮崎　司、佐野幸治、山口昌利、千葉芳照、橋場喜久雄、平嶋進、
西村文男

泉正樹
　

（３）　第1４２回（平成２５年度 第3回） 平成2５年８月２２日（木）…「書面」
＜審議事項＞
○　「正会員」入会申込みの承認について…「承認」・平成２５年９月１日付け・１社入会
・　(株)エーティーアール



　＜回答理事＞
・理　事…毎田正男、山田一雄、家村静江、青山邦彦、麝香敏信、田中　均、蔵岡　修、堀田

輝雄
山口昌利、宮崎　司、髙山盛司、佐野幸治、千葉芳照、橋場喜久雄、平嶋　進、西

村文男
泉　正樹

（４）　第1４３回（平成2５年度 第4回）　平成２5年１1月１４日（木）15時～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和倉温泉　のと楽

　＜審議事項＞
① 　移行認可申請書（案）について
② 　法人化２０周年記念誌構成（案）について

　＜報告事項＞
○　会員情報・業務報告

　＜出席理事及び監事＞
　　・理　事…毎田正男、山田一雄、家村静江、青山邦彦、田中　均、蔵岡　修、堀田輝雄、山口

昌利
髙山盛司、佐野幸治、千葉芳照、平嶋進、西村文男、泉　正樹

・監　事…北川直二、清田典廣、山田　洋
（５）第1４４回（平成2５年度 第5回）　平成２６年１月３１日（金）1５時～

金沢エクセルホテル東急
　＜審議事項＞
① 　賛助会員入会申込みの承認について…「承認」・平成2６年２月1日付け・１社入会

・(株)ＭＫ
②　平成2６年度 各種表彰候補者の推薦について

　＜報告事項＞
　　○　会員情報・業務報告
　＜出席理事及び監事＞
　　・理　事…毎田正男、山田一雄、家村静江、青山邦彦、田中　均、蔵岡　修、堀田輝雄

山口昌利、宮崎　司、髙山盛司、佐野幸治、橋場喜久雄、平嶋　進、西村文男
泉　正樹

・監　事…北川直二、清田典廣、山田　洋
（６）第1４５回（平成2５年度 第６回）　平成２６年３月２５日（火）1３時３０分～

　　　　　　石川県地場産業振興センター
＜審議事項＞
① 正会員及び賛助会員入会申込みの承認について
② 特例社団法人の名称変更による一般社団法人設立登記申請書
特例社団法人の名称変更による解散登記申請書

③ 新法人移行に伴う関連諸規定の停止条件付き整備について
④ 平成2６年度 事業計画（案）について
⑤ 　平成2６年度 各種表彰候補者の推薦について
⑥ 　平成2６年度定時社員総会及び関連行事の開催日程等について
⑦ 　その他

　　　　　　所在不明会員の平成２５年度会費（３万円）の減額について



　　　　　　　　賛助会員　丸隆工業（橋正隆志・野々市市）
＜報告事項＞
　　○　会員情報・業務報告
　＜出席理事及び監事＞
　　・理　事…毎田正男、山田一雄、家村静江、青山邦彦、麝香敏信、田中　均、蔵岡　修

堀田輝雄、山口昌利、宮崎　司、橋場喜久雄、平嶋　進、西村文男、泉　正樹
・監　事…北川直二、山田　洋

５　事　　業　
（１）産業廃棄物処理業の許可申請等に関する講習会の開催　
① 　産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（更新：収集・運搬課程）

      ・期　日　：　平成2５年 ７月３０日（金）
      ・会　場　：　金沢市文化ホ－ル
      ・受講者　：　１０2名
②　産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（新規：収集・運搬課程）

      ・期　日　：　平成2５年 ７月３１日（水）～ ８月1日（木）
      ・会　場　：　金沢市文化ホ－ル
      ・受講者　：　７0名
③　特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会
・期　日　：　平成2５年 ８月２日（金）

      ・会　場　：　金沢市文化ホ－ル
      ・受講者　：　1３０名
④　産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（更新：収集・運搬課程）

      ・期　日　：　平成2５年１０月1７日（木）～１８日（金）
      ・会　場　：　金沢市文化ホ－ル
      ・受講者　：　５９名
⑤ 特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（新規：収集・運搬課程）
・期　日　：　平成2６年 ２月１８日（火）～２０日（木）

      ・会　場　：　金沢市文化ホ－ル
      ・受講者　：　1４名
⑥ 　産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（更新：収集・運搬課程）

      ・期　日　：　平成2６年 ２月２１日（金）
      ・会　場　：　金沢市文化ホ－ル
      ・受講者　：　８８名

（２）　産業廃棄物管理票電子化推進事業の実施（石川県及び金沢市・受託事業）
産業廃棄物の処理を委託する際に使用するマニフェストの電子化の推進

①　概　要　：　電子マニフェストシステムの説明
電子マニフェストシステム操作体験実習

②　講　師　：　（公財）日本産業廃棄物処理振興センター　情報処理センター　野島 洋
一 氏
③　委託者
1)　石川県
・期　日　：　平成2５年 ９月 ４日（水） 12時30分～・延2回開催



・会　場　：　石川県ＩＴ総合人材育成センター
・参加者　：　延２９社・３７名

2)　金沢市
・期　日　：　平成2５年 ９月 ５日（木）12時30分～・延2回開催
・会　場　：　石川県ＩＴ人材育成センター
・参加者　：　延2９社・３2名

（３）　エコアクション２１取得支援事業の実施（石川県及び金沢市『受託事業』）
優良産廃処理業者認定制度の優良認定基準の一つであるエコアクション２１取得の支援

① 　概　要　：　エコアクション２１取得支援個別セミナ－の開催
②　委託者
1)　石川県
・講　師　：　エコアクション２１　審査人　井尾　　滋 氏
・期　日　：　平成2５年10月２２日（火）・11月１９日（火）・12月1７日（火）

　平成2６年  １月2１日（火）・  2月２５日（火）
・会　場　：　石川県庁
・参加者　：　５社・５名（毎月1回・同一の者が・延５回受講）

2)　金沢市
・講　師　：　エコアクション２１　審査人　安田　吉輝 氏
・期　日　：　平成2５年10月２２日（火）・11月１９日（火）・12月1７日（火）

　平成2６年  １月2１日（火）・  2月２５日（火）
・会　場　：　石川県庁
・参加者　：　５社・５名（毎月1回・同一の者が・延５回受講）

（４）　産業廃棄物処理業者の情報開示に関する個別セミナーの実施（石川県・受託事業）
優良産廃処理業者認定制度の優良認定基準の一つであるインターネットでの情報公開を

支援
　　①　概　要　：　優良産廃処理業者認定制度概要及び優良認定基準項目説明

情報公開項目フォロー
② 　講　師　：　（公財）産業廃棄物処理事業振興財団　適正処理推進部　吉川　賢 氏
③ 　期　日　：　平成２５年 ７月１０日（水）・ ８月2７日（火）・ ９月1１日（水）
④ 　会　場　：　石川県ＩＴ総合人材育成センター
⑤ 　参加者　：　１３社・２１名

（５）　産業廃棄物適正処理推進研修会の開催（石川県・金沢市補助事業）
協会員の資質向上を図るため研修会を開催

① 　概　要　：　消費税引き上げに伴う価格競争激化などに対応した
経営力の強化について

② 　講　師　：　さわやか税理士法人　代表社員　池水　龍一 氏
③ 　演　題　：　知らないと損するよ　～ルールと今後の対応策～
④ 　期　日　：　平成2６年 1月３1日（金）　13時～
⑤ 　会　場　：　金沢エクセルホテル東急
⑥ 　参加者　：　４1社・５8名



（６）　産業廃棄物実務担当者講習会の開催（石川県・受託事業）
産業廃棄物実務担当者等に適正処理推進のためマニフェストや契約書の書き方等を講習

１)　講演
①　概　要　：　排出事業者責任の再認識とマニフェストや契約書の書き方等
②　講　師　：　ＢＵＮ環境課題研修事務所　主宰　長岡　文明 氏
③　演　題　：　廃棄物処理法の基礎と実践
２)　当面の産業廃棄物行政施策等について
・　大気汚染防止法の改正等について

石川県環境部環境政策課　環境管理グループ

・ＰＣＢ廃棄物の適正処理等
石川県環境部廃棄物対策課　指導グループ

・廃棄物処理に係る主な法改正について
石川県環境部廃棄物対策課　審査グループ

・　金沢市における不法投棄の現状とその対策
金沢市環境局環境指導課　

・　最近の廃棄物事件の検挙状況等について
石川県警察本部生活安全部生活環境課

④　会　場
1)　小松会場
・期　日　：　平成2６年 2月５日（水）　１３時30分～
・会　場　：　こまつドーム
・参加者　：　５７社・７８名

2)　七尾会場
・期　日　：　平成2６年 2月６日（木）　 9時30分～
・会　場　：　七尾サンライフプラザ
・参加者　：　３７社・４５名

3)　輪島会場
・期　日　：　平成2６年 2月６日（木）　１4時00分～
・会　場　：　石川県奥能登総合事務所
・参加者　：　３１社・4３名

4)　金沢会場
・期　日　：　平成2６年 2月７日（金）　９時５0分～
・会　場　：　金沢勤労者プラザ
・参加者　：　１４９社・２１９名

（７）　産業廃棄物適正処理推進講習会の開催（石川県・受託事業）
産業廃棄物処理業者等に適正処理推進のため専門的知識等を講習

① 　概　要　：排出事業者に対し産業廃棄物の適正処理の推進を図る研修
②　講師及び演題
1)　株式会社リコー　ＣＳＲ環境推進本部　　稲田　俊生 氏

リコーグループにおける産業廃棄物適正処理の取組　



2)　違反事例で学ぶ廃棄物処理法
ＢＵＮ環境課題研修事務所　主宰　長岡　文明 氏

③　期　日　：　平成2６年２月７日（金）　13時５0分～
④　会　場　：　金沢勤労者プラザ
・受講者数　：　１１２社・１６９名

（８）　広報活動事業（石川県『補助事業』）
産業廃棄物適正処理の推進を図るためパンフレットを作成・配布
「産業廃棄物を適正に処理しましょう」・Ａ４版・１,５００部

（９）　リスクアセスメント研修会
会員企業の労働災害の減少を目指して、事業場の安全衛生管理者を対象に研修会を開催

①　概　要　：　労働災害の防止対策について
② 　期　日　：　第１回　平成2５年 ９月２６日（木）　13時30分～
　　　　　　　 第２回　平成2５年１０月２８日（月）　13時30分～
③ 　会　場　：　石川県青少年総合研修センター
④ 　講師及び演題
1) 第１回　

リスクアセスメントの進め方の基本を取得する座学研修
　　　　　　　一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会石川支部長　小林　隆夫

2) 第２回
事例発表・演習を中心としたリスクアセスメントの実践研修

　　　　　　　一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会石川支部長　小林　隆夫
⑤ 　参加者　：　1６社・２２名

（１０）　（社）石川県産業廃棄物協会法人化２０周年記念式典
①開催日　　平成２５年７月５日（金）
② 場　所　　ホテル金沢
③ 出席者　　毎田会長、山田副会長、家村副会長、青山副会長　他
④ 来　賓　　谷本石川県知事, 山野金沢市長, 下沢県議会議長, 石井全国産業廃棄物連合
会長　他

（１１）　平成２５年度視察研修会
① 　視察先　：　伊勢神宮、関宿
② 　期　日　：　平成２５年１１月７日（木）～８日（金）
③ 　参加者　：　毎田会長、山田副会長、家村副会長、青山副会長　等２３名

（1２）　第12回 ボウリング大会
会員相互の親睦を深めるため開催

① 　期　日　：　平成2６年 ３月９日（日）
② 　会　場　：　ジャンボボ－ル
③ 　参加者　：　2９社、４０チ－ム　1６０名

（1３）　産業廃棄物管理票（マニフェスト）の頒布・普及事業
産業廃棄物の適正処理の推進のため、マニフェストの頒布・普及の実施



マニフェストの販売実績を下表に示す。

産業廃棄物管理票（マニフェスト）払出実績調
       区　　　分          　19年度   ２０年度 　　２１年度  　２２年度  　２３年度 　２４年
度 　　２５年度
産業廃棄物(直行用)　　単　票　　７枚     123,900    115,200      87,900     73,400      65,500      64,900      
67,500
　　　〃　　　　　　　連続票　　〃　　　 236,000　  200,500    142,500    100,500    109,000    116,000     

113,500
産業廃棄物(積替用)　　単　票　　８枚        6,100       6,100       6,600       8,000       3,400       

4,100         5,000
　　　〃　　　　　　　連続票　　〃         2,500       5,000       4,000       3,500       7,500        

8,500        9,000
建設系廃棄物　　　　　単　票　　７枚      99,400     88,900      80,000     66,400      62,000      

68,500       67,900
　　　〃　　　　　　　連続票　　〃        63,000     40,500      38,500     50,500      40,000      

36,000       38,000
　　　　合　　　　　　　計              530,900    456,200    359,500    302,300    287,400     298,000     

300,900
前　　　年　　　比             ▲84,600　　▲74,700　　▲96,700　　▲57,200　　▲14,900     10,600        

2,900

６　行政及び関係団体等との連携協力

（１）石川県関連
1)　石川県産業廃棄物不法処理防止連絡協議会
・平成2５年5月2８日（火）　県庁会議室　毎田会長、山田副会長

2)　平成2５年度 ふるさと石川環境保全功労者知事表彰
・平成2５年6月27日（木）　県庁特別会議室
・環境保全功労者　　蔵岡　修(河北郡衛生（株）)
・環境保全貢献企業　環境開発（株）

3)　県産業廃棄物不法処理防止連絡協議会　不法投棄防止合同パトロール
・平成2５年10月７日（月）　スカイパトロール　　田中理事

（２）金沢市関連
1)　かなざわエコフェスタ２０１３
・平成2５年９月2３日（月・祝）　金沢駅もてなしドーム地下広場　　毎田会長他
・出展：クリーンライフ(株)・クリーンリサイクル(株)

2)　平成2５年度 金沢市不法投棄防止ネットワーク会議
・平成2５年11月８日（金）
・金沢市戸室リサイクルプラザ　宮崎理事

（３）金沢商工会議所関連
エコアクション２１地域事務局判定委員会　　泉事務局長
・平成2５年　４月1６日（火）　石川県地場産業振興センター
・平成２５年　５月２１日（火）　　　〃



・平成２５年　６月１２日（水）　金沢流通会館
・平成2５年　８月　7日（水）　石川県地場産業振興センター
・平成２５年　９月２５日（水）　金沢流通会館
・平成２５年１０月３０日（水）　　　〃
・平成２５年１２月１８日（水）　　　〃
・平成２６年　１月２２日（水）　地場産業振興センター
・平成２６年　２月２６日（水）　　　〃
・平成２６年　３月２６日（水）　　　〃

７（公社）全国産業廃棄物連合会関連

（１）　（公社）全国産業廃棄物連合会
①　第３回定時総会・表彰式　毎田会長、泉事務局長、堅田参事
・平成2５年6月1４日（金）　東京都　明治記念館
＜会長表彰受賞者＞
・地方功労者表彰…………青山　邦彦　　　 （(株)ダイセキ北陸事業所）
・優良事業所表彰…  　（株）トスマク・アイ（笠島　和博）
・地方優良事業所表彰…  小中出建設（株） （小中出　佳津良）

㈲向畦地建設　　　（北野　哲夫）
丸信建設(株)　　　（山西　信榮）

・優良従事者表彰 …… …坂本　　登　      （金沢市清掃(株)）
小堺　清春       （(株)北陸環境サービス）
出口　　勉       （(株)ダイセキ北陸事業所）

②　委員会委員委嘱
・　毎田会長　　倫理委員会委員　　（平成２４年７月２０日～平成２６年７月１９日）
・　千葉理事　　安全衛生委員会委員（平成２４年７月２０日～平成２６年７月１９日）

③　平成2５年度 第１回全国正会員事務局責任者会議
・平成２５年８月２日（金）　東京都　アジュール竹芝　泉事務局長

④　平成２５年度 正会員事業研修
・　平成2５年10月４日（金）　東京都　泉ガーデンコンファレンスセンター　日下主任

⑤　第1２回「産業廃棄物と環境を考える全国大会」
・平成2５年１１月８日（金）　三重県志摩市　伊勢志摩ロイヤルホテル　
・出席者　　毎田会長、家村副会長、泉専務理事、高元理事
・平成2５年度循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰（産業廃棄物関係功労者）表彰式

　　　　　　　　高　幸久元理事受賞
・関東地域協議会・女性部会　「eーLady２１のつどい」　家村副会長

⑥　平成2５年度 第1回 倫理委員会　
・平成2５年12月３日（火）　東京都　全国産業廃棄物連合会　毎田会長

⑦　新年賀詞交歓会



・平成2６年1月1７日（金）　東京都　明治記念館　毎田会長、千葉理事

⑧　平成2５年度 　第２回全国正会員事務局責任者会議
・平成２６年１月３１日（金）　東京都　アジュール竹芝　堅田参事

⑨　平成2５年度 全国正会員会長・理事長会議
・平成２６年２月２１日（金）　石川県金沢市　ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢
　　毎田会長、山田副会長、家村副会長、青山副会長、泉専務理事

⑩　平成2５年度 安全衛生委員会
・平成２６年３月３日(月）　東京都　全国産業廃棄物連合会　千葉理事

（２）　（公社）全国産業廃棄物連合会　信越・北陸地域協議会
①　第４８回信越・北陸地域協議会
・平成2５年4月18日（木）～19日（金）
・石川県小松市 　北陸あわづ温泉　辻のや花乃庄　

毎田会長、山田副会長、家村副会長、青山副会長、泉専務理事、堅田参事、日下主任

② 　第1７回　信越・北陸地域協議会事務職員研修会
・平成2５年 9月1８日（水）～1９日（木）　
・長野市　チサングランド長野ホテル　日下主任

③ 　第4９回　信越・北陸地域協議会
・平成2５年10月２日（水）～３日（木）　
富山県黒部市 宇奈月温泉　宇奈月国際ホテル　毎田会長、泉事務局長

④ 　信越・北陸地域協議会事務局長会議
・平成２５年１１月２２日（金）　新潟県上越市　ホテルハイマート　泉事務局長



８　青年部会

（１）　青年部会定期総会
・平成2５年 6月2１日（金）　金沢エクセルホテル東急　毎田会長、泉事務局長

（２）　青年部会幹事会
・平成2５年 １０月１０日（金）　金沢異業種研修会館　　高山部会長　他

（３）　不法投棄防止キャンペーン　ティッシュ配布
・平成2５年1１月 ４日（月・祝）　ＪＲ金沢駅ふれあい広場　高山部会長他

（４）　（公社）全国産業廃棄物連合会　スプリングカンファレンス「全国青年部会長会議」
・平成2６年2月２８日（金）　名古屋市ウエスティンナゴヤキャッスル　高山部会長他

（５）　平成2５年度 産業廃棄物減量化のための講演会及び意見交換会
・平成2６年３月３日（月）　石川県庁
・３Ｒアドバイザーによる企業のための講演会及び意見交換会
（一財）日本環境衛生センター　研修広報部次長　村岡良介 氏（環境カウンセラー）
髙山部会長他５名参加


