平成 28 年事業報告書

平成 28 年４月１日～平成 29 年３月 31 日
実施事業
１ マニフェストの普及啓発、頒
布事業

２ 人材育成のための講習、研修
事業
（１）産業廃棄物処理業許可講習
会の実施

（２）特別管理産業廃棄物管理責
任者講習会の実施

（３）産業廃棄物処理実務者研修
会の実施

実績
○マニフェストの普及促進、頒布事業を推進
・マニフェストの販売セット数
全産連系
４４６，５００
建設系
９３０，７００
計
１，３７７，２００
（対前年比）
（ １００，１００）

セット
セット
セット
セット

○法に規定する的確な知識と技能を得るために（公財）日本産業廃
棄物処理振興センターが主催する講習会を協力して実施
開催回数
受講者
講習会
新規 収運

２回

３１４名

新規 特収

１回

３２名

新規 処分

１回

５６名

新規 特処

１回

２６名

更新 収運

３回

５４８名

更新 処分

１回

１２０名

計

９回

１０９６名

○必要な専門知識を習得するために（公財）日本産業廃棄物処理振
興センターが主催する講習会を協力して実施
開催回数
５回
受講者数
６６８名
○基礎コースの開催
開催日

開催会場

受講者数

９月２９日

北海道自治労会館

１１１名

１０月１３日

北海道自治労会館

７８名

１０月１０日

ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ稚内

３５名

○出前講座の実施
開催日
１０月２６日
１月２０日
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申込者

受講者数

ホクレン農業組合連合会

９７名

リサイクルファクトリー㈱

２２名

２月２８日

中井聖建設㈱

２１９名

(４）適正処理マイスター養成講座 ○産業廃棄物の適正処理に精通した人材を育成するため、適正処理
の開催
マイスター養成講座を開催予定
開催日
開催会場
申込者数
３月９日
協会事務所
６名
（５）許可事務説明会の開催

○産業廃棄物処理業（収集運搬）の許可取得者（新規・更新）を対
象に許可事務説明会を開催
開催日
７月２７日
３月１５日

（６）産業廃棄物地域別研修会の
開催

開催会場
協会事務所
同上

受講者数
６名
３名

○支部単位で産業廃棄物の適正処理等に関する研修会を開催
開催日
支部名
受講者数
２月７日
道央支部
８１名
２月８日
上川支部
４３名
２月１５日
道南支部
１１８名
２月２２日
日胆支部
１２３名
３月２日
十勝支部
５８名
３月３日
留萌支部
８１名
３月３日
オホーツク支部
１２７名
３月１６日
後志支部
１０４名

（７）セミナー等の開催

○定時総会講演会
・６月２２日 札幌全日空ホテル
・演 題
「成功するためのリサイクル事業戦略」
・講 師
中小企業診断士・北海道ﾘｻｲｸﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
平 野 陽 子 様

３ 産業廃棄物の適正処理に関す
る相談・助言事業

○産業廃棄物の適正処理施設の維持管理について、電話やメールの
ほか事務所に来所して寄せられる質問や相談事項等に対して助言
・回答

（１）相談体制の整備

○電子マニフェストインストラクターの養成
・６月８日、６月１６日 （振興センター） 事務局２名

（２）産業廃棄物処理施設の設置
に関する相談会の実施

○産業廃棄物処理施設の設置について、技術的、事務的な相談会を
実施
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４ 産業廃棄物の適正処理と循環
型社会の形成推進と広報、普
及、啓発事業
（１）優良化事業の推進

○産廃処理業者優良認定支援事業の実施
関係団体と協働で優良認定制度や環境マネジメントシステムの導
入などに関する講習会を開催し、優良認定の取得を支援
・８月３０日 第１回 優良認定入門講座
・９月２８日 第２回 優良認定専門講座
・３月２９日 支援事業に係る報告会
○優良な処理業者の増加を図るため、協会ホームページを利用した
所定の情報の公開など支援サービスを実施
・会員の優良産廃処理業者認定数 ２７社

（２）環境マネジメントシステム
の導入促進

○導入に関する情報収集や情報提供を実施
・５月２７日 エコアクション２１地域事務局北海道運営委員会
・６月２４日 エコアクション２１の紹介
青年部会講演会での紹介
エコアクション２１審査員 高橋俊一 氏
・１１月４日 ＨＥＳ産業廃棄物処理業者用システム規格説明会

（３）安全衛生対策の推進

〇 労働災害防止対策の推進
・ ９月１日 安全衛生活動の現状調査の実施
・１２月２日 平成２９年度労働災害防止計画の策定

（４）情報提供、普及啓発
１）環境月間（6月）
２）３Ｒ推進月間、廃棄物適正
処理推進月間（10月）の取組

○各支部における取り組み
・不法投棄防止啓発用のぼりの掲出
・各地域不法処理対策戦略会議との連携事業
「街頭啓発、街頭指導、不法投棄パトロール」
・各支部における独自の事業
「ステッカー、ポスター掲示、清掃・美化活動、視察研修、
新聞への啓発広告、排出者への説明会等」

３）環境イベントへの参加

〇ごみゼロの日 不法投棄未然防止に向けた街頭啓発への参加
・５月３０日 ＪＲ札幌駅 西コンコース
・道警本部及び札幌方面本部、道庁循環課及び石狩振興局、
環境事務所、産業廃棄物協会
○ポイ捨てゼロの日 該当啓発への参加
・１０月５日 ＪＲ札幌駅 南口広場
・道庁循環課及び石狩振興局、ＪＴ、石狩市生活学校
（公財）北海道地域活動振興協会、産業廃棄物協会
○循環型社会形成パネル展
・９月２０日～２３日（ 道庁1階道民ホール）
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道と廃棄物処理団体懇話会で共催
パネル展示、啓発資材の配布
４）情報提供、各種案内

○産廃手帳の配布（１２月）
○処理業の許可期限の案内（３月）
○講習会日程の案内（３月）
○処理施設の技術管理者講習会の案内（随時）
○関係機関に係るイベントや関連情報の提供（随時）

５）ホームページを活用した広
報、普及、啓発

○（公社）全国産業廃棄物連合会、行政、関係団体等の各種関連情
報の提供
○会員情報システムを利用して会員の情報を提供
○会員専用ページ、お知らせページによる広報等

（５）施設維持管理情報の公表

○法に規定する毎月の維持管理情報について審査のうえ、協会ホー
ムページを活用して公表
・公表事業者数及び施設数（平成２９年３月３１日現在）
８５事業者 （うち非会員事業者 ６）
１０６施設

（６）産業廃棄物に関する説明会 ○関係団体と連携し、説明会等の開催に協力するとともに、各種事
、講習会、シンポジウムへの協 業に参加
力・参加
・１０月２５日 廃棄物資源循環学会北海道支部ポスター発表
（北大）
・ ３月２２日 リサイクル事業人材育成セミナー
（かでる２．７）
（７）産業廃棄物適正処理パンフ ○イベントなどの機会に随時協会パンフレットを配布
レット、協会事業概要パンフ
レットの作成配付
○適正処理パンフレットの改正版の作成
（８）行政機関その他の団体との
連携
１）不法処理防止対策戦略会
議への参加

○各地域の廃棄物不法処理対策戦略会議への参加
・ ４月１９日 後志地域（後志支部）
・ ５月１２日 胆振地区（日胆支部）
・ ５月１７日 留萌地域（留萌支部）
・ ５月１８日 道南地域（道南支部）
・ ５月１９日 空知地域（空知支部）
・ ５月２０日 石狩地域（道央支部）
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・
・
・
・
・
・

５月２４日 日高地区（日胆支部）
５月２６日 宗谷地域（宗谷支部）
５月２６日 十勝地域（十勝支部）
５月３１日 釧根地域（（道東支部）
６月２日 オホーツク地域（オホーツク支部）
６月６日 上川地域（上川支部）

○平成２８年度北海道廃棄物不法処理対策戦略会議への参加
・ ２月 ３日 道庁別館
２）行政機関等との連携

○経済産業省との連携
・６月２２日 定時総会における情報提供
消費税の転嫁に関する調査協力について
〇環境省との連携
・７月２２日 第３回大規模災害廃棄物対策北海道ブロック協議
会
（札幌ビジネスセンター）
・２月１５日 第５回大規模災害廃棄物対策北海道ブロック協議
会
（ポールスター札幌）
○北海道との連携
・４月２５日 北海道防災総合訓練関係機関担当者会議
（道庁別館）
・６月 ３日 第３回北海道循環利用促進税事業検証懇話会
（かでる２・７）
・７月１４日 第１回北海道循環資源利用促進税事業関係団体
連絡会議 （かでる２・７）
・７月２６日 北海道バイオマスネットワーク会議総会・事例
報告会・検討会（自治労会館）
・８月２３日 北海道循環資源利用促進税事業検証懇話会
（かでる２・７）
・９月 ９日 北海道循環資源利用促進協議会総会・部会合同会
議
（ホテルオークラ）
・１０月１３日 北海道循環資源利用促進税事業関係団体連絡
会議 （かでる２・７）
・１０月１８日 北海道循環資源利用促進税事業検証懇話会
（かでる２・７）
・１２月２６日 北海道アスベスト問題連携会議
（かでる２・７）
・ １月１３日 ごみの散乱防止ポスター等表彰式表彰授与
（ポースルスター札幌）
・ ３月２９日 北海道海岸漂着物対策推進協議会 （道庁）
○市等との連携
・６月 ８日 (一社）札幌市環境事業公社平成２８年度第１
回定例理事会（エーデルホフ札幌）

5

・６月２３日 (一社）札幌市環境事業公社平成２８年度臨時
理事会
（エーデルホフ札幌）
・１１月２９日 (一社）札幌市環境事業公社 平成２８年度第
２回定例理事会（エーデルホフ札幌）
・ ３月２９日 (一社）札幌市環境事業公社 平成２８年度第
３定例理事会（エーデルホフ札幌）
３）環境道民会議への参加

○企画委員として参画し会議運営に協力
・ ４月２８日 環境道民会議企画委員会（道庁）
・ ６月１３日 環境道民会議総会（かでる２・７）
・１０月１２日 企画委員会（道庁）
・ １月２０日 ウインターミーティング（教育文化会館）
・ ２月１０日 企画委員会（道庁）

４）廃棄物関係団体との連携

○日本鉄リサイクル工業会北海道支部との連携
・８月８日 不用品回収業者対策についての意見交換会（道庁）
○日本産業廃棄物処理振興センター事業への協力
（電子マニフェスト）
・７月２０日 電子マニフェスト操作体験セミナー １２名
・８月２６日
同上
１１名
・９月 ８日
同上
３名
・９月２６日 電子マニフェスト導入実務研修会
１１名
・１０月６日 電子マニフェスト操作体験セミナー １４名
・１１月２日
同上（旭川）
８名
・１１月２日
同上（帯広）
７名
・１２月６日
同上
６名
・電子マニフェスト説明会
20 回
1,005 名
（講習会）
・１月３１日 ＰＣＢ作業従事者講習会
７８名

５ 産業廃棄物の適正処理に関す
る調査・研究事業
（１）各部会活動の促進

〇４月１２日 第１回最終処分部会運営委員会
（協会会議室）
委員 １１名
・電マニ加入者サービスのための廃棄物・環境関連情報の活用
方法の検討について
・部会セミナーの開催について
〇７月２２日 第１回収集運搬部会運営委員会
（協会会議室） 委員 ５名
・廃棄物処理団体懇話会情報交換会に向けた要望及び意見につ
いて
〇７月２５日 第１回中間処理部会運営委員会
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（協会会議室） 委員 １０名
・中間処理部会セミナーの開催について
・廃棄物処理団体懇話会情報交換会に向けた要望及び意見につ
いて
○８月９日 第１回建設廃棄物部会運営委員会
（協会会議室） 委員 7名
・廃棄物処理団体懇話会情報交換会に向けた要望及び意見につ
いて
○９月２１日 第２回中間処理・第２回最終処分部会合同部会
（自治労会館） 委員 １４名
・合同セミナーの開催について
○９月２７日

第１回医療廃棄物部会
（協会会議室）
委員 ６名
・医療廃棄物セミナーの開催について

〇１２月１２日 ３部会合同部会長・副部会長会議
（協会会議室） 出席 ５名
・部会合同セミナーの開催について
〇２月２１日 ３部会合同セミナーの開催
「産業廃棄物の適正処理に関するセミナー」
自治労会館
１４７名
（２）青年部会活動の強化

〇青年部会活動の強化
・４月８日 第１回青年部会運営委員会（協会会議室）
運営委員 ８名
道経済部との意見交換、平成２８年度事業計画など
・６月１０～１１日 視察研修（オホーツク地域）
部会員
２２名
視察先
野村興産（株）、美幌貨物運輸（株）、愛和産
業（株）
・６月２４日 平成２８年度定時総会の開催
センチュリーロイヤルホテル
部会員 ２９名
平成２７年度事業報告、平成２８年度事業計画
・６月２４日 講演会の開催 ３２名
「これからの産業廃棄物処理業」
環境カウンセラー 高橋 俊一 氏
・７月２２日 第２回青年部運営委員会（協会会議室）
運営委員 １０名
スタッフ向けの技能・技術研修会、青年部のあり方
・９月７日 第３回青年部運営委員会（協会会議室）
運営委員 １０名
スタッフ向け技術研修会、青年部視察研修会、次年度事業
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廃石膏ボードのリサイクル及び適正処理について
（道循環型社会推進課 梶川主幹）
・９月２３日 スタッフ向け技術研修会（石狩市）
部会員等 ３９名
事務局２名
車輛の構造・火災防止、実機による安全運転講習
・１１月１５日 視察研修（富良野市）
部会員等 ２０名
事務局１名
視察先
北清ふらの、富良野市リサイクルセンター、
富良野広域連合
・２月３日 第４回青年部会運営委員会 （協会会議室）
運営委員 １２名
道（経済部、環境生活部）との意見交換、
次年度の青年部活動とあり方など
・３月１１日 北海道・環境の未来育成事業への協力
（北海道建設会館）
青年部会運営委員
○全産連青年部協議会及び北海道・東北ブロック協議会との連携
・５月１７日 第１回幹事会（札幌市環境プラザ）
役員２名ほかオブザーバー９名出席
・６月２４日 第２回幹事会（センチュリーロイヤルホテル）
役員２名ほかオブザーバー１名
・６月２４日 第１５回総会（センチュリーロイヤルホテル）
出席 ２１名
・１１月１０日青年部協議会第７回カンファレンス
岡山県
運営委員２名、事務局１名
・３月４日 青年部協議会第１０回全国大会
宮城県
運営委員３名、事務局１名
（３）適正処理に関する調査事業
への協力

〇東大大学院 清家研究室への協力
・テーマ 建材（樹脂サッシ等）のリサイクル
・７月２６日 協会でのヒアリング
・１０月
関係企業での個別ヒアリング（会員６社）
○全国産業廃棄物連合会などからの各種調査へ協力
・５月 各都道府県・廃棄物処理法政令市の担当部課名簿等の調
査について
・６月 平成２８年度温室効果ガス排出量等実態調査について
（各正会員）
・７月 平成２８年度正会員組織運営状況及び会員数調査
・７月 平成２８年度フロン類の破壊量に関する調査（３社）
・７月 産業廃棄物処理業実施確認チェックリストに係る意見照
会（意見提出）
・８月「会員企業における安全衛生活動の現状調査」、平成２９
年度の労働災害防止計画づくり」及び「平成２７年度の
安全衛生事業実績調査」
・２月 産業廃棄物最終処分場の維持管理に係るアンケート調
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査へ協力
（４）各種会議、部会への参加

○（公社）全国産業廃棄物連合会の各種会議、各部会等に参加
・ ９月６日 最終処分部会運営委員会
・１１月２１日 第２回法制度対策委員会
・１２月 ６日 第３回法制度対策委員会

（５）廃棄物処理施設に関する調
査研究

○（公財）日本産業廃棄物処理振興センターが実施する研究事業
「産業廃棄物最終処分場における廃棄物・環境関連情報の活用
方法の検討」に協力
・ヒアリング調査
４社
・アンケート調査 １５０社

６ 不適正処理や不法投棄等によ
る環境負荷を低減する事業
（１）適正処理等の支援事業の
実施

（２）災害復旧支援の実施

〇土地の原状回復や不法投棄の発生防止などに関して行政機関等が
主体となって取り組む事業を支援
採択事業 中標津町（監視カメラの導入）
苫小牧市樽前町内会（廃タイヤの撤去）
○会員保有の資機材調査の実施し、その結果を災害支援協定に基づ
き、北海道、札幌市及び函館市へ資料提供
・２月１日 全会員を対象に平成２８年度調査を実施
○道との災害支援協定に基づき、災害廃棄物処理へ協力
・上川支部 南富良野町の処理を支援
・十勝支部 幕別町の処理を支援
（２月２１日上記協力に対して知事から協会へ感謝状が贈呈）

７ 相互扶助事業
（１）表彰事業

○協会が実施する表彰
・６月２２日 定時総会表彰式（札幌全日空ホテル）
・対象
協会功労者表彰
３名
優良事業所表彰
３社
永年勤続優良従業員表彰 ２１名
○（公社）全国産業廃棄物連合会が実施する表彰
・６月１２日 明治記念館
・対象
功労者表彰
１名
地方功労者表彰
１名
地方優良事業所表彰
３社
優良従事者表彰
４名
○環境省が実施する表彰
・１１月１１日 産業廃棄物と環境を考える全国大会
循環型社会形成推進功労者等表彰 時田会長
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（２）道外施設の視察研修

○沖縄県において先進的な処理施設や処理技術について視察研修を
実施
・日程 １０月１９～２１日
・視察先
①街クリーン（株）
②(株)バイオマス再資源化センター
③沖縄電力㈱具志川火力発電所
・参加者 ３０名
○８月作成、行政機関等を含め広く会員情報を提供

（３）会員名簿の作成、情報提供

○賠償責任保険や業務災害補償制度を紹介、保険会社と連携し破砕
機破損事故専用保険創設

（４）賠償責任保険制度等の普及

○廃棄物処理団体懇話会との連携
・１月１９日 新年賀詞交歓会
札幌全日空ホテル
四団体２１９名

（５）親睦・交流会の充実

○協会ゴルフ同好会による親睦コンペの開催
・６月２１日 第１回コンペ 恵庭ＣＣ ２５名
・７月１６日 第２回コンペ 釧路ＣＣ １８名

（６）協会機関誌の定期発行

○会員や行政機関等に情報提供
「さんぱい北海道」の発行（Ｎo.１２
（Ｎo.１３
（Ｎo.１４
（Ｎo.１５

８ 関連団体の活動を支援する事
業

４月２５日）
７月２０日）
１０月２０日）
１月２０日）

○廃棄物処理団体懇話会
・５月２０日 北海道環境整備事業協同組合通常総会懇親会
（全日空ホテル）
・５月２０日 北海道環境保全協会総会
（北見市）
・６月１７日 北海道浄化槽協会社員総会懇親会
（センチュリーロイヤルホテル）
・７月１３日 四団体事務局長会議（協会会議室）
・１１月１５日 北海道・廃棄物処理団体懇話会情報交換会
（札幌ガーデンパレス）
・ １月１９日 新年研修会
（札幌全日空ホテル）
四団体１９３名
○札幌商工会議所への参加
・ ８月３０日 第３６期 金融・サービス部会
・１２月 １日 第３６期 金融・サービス部会

９ その他組織の維持、強化の事
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業
（１）総会の開催

（２）理事会の開催

○平成２８年度定時総会の開催
・６月２２日 全日空ホテル
・出席正会員 １１２社
委任状３２０社
合計４３２社 （総正会員５４８社）
・議事 ①平成２７年度事業報告及び決算案承認並びに監査報告
②定款の改正
③会費規程の改正
④役員の選任
⑤補欠役員の選任
⑥常勤理事の報酬
⑦監事の報酬
⑧平成２８年度事業計画及び予算
○第１回理事会
・５月２０日（エーデルホフ札幌）
・出席 理事２２名、監事１名
・議事 平成２８年度定時総会など
○第２回理事会
・６月２２日（全日空ホテル）
・出席 理事２３名、監事２名
・議事 補欠の専務理事の選定及び報酬、新任理事の所
属委員会など
○第３回理事会
・７月１５日（釧路プリンスホテル）
・出席 理事２３名 監事３名
・議事 組織の拡大強化、紙マニフェストの頒布促進
など
〇第４回理事会
・１２月２日（札幌全日空ホテル）
・出席 理事２２名 監事２名
・議事 労災計画の策定、全産連会長表彰、理事会運営など
〇第５回理事会
・３月２４日 （札幌ガーデンパレスホテル）
・議事 平成２９年度事業計画及び予算など

（３）常任理事会の開催

○第１回常任理事会
・５月１３日（協会会議室）
出席 ８名
・議事 平成２８年度定時総会議案など
○第２回常任理事会
・７月８日（協会会議室） 出席 ９名
・議事 第３回理事会議案など
〇第３回常任理事会
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・１１月２２日（協会会議室） 出席 ８名
・議事 第４回理事会議案など
〇第４回常任理事会（協会会議室） 出席 ９名
・３月１７日
・議題 第５回理事会議案など
(４）三役会議の開催

○三役会議の開催
・１１月１５日 第１回三役会議（協会会議室）
道との情報交換会、29 年度事業計画など
・ １月 ６日 第２回三役会議（協会会議室）
予算の状況、役員改選などについて

（５）支部長会議の開催

○第１回支部長会議
・７月１５日（釧路プリンスホテル） 会長、１１支部長
・議事
組織の拡大強化、紙マニフェストの頒布促進
〇第２回支部長会議
・１２月 ２日（札幌全日空ホテル） 会長、１１支部長
・議事
協会会長表彰、支部活動の現状と課題
〇第３回支部長会議
・３月２４日 （札幌ガーデンホテル）
・議事
支弁規定の見直しなど

（６）各委員会の開催

○第１回組織企画委員会
・７月５日（協会会議室）
委員７名出席
・議題 ①組織の拡大強化
②紙マニフェストの頒布促進
②青年部のあり方
など
〇第 1 回総務委員会
・１０月４日（協会会議室） 委員７名出席
・議題 ①平成２９年度労働災害防止計画の作成
②廃棄物処理団体懇話会における要望事項
③平成２９年度表彰事業の実施
〇第２回組織企画委員会
・１０月２６日（協会会議室） 委員６名
・議題
紙マニフェストの頒布促進など
〇第３回組織企画委員会
・１２月２日（札幌全日空ホテル） 委員７名
・議題
紙マニフェストの頒布促進など
〇第１回適正処理委員会
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・２月２３日（協会会議室） 委員６名
・議題 ①平成２８年度事業報告
②平成２９年度事業計画
③平成２９年度予算
④適正処理パンフレットの作成
〇第４回組織企画委員会
・２月２７日（協会会議室） 委員７名
・議題 ①平成２８年度事業報告
②平成２９年度事業計画
③平成２９年度予算
④紙マニフェストの頒布促進
〇第２回総務委員会
・３月７日（協会会議室）
委員６名
・議題 ①平成２８年度事業報告
②平成２９年度事業計画
③平成２９年度予算
④会長表彰の選考、感謝状の贈呈
⑤３０周年記念事業の実施
（７）支部組織の充実

○支部総会の開催
・５月１０日 道央支部（札幌全日空ホテル）
・５月１０日 道南支部（函館ロイヤルホテル）
・５月１１日 上川支部（花月会館）
・５月２３日 空知支部（砂川パークホテル）
・５月２４日 日胆支部（ﾎﾃﾙｳｲﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ苫小牧）
・５月２６日 オホーツク支部（ホテル黒部）
・５月３０日 十勝支部（北海道ホテル）
・５月３０日 後志支部（第一会館）
・６月 ２日 留萌支部（パワスポ留萌）
・６月 ８日 道東支部（釧路プリンスホテル）

４２社
２８社
１７社
１９社
３２社
２１社
１９社
１２社
１１社
１３社

〇振興局意見交換会
・ ６月２１日 空知総合振興局（空知支部）
・ ９月１３日 石狩振興局（道央支部）
・ ９月２８日 渡島総合振興局、函館市（道南支部）
・１２月 ８日 留萌振興局（留萌支部）
・ ２月２２日 胆振総合振興局・日高振興局（日胆支部）
・ ３月 ３日 オホーツク総合振興局（オホーツク支部）
・ ３月１６日 後志総合振興局（後志支部）
〇支部独自研修会の開催
・ ５月１０日 道央支部
・ ５月２３日 空知支部
・ ５月２６日 オホーツク支部
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７１名
３１名
２５名

・ ６月 ２日 留萌支部
１２名
・ ６月２６日 道東支部
４３名
（釧根地区合同研修会（アス再生協議会、コンクリート塊
処理協議会、道東支部）として開催）

（８）組織の拡大強化、加入促進

○会員の加入促進
・平成２８年度の入会数１２社（退会数９社）
・会員数 ５６９社

（９）（公社）全国産業廃棄物連
合会、北海道・東北地域協
議会との連携

○（公社）全国産業廃棄物連合会との連携
・ ４月 ８日 講師研修会（東京都）
・ ５月２３日 監査（東京都）
・ ５月２４日 第２９回理事会（東京都）
・ ６月１７日 第６回定時総会（東京都）
・ ７月１２日 第３０回理事会（東京都）
・ ７月２９日 事務局責任者会議（東京都）
・１０月１２日 第３１回理事会（東京都）
・１０月２１日 正会員事業研修（東京都）
・１１月１１日 産業廃棄物と環境を考える全国大会（岡山県）
・ １月１３日 第３２回理事会（東京都）
・ ２月 ３日 事務局責任者会議（東京都）
・ ２月２０日 講習会事務説明会（東京都）
・ ２月２４日 会長・理事長会議（東京都）
・ ３月１４日 第３３回理事会（東京都）
○北海道・東北地域協議会との連携
・ ４月１９日 北海道・東北地域協議会会長会議
（函館大沼プリンスホテル）
・ ６月 ６日 第５９回地域協議会（山形県）
・ ９月 ７日 事務局長会議（福島県）
・１０月２７日 第６０回地域協議会（岩手県）
・１１月１７日 北海道・東北地域協議会会長会議 （秋田県）
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