平成 2７年度事業報告書
平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日
実施事業

実

績

１ マニフェストの普及、啓発、頒布 ○マニフェスト制度の普及促進、利用・頒布拡大に努めるととも
事業
に、電子マニフェスト普及促進の啓発活動を行い、(公財)日本
産業廃棄物処理振興センターが行う普及啓発事業に協力
・ マニフェストの販売セット数
全産連系
４１９，４００
セット
建設系
８５７，７００
セット
計
１，２７７，１００
セット
（対前年比） （-１０４，１００）
セット

２ 人材育成のための講習、研修事 ○産業廃棄物処理業の許可取得に必要な、（公財）日本産業廃
業
棄物処理振興センターが実施する新規や更新の処理業許可
（１）産業廃棄物処理業許可講習会
講習会の開催に協力
（新規、更新）の開催協力
講習会
開催回数
受講者
新規講習会（収運）
３回
３３１名
同 （特管収運）
２回
５４名
同
（処分）
１回
５４名
同 （特管処分）
１回
１７名
更新講習会（収運）
３回
５５３名
同
（処分）
１回
１０４名
計
１１回
１，１１３名
（対前年比）
（-１回）
（-１２３名）
＊収運（新規・更新）には処分・特管処分との同時受講を含む

（２）特別管理産業廃棄物管理責任 ○特別管理産業廃棄物の管理責任者としての資格を得るため
者講習会の開催協力
に、（公財）日本産業廃棄物処理振興センターが実施する特
別管理産業廃棄物管理責任者講習会の開催に協力
開催回数
５回
受講者数
６３０名
（対前年比）
（-４７名）

（３）産業廃棄物処理実務者研修会 ○排出事業者を主な対象として基礎コースを開催
（基礎コース）の開催
開催日
開催会場
受講者数
１１月１２日 ホテル函館ロイヤル（函館）
４３名
１２月１０日 北海道自治労会館（札幌）
１４９名
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(４）適正処理マイスター養成講座の ○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
開催
正処理マイスター養成講座を開催
開催日
開催会場
受講者数
３月１５日
協会事務所（札幌）
８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
開催会場
受講者数
１０月１４日 協会事務所（札幌）
７名
３月１６日
協会事務所（札幌）
５名

（６）産業廃棄物地域別研修会の
開催

○支部単位で産業廃棄物の適正処理に関する研修会を開催
開催日
支部名
受講者数
５月２１日
空知支部
３４名
２月 ３日
道南支部
１０６名
２月 ９日
道央支部
１０１名
２月１６日
上川支部
５４名
２月２３日
日胆支部
１２４名
３月１1日
オホーツク支部
１５８名
３月１７日
後志支部
９７名

（７）セミナー等の開催（随時）

○定時総会講演会
・６月９日 札幌全日空ホテル
・演 題 「経営改善の進め方」
・講 師 公益社団法人北海道中小企業総合支援センター
中小企業庁 北海道よろず支援拠点
コーディネーター 中野 貴英 氏
○廃棄物の適正処理に密接に関連する解体業界と産業廃棄物
処理業界が連携を図り、ヒーマンエラー事故防止対策など安
全な職場づくりをめざし、労働安全衛生セミナーを開催
・ ９月３０日 第１回実行委員会
・１０月２９日 第２回実行委員会
・１１月３０日 第３回実行委員会
・ １月２１日 第４回実行委員会
・ ３月 ２日 第５回実行委員会
・ ２月１９日 労働安全衛生セミナー
「安全へのチャレンジ～解体現場から適正処理
へ～」
○主催

（公社）北海道産業廃棄物協会
（一社）北海道解体業協会
（公社）北海道産業廃棄物協会青年部会
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○講演
・テーマ 「ヒューマンエラー事故防止対策」
～職場の災害リスク低減に向けた～
・講 師 中央労働災害防止協会
北海道安全衛生サービスセンター
所長 池田 和博 氏
○事例発表
（公社）
・両協会から各１名
○パネルディスカッション
・池田所長をコーディネーターとして、両協会から各２名
○出席者 １６７名

３ 産業廃棄物の適正処理に関する ○産業廃棄物の適正処理について、協会に対して電話やメール
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
相談・助言事業
して助言
また、協会ホームページ上で維持管理情報を公表している事
業者から寄せられる維持管理の適切な方法等に関する相談
に対して、適宜回答・助言
（１）相談体制の整備

○専門研修の受講の実施
・ ８月２８日 全産連実務者研修会の受講

（２）産業廃棄物処理施設の設置に ○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
する相談会の実施
・相談実績 ３施設

４ 産業廃棄物の適正処理と循環型 ○各種啓発月間やイベントの機会を捉え、又ホームページや「さ
社会の形成推進と広報、普及、 んぱい北海道」を活用して、産業廃棄物の適正処理や循環型
社会の形成促進に関する情報提供、普及啓発を実施
啓発事業
（１）優良化事業の推進

○優良な処理業者を拡大させるため、協会ホームページを利用
して情報公開を行えるように事業者を支援
・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 ○導入に関する情報収集や情報提供を実施
・エコアクション２１地域事務局北海道運営委員の就任
促進
・エコアクション２１の紹介
道央支部総会（５月１２日）、地域別研修会（２月９日）
上川支部地域別研修会（２月１６日）
・（一社）北海道商工会議所連合会との情報交換（随時）
（３）安全衛生対策の推進

○産業廃棄物の適正処理に向け、労働安全衛生の充実、労働
災害の未然防止を図るため、（公社）全国産業廃棄物連合会
と連携し、関連する情報を協会ホームページを提供するなど
普及啓発を行う。
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・平成２８年２月１９日 労働安全衛生セミナー
「安全へのチャレンジ～解体現場から
適正処理へ～」の開催
（４）情報提供、普及啓発
１）環境月間（6月）

○各支部の取り組み
・不法投棄防止啓発用のぼりの掲出（１０支部）
・各地域不法処理対策戦略会議と連携事業（７支部）
「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（７支部）
「ステッカー、ポスター掲示、清掃・美化活動等」

２）３Ｒ推進月間、廃棄物適正処理 ○各支部の取り組み
推進月間（１０月）
・不法投棄啓発用のぼりの掲出（１１支部）
・各地域不法処理対策戦略会議と連携事業（７支部）
「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
「視察研修」（２支部）
「新聞への啓発広告掲載」（４支部４紙）
排出者への説明会等（３支部）
「パネル展示、清掃・美化活動等」（７支部）
３）環境イベントへの参加

○循環型社会形成パネル展（１２月）
・平成２７年１２月２１日～２２日（ 道庁1階道民ホール）
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、 ○（公社）全国産業廃棄物連合会、行政、関係団体等の各種関
普及、啓発
連情報の提供
○会員情報システムを利用して会員の情報提供を提供

（５）施設維持管理情報の公表

○施設の維持管理情報の公表が必要となった事業者（最終処分
場及び焼却施設の設置者）を対象として、協会ホームページ
上で施設の維持管理情報を公表
・公表事業者数及び施設数（平成２８年３月１８日現在）
８６事業者 （うち非会員事業者 ６）
１０７施設

（６）産業廃棄物に関する説明会、講 ○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
習会、シンポジウムへの協力・参加
事業に参加
・ ６月２５日 エコロジア北海道２１推進協議会総会・講演会
（団体）
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・ ９月１５日 ビルメン ヒューマンフェア ‘１５in 北海道
（団体）
・１０月 １日 平成２７年度 産業廃棄物処理業からの暴力団
排除対策のための講習会（環境省）
・１１月１０日 大規模災害時の災害廃棄物対策セミナー（環境
省）
・ １月１２日 海ごみポイ捨て防止大会（北海道）
・ 1月１４日 平成27年度廃棄物資源循環学会北海道支部セ
ミナー（学会）
・ 1月１５日 北ごみ総研勉強会（団体）
・ ３月11日 寄附分野環境・エネルギー技術システム分野第1
回セミナー（大学）
・ ３月２２日 リサイクル事業人材育成セミナー
（７）産業廃棄物適正処理パンフレッ ○イベントなどの機会に随時協会パンフレットを配布
ト、協会事業概要パンフレットの ○適正処理パンフレットの作成・検討
作成配付
（８）行政機関その他の団体との連携 ○審議会等へ委員を派遣するなど協力
１） 不法処理防止対策戦略会議 ○北海道廃棄物不法処理対策戦略会議に参画し、適正処理の
への参加
推進や不法投棄の防止を推進
・ ２月 ５日 平成２６年度戦略会議
○各地域の廃棄物不法処理対策戦略会議へ参画し、各支部で
適正処理の推進や不法投棄の防止を推進
・ ４月２２日 上川地域（上川支部）
・ ４月２８日 胆振地区（日胆支部）
・ ５月１４日 空知地域（空知支部）
・ ５月１８日 道南地域（道南支部）
・ ５月２０日 留萌地域（留萌支部）
・ ５月２１日 石狩地域（道央支部）
・ ５月２２日 日高地区（日胆支部）
・ ５月２２日 宗谷地域（宗谷支部）
・ ５月２５日 オホーツク地域（オホーツク支部）
・ ５月２６日 十勝地域（十勝支部）
・ ５月２７日 釧根地域（道東支部）
・ ５月２８日 後志地域（後志支部）
２）行政機関等との連携

○環境省との連携
・ ９月２９日 大規模災害時廃棄物対策北海道ブロック連絡
会（第３回）
・１１月１８日 大規模災害時廃棄物対策北海道ブロック協議
会（第１回）
・ ２月 ３日 大規模災害時廃棄物対策北海道ブロック協議
会（第２回）
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○北海道との連携
・ ４月１７日 北海道循環資源利用促進税事業関係団体連絡
会議
・ ６月 ８日 環境産業振興戦略有識者会議
・ ６月２５日 北海道循環資源利用促進税に関する意見交換
会
・ ７月２９日 北海道資源循環協議会総会
・ ７月２４日 北海道バイオマスネットワーク会議総会
・ ９月 ３日 環境産業振興戦略有識者会議
・１１月 ６日 環境産業振興戦略有識者会議
・１２月１６日 循環資源利用促進税事業検証懇話会
・ １月２２日 環境産業振興戦略有識者会議
・ ２月 ２日 北海道海岸漂着物対策推進協議会
・ ２月１５日 北海道循環資源利用促進税事業関係団体連絡
会議
・ ３月２８日 循環資源利用促進税事業検証懇話会

○市等との連携
・ ６月 ８日 札幌市環境事業公社総会
・ ６月３０日 恵庭市廃棄物減量等審議会
・ ７月 ７日 札幌市廃棄物処理施設設置等評価委員会
・ ９月 ３日 恵庭市廃棄物減量等審議会
・１１月３０日 札幌市環境事業公社定例理事会
・11月３０日 札幌市廃棄物処理施設設置等評価委員会
・ １月２６日 駒岡清掃工場更新基本構想検討委員会
・ ２月１９日 駒岡清掃工場更新基本構想検討委員会
・ ３月２３日 駒岡清掃工場更新基本構想検討委員会
・ ３月２８日 札幌市環境事業公社定例理事会
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２０日 環境道民会議企画委員会
・ ４月２８日 環境道民会議総会
・ ２月１０日 環境道民会議ウィンターミーティング

４）廃棄物関係団体との連携

○日本産業廃棄物処理振興センターとの連携
・１０月 ８日 ＰＣＢ作業従事者講習会の実施
受講者５９名
・ ２月２９日 電子マニフェスト操作体験セミナーの開催
（午前・午後の２回開催、計２８名参加）

５ 産業廃棄物の適正処理に関する ○各部会の開催
調査・研究事業
・ ９月 ３日 第１回収集運搬部会運営委員会
（１）各部会活動の促進
・ ９月 ７日 第1回最終処分部会運営委員会
・ ９月 ８日 第1回医療廃棄物部会運営委員会
・ ９月１１日 第1回中間処理部会運営委員会
・ ９月１０日 第1回建設廃棄物部会運営委員会
・ ３月 1日 第2回医療廃棄物部会運営委員会
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（２）青年部会活動の強化

○ＣＳＲや視察研修、セミナーの開催他、（公社）全国産業廃棄
物連合会青年部との連携を図る
・ ５月２２日 第１回青年部会運営委員会
・ ６月 ８日 青年部会総会
・ ６月 ８日 青年部研修会の実施
「２０１５産業廃棄物処理の現状と今後」
講師 日報ビジネス（株）
東京事業所長 富見田 陽一 氏
・ ７月９日～１０日 視察研修会（苫小牧市）
・ ８月 ７日 第２回運営委員会
・ ８月 ７日 北海道経済部環境・エネルギー室との意見交
換会
・ ８月１５～１６日 サンパイイレブンジュニアサッカー大会
３２チーム（総勢４１１名）参加
・ ８月１５日 北海道・東北ブロック青年部親睦ゴルフコンペ
・ ９月３０日 第３回運営委員会
・１１月１６日 第４回運営委員会
・ ２月 ４日 第５運営委員会
・ ５月１３日 北海道・東北ブロック協議会第1回幹事会（岩手
県）
・ ７月 3日 北海道・東北ブロック協議会総会（岩手県）
・ ７月 ３日 第２回幹事会（岩手県）
・ ７月２４日 全国産業廃棄物連合会青年部協議会総会
（東京都）
・ ９月１７日 第３回幹事会（青森県）
・１１月 ４日 第４回幹事会（宮城県）
・１２月 ３日 第５回幹事会（札幌市）
・ １月２０日 第６回幹事会（福島県）
・ ３月 ４日 スプリングカンファレンス２０１６（宮城県）

（３）適正処理に関する調査事業へ ○全国産業廃棄物連合会などからの各種調査へ協力
の協力
・ ８月報告 安全衛生事業の取組みに関する調査
・１０月報告 平成２７年度産業廃棄物処理業における人材育
成方策調査事業に関するアンケート調査
・１１月回答 廃棄物処理法の見直しに関する連合会意見のと
りまとめに向けた意見提出のお願い
（４）各種会議、部会への参加

○産業廃棄物の適正処理に関する（公社）全国産業廃棄物連合
会の各種会議、各部会等に参加
・ ４月 ３日 第１回法制度対策委員会
・ ４月 ９日～１０日 全産連講師研修会
・ ５月１５日 全産連事業研修
・ ６月 ４日 最終処分部会運営委員会
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・ ７月 ８日 第２回法制度対策委員会
・ ７月２８日 第１回処分場早期安定化分科会
・ ２月２４日 第４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平成２７
年度環境研究総合推進費研究を支援、調査等に協力
・（公財）日本産業廃棄物処理振興センター研究事業説明会
（焼却処理に伴う化学物質のフローと環境排出量推計に関す
る研究）
調査協力８社
・（公財）日本産業廃棄物処理振興センターアンケート調査（マ
ニフェスト利用状況調査）
アンケート ２５０社

６ 不適正処理や不法投棄等による ○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
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

・ ６月１７日 第１回適正処理等支援事業審査会
・支援事業 新十津川町における不適正処理防止事業
・対策実施時期 ６月５日～７月２２日
・１０月６日 第２回適正処理等支援事業審査会
・支援事業 紋別市における産業廃棄物の保管による飛散流
出対策事業
・対策実施時期 １１月１１日～１３日

（２）災害復旧支援

○災害協定の締結
・１２月 ３日 函館市と「災害時における災害廃棄物の処理等
荷関する協定」を締結
○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の提供
○排出油事故対応訓練への参加
・ ９月２９日 日胆支部会員訓練参加

７ 相互扶助事業
（１）表彰事業

○協会の実施する表彰
・ ６月 ９日 札幌全日空ホテル
・対象 功労者表彰

４名

優良事業所表彰

４社

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
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・ ６月１２日 明治記念館
・対象 地方功労者

２名

優良事業所

１社

地方優良事業所

２社

優良従事者

５名

○北海道が実施する表彰
・ １月１２日 時田会長が北海道社会貢献賞を受賞
（２）道外施設の視察研修

○島根県及び鳥取県における先進的な処理施設や最新の処理
技術の視察研修を実施
・日程 １０月２１～２３日
・視察先

①アースサポート（株）（島根県）
②（有）山陰クリエート（鳥取県）
③三光（株）（鳥取県）
・参加者 ３８名

（３）会員名簿の作成、情報提供

○８月作成、行政機関等を含め広く会員情報を提供

（４）賠償責任保険制度等の普及

○賠償責任保険や業務災害補償制度を紹介

（５）親睦・交流会の充実

○廃棄物処理団体懇話会と連携して新年賀詞交歓会を開催
・ １月２１日 全日空ホテル
○協会ゴルフ同好会による親睦コンペの開催
・ ７月１７日 第１回コンペ
・１０月１６日 第２回コンペ

（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（４月、７月、１０月、１月）

８ 関連団体の活動を支援する事業 ○北海道・廃棄物処理団体懇話会（本年度幹事団体）
・ ５月２２日 北海道環境保全協会総会
・ ５月２２日 北海道環境整備事業協同組合総会
・ ６月１９日 北海道浄化槽協会総会
・１１月２０日 北海道と廃棄物処理団体懇話会の情報交換会
・ １月２２日 新年研修会、賀詞交歓会の開催

９ その他組織の維持、強化の事業 ○平成２７年度定時総会の開催
・ ６月９日 定時総会の開催
（１）総会の開催
（２）理事会の開催

○理事会の開催
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・ ５月１４日 第１回理事会
・ ６月 ９日 第２回理事会
・ ７月１７日 第３回理事会
・１１月２７日 第４回理事会
・ ３月２５日 第５回理事会
（３）常任理事会の開催

○常任理事会の開催
・ ５月 ８日 第１回常任理事会
・ ７月１０日 第２回常任理事会
・１１月２０日 第３回常任理事会
・ ３月１８日 第４回常任理事会

(４）三役会議の開催

○三役会議の開催
・ ７月 ３日 第１回三役会議
・１１月２０日 第２回三役会議
・ １月 ７日 第３回三役会議

（５）各委員会の開催

○各委員会の開催
・ ７月１７日 総務委員会
組織企画委員会
適正処理委員会
・ ９月２５日 適正処理委員会
・１０月 ９日 組織企画委員会
・１０月１３日 総務委員会
・ ２月２６日 適正処理委員会
・ ３月 ２日 組織企画委員会
・ ３月 ７日 総務委員会

（６）支部組織の充実
１）支部組織の強化

○支部長会議の開催
・ ７月１７日 第１回支部長会議
・１１月２７日 第２回支部長会議
・ ３月２５日 第３回支部長会議
○支部総会の開催
・ ５月 １日 道東支部 釧路プリンスホテル
・ ５月１１日 上川支部 花月会館
・ ５月１２日 道央支部 札幌全日空ホテル
・ ５月１２日 道南支部 函館ロイヤルホテル
・ ５月１５日 日胆支部 苫小牧市民会館
・ ５月２０日 十勝支部 北海道ホテル
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・ ５月２１日 空知支部 平安閣
・ ５月２７日 オホーツク支部 ホテル黒部
・ ５月２９日 後志支部 中華ダイニング かど
・ ６月 ３日 留萌支部 ホテルニューホワイトハウス
・ ７月 ３日 宗谷支部 稚内サンホテル
○支部事務担当者会議の開催
・ ６月１６日 支部事務担当者会議 協会事務室
〇振興局意見交換会等
・ ６月１７日 空知総合振興局（空知支部）
・ ９月１４日 石狩振興局（道央支部）
・ ９月２８日 渡島総合振興局、檜山振興局、函館市
（道南支部）
・１１月１８日 留萌振興局（留萌支部）
・ ２月２３日 胆振総合振興局、日高振興局（日胆支部）
・ ３月１１日 オホーツク総合振興局（オホーツク支部）
・ ３月１７日 後志総合振興局（後志支部）
２）公益事業の展開

（７）事務局体制の充実、強化

○地域における研修会の実施
・６月２６日 釧根地区合同研修会
○廃棄物専門研修、関係事務研修を受講
・ ６月２４日 算定基礎届事務講習会
・ ８月２８日 全産連産業廃棄物処理実務者研修会

（８）組織の拡大強化、加入促進

○会員の加入促進
・平成２７年度の入会数６社（退会数６社）
・会員数 ５６５社（２月末現在）

（９）（公社）全国産業廃棄物連合会
との連携

○（公社）全国産業廃棄物連合会との連携
・ ４月１６日 北海道・東北地域協議会 会長会議（岩手県）
・ ５月２５日 監査（東京都）
・ ５月２６日 第２４回理事会（東京都）
・ ６月１０日 北海道・東北地域協議会（宮城県）
・ ６月１２日 第５回定時総会（東京都）
・ ７月１４日 第２５回理事会（東京都）
・ ７月３１日 事務局責任者会議（東京都）
・ ９月 ３日 協議会事務局担当者会議（宮城県）
・ ９月１０日 協議会事務局長会議（秋田県）
・１０月１４日 第２６回理事会（東京都）
・１０月１９日 北海道・東北地域協議会（青森県）
・１１月 ６日 産業廃棄物と環境を考える全国大会（佐賀県）
・１１月１７日 北海道・東北地域協議会 会長会議（福島県）
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・
・
・
・
・

１月１５日
１月２９日
２月２２日
２月２６日
３月 ８日
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第２７回理事会（東京都）
事務局責任者会議（東京都）
許可講習会における事務取扱説明会
会長・理事長会議（兵庫県）
第２８回理事会（東京都）

