
報告事項 

令和元年度 事業計画並びに収支予算報告の件 

 

１ 組織強化事業 

（１）組織強化活動の推進 

産業廃棄物処理業界の社会的地位の確立及び、協会の堅実な発展・成

長を目指すため、組織の充実、強化に向けた各種の協会事業を推進し、

会員数の維持、増加を図ります。 

（２）協会運営の確立 

    協会組織の活性化を図り、事業を円滑かつ積極的に実施するため、総

会、理事会及び委員会を開催します。 

    青年部会活動を協力・支援し、一体となって各種事業を実施します。 

 

令和元年度 役員及び委員会委員 

役 員   （ ）は所属委員会 ◎委員長○副委員長 委員会支部委員 

会 長 山岡緑三郎 山岡工業㈱ 

副会長 後藤  薫   ㈱羽後環境        （○総務） 

副会長 吉田 隆  エコシステム秋田㈱  (適正処理) 

理 事 八重樫 學 八重樫建設㈱     （適正処理） 

 〃  豊口 裕  鹿角衛生(業)         （総務） 

〃  山内 勝   ㈲丸栄建設         （○研修広報） 

 〃  山脇 精悦 ㈱タイセイ     （研修広報） 

〃  大塚 勝栄 ㈱能代清掃センター   （総務） 

〃   中田 範彦  中田建設㈱       （研修広報） 

  〃  籾山 一人 男鹿清掃興業㈱  （◎研修広報） 

  〃  平野 久貴 ユナイテッド計画㈱（◎適正処理） 

 〃  石黒 望  豊興産㈱         （◎総務） 

 〃  田村 典美 ㈱田村建設      （適正処理） 

 〃  内村 和人 大洋ビル管理㈱ 

〃  堀    茂   ㈱さいせい    （○適正処理） 

 〃  遠藤  直   三衛ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ㈱    （総務） 

 〃  木村 勝幸 ㈱木村土木     （適正処理） 

〃  寺田  誠   ㈱企業さきがけ   （研修広報） 

 〃  菅原 良一 ㈱松田         （総務） 

〃  上田 卓巳 ㈲西部環境保全    （研修広報） 

監 事 高橋  亘   ㈱マルコ産業 

〃  髙島 慶人 ㈲髙島興業 

相談役 長﨑 雄二  企業組合秋田北部清掃興業 

＜総務委員＞ 

成田 陽道 ㈲かづのｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ 

工藤 威光 ㈱ｴｺﾘｻｲｸﾙKATAOKA 

戸井田喜美雄 ㈱河辺清掃社 

松川 一浩 秋田協同清掃㈱ 

高橋 祥亨 Takamitu㈱ 

土谷 久男 ㈱アドバンス環境 

 

<研修広報委員＞ 

笹村 邦夫 花岡土建㈱ 

谷口 浩治 ㈱エコリサイクル 

加賀屋賢二 ㈱加賀屋組 

児玉 弘  エス・ユー開発㈱ 

藤山 詩朗 ㈲ﾌｼﾞﾔﾏｸﾘｰﾝ 

鈴木 長武 ㈲横手ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

 

＜適正処理委員＞ 

小林 郷司 朝日建設㈱ 

 五十嵐弘悦 東北ビル管財㈱ 

 高崎 秀雄 ㈱阪東商店 

 相原 博元 ㈱浜田建設 

 黒山 誠  加藤産業㈱ 

 吉田 博行 ㈱吉田建設 

 



 
 

 

（３）表彰事業の実施 

    本会の事業活動を通して業界の発展に貢献し、他の模範となる個人及

び企業を顕彰するため、会長表彰を行います。 

また、産業廃棄物に関する秋田県知事表彰や公益社団法人全国産業資 

源環連合会会長表彰などに候補者を推薦します。 

（４）関係機関・団体との交流・協力 

    関係機関及び関係団体等と交流・協力し、産業廃棄物の適正処理の一

層の推進を図ります。 

（５）産業廃棄物適正処理に関する図書等の提供 

    産業廃棄物の適正処理等に関する図書・冊子等を会員に提供します。 

（６）労働災害防止の取組 

    安全衛生活動に関するアンケート調査や情報提供を行うことにより、

「労働災害防止計画」に定めた目標が達成できるよう、労働災害防止の

取組の強化を図ります。 

 

２ 廃棄物不法投棄防止対策事業 

（１）不法投棄廃棄物の撤去作業活動 

全県各地で行われるクリーンアップ活動に、会員がボランティア参加し、

不法投棄廃棄物の回収等を行うとともに、県の委託事業「不法投棄未然防

止啓発活動等事業」として、回収された不法投棄廃棄物の収集運搬・処分

を行います。 

（２）廃棄物不適正処理防止対策等連絡協議会への参画等 

「秋田県廃棄物不適正処理防止対策等連絡協議会」の構成メンバーと

して参画し、廃棄物の不適正処理防止に向けた活動を展開します。 

 

３ 普及啓発及び情報提供等事業 

（１）広報活動の推進 

    6 月の環境月間や 10 月の３Ｒ推進月間に新聞等の広告を掲載し、協会

が不法投棄防止や適正処理に取り組んでいることを広報します。 

また、会報誌や協会ホームページにより、クリーンアップ活動などの

社会貢献活動を広報します。 

 

 



 
 

 

（２）相談指導事業 

一般県民、排出事業者、処理業者等からの、廃棄物処理に関する相

談、処理業者の紹介依頼、許可申請、廃棄物処理法の解釈等に関する問

合せ等に、協会職員が丁寧に対応します。 

（３）会報誌の発行 

    廃棄物の適正処理や環境問題への取組などに関する情報や、協会の活

動内容等を紹介する会報「ばっきゃ」を発行します。 

（４）産業廃棄物に関する各種情報の提供 

国、県及び全国産業資源循環連合会等から産業廃棄物に関する最新の

情報等を入手し、随時、会員に提供します。 

（５）マニフェスト普及促進事業 

    紙マニフェストの販売を行うとともに、マニフェスト制度や記載方法

等に関する相談・問合せに丁寧に対応し、マニフェストの普及促進を図

ります。 

また、電子マニフェストの導入を進めるため、電子マニフェスト操作 

体験セミナーを開催します。 

（６）産業廃棄物処理業許可申請等講習会 

    公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催する許可申請に

関する講習会のうち、収集運搬課程（新規）、収集運搬課程（更新）、

特別管理産業廃棄物処理責任者講習会を開催します。 

 

４ 県からの委託事業・補助事業 
    「不法投棄未然防止啓発活動事業」を受託し、各現場で回収された不法

投棄廃棄物の収集運搬・処分を行います。 

    産業廃棄物の適正処理に関する研修会講習会、相談指導、環境啓発、情

報収集発信を対象とする「産業廃棄物適正処理促進普及啓発補助事業」を

受けます。 

 

５ その他事業（研修、交流事業） 

（１）研修会等の開催 
廃棄物の適正処理への取組や環境問題への対応などについて、知識の

修得や技術の向上を図るため、研修会や講習会を開催するとともに、関

係団体等が開催する講演会や情報交換会に参加します。 

 

 



 
 

 

（２）優良事業所視察研修 

 産業廃棄物処理の知識と技術の研鑽を図るため、各地の優良施設を視

察研修します。 

（３）レクリエーションの開催 

会員の親睦と健康管理を図るため、親睦ゴルフ大会を開催します。 

（４）全産連、北海道東北地域協議会等の会議等 

   公益社団法人全国産業資源循環連合会及び北海道・東北地域協議会が

主催する会議等に出席し、各種議題について協議、意見交換を行いま

す。 

（５）30 周年記念事業積立金 

当協会は平成 5 年 6 月 29 日（1993 年）に社団法人として設立し、令

和 5 年度（2023 年度）に設立 30 周年を迎えることから、その記念事業

に係る経費として、目的積立金の積み立てを行います。 

 

６ 青年部会事業 

（１）部会運営の確立 
部会組織の拡充強化を図るため、事業執行に関する事項及び部会の所 

管事項の執行に関する事項を協議するため、全体会議、運営委員会を開催

します。 

（２）参画事業 
不法投棄廃棄物撤去活動をはじめとする協会事業や、県が主催するイベ

ントなどへも積極的に参画します。 

（３）環境教育事業 
   次世代を担う子どもたちに、ごみの分別やリサイクルについて簡単かつ

楽しく学んでもらうことで、限りある資源の大切さを身近に感じてもらえ

るよう環境学習会を開催します。 

（４）情報交換及び親睦事業 
   各種の研修会や情報交換会等を開催し、知識の修得や技術の向上を図り

ます。また、会員の親睦と交流を図るため交流会を開催します。 

（５）青年部会のその他事業 
全国産業資源循環連合会青年部協議会及び北海道・東北ブロックが主催す

る各種事業及び会議に出席し、各種議題については協議及び意見交換を行い

ます。また、全国会員及びブロック会員との交流を図ります。 
 



 
 

 

 

 

令和元年度 主な行事予定 

月  日 行事 開催場所 特記事項 

 ４ 10(水) 県庁・市役所へ新年度挨拶 県庁、秋田市役所 会長、副会長 

 ５ 20(月) 理事会 ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ秋田 理事、監事 

 ６ 6(木) 

10(月) 

13(木) 

第 8 回通常総会・研修会 

北海道東北地域協議会 

全産連定時総会・表彰式 

ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ秋田 

青森市 

東京都 

会員、来賓 

会長、事務局長 

会長、表彰者、事務局長 

 ７     

 ８  

31(土) 

 

エコ＆リサイクルフェスティバル 

 

秋田駅前 

 

会長、青年部会員 

 ９ 1(日) 

月間 

4(水) 

19(木) 

20(金) 

未定 

未定 

エコ＆リサイクルフェスティバル 

クリーンアップ（9 月～10 月） 

親睦ゴルフ大会 

特管産業廃棄物管理責任者講習会 

許可申請講習会（更新・収集運搬） 

電子マニフェスト操作体験セミナー 

環境学習会×ｅｃｏサッカー 

秋田駅前 

各地域 

南秋田 C.C 

秋田県社会福祉会館 

秋田県社会福祉会館 

秋田テルサ 

未定 

会長、青年部会員 

会員、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ他 

会員 

一般 

一般 

一般 

会長、青年部会員 

１０ 10（木）

11（金） 

21(月) 

許可申請講習会（新規・収集運搬） 

 2 日間 

北海道東北地域協議会 

 

秋田県社会福祉会館 

〃 

山形市 

一般 

〃 

会長、事務局長 

１１ 15(金) 

 未定 

産業廃棄物と環境を考える全国大会 

優良事業所視察研修 

神戸市 

未定 

会長、表彰者、事務局長 

会員 

１２ 12(木) 

 未定 

産業廃棄物処理実務者研修会 

理事会 

秋田県社会福祉会館 会員、排出事業者等 

理事、監事 

 １ 16(木) 

24(金) 

全産連賀詞交歓会 

会員研修会 

東京都 

ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ秋田 

会長、事務局長 

会員 

 ２ 21(金) 全産連全国会長会議 福島市 会長 

 ３  未定 理事会 未定 理事、監事 

※支部事業、青年部会事業は含まない。 

 


