
令和３年度 事 業 報 告 

 

 令和 3 年度は、前年度に引き続きコロナ禍の影響を受け、やむをえず事業の中

止、変更を余儀なくされた事業もあったが、会員企業の支援と協力のもと、高知県

（以下「県」という。）、高知市、公益社団法人全国産業資源循環連合会（以下「全

産連」という。）や同四国地域協議会などと連携を取りながら、感染対策に十分留

意し次のとおり各種事業を実施した。 

 

１．災害支援体制の確立 

平成 20 年度に県と締結した協定を確実に実行できるよう、県、市町村との連

携連絡会へ参加し、意見交換を行った。 

また、環境省が主催する災害廃棄物対策四国ブロック協議会幹事会に参加して

災害時の連絡訓練を行うとともに情報収集に努めた。 

さらに、四国地域協議会において、四国 4県協会で締結した「災害発生時等の

相互応援に関する協定書」に基づく相互支援に資するため、4県共通の様式によ

る災害協力・支援可能資機材調査を本県も実施し報告書に取りまとめ、県、市町

村、四国 4県協会に配布した。 

 

２．適正処理の推進 

(1) 普及啓発 

当協会の単独事業として、令和 3 年 12 月 20 日に東部地区の会員２事業所

を対象に適正処理巡回パトロールを実施し、実施事業所に適正処理に関するフ

ィードバックや安全衛生の確認を行うなど、会員相互の資質と意識の向上に努

めた。 

(2) マニフェストの普及促進 

産業廃棄物の適正処理を推進するため、紙マニフェスト（産業廃棄物管理票）

の普及及び頒布を行った。 

電子マニフェストの普及促進活動を支援するため、全産連が公益財団法人日

本産業廃棄物処理振興センター（以下「振興センター」という。）から受託して

いる電子マニフェスト運用支援事業は、コロナのため中止となった。 

県・高知市の委託事業である「産業廃棄物の適正処理に関する講習会」開催

時に県内 4箇所では、マニフェスト、電子マニフェストの説明を行った。 

また、県からの委託事業であるマニフェスト集計業務を、令和 3 年 10 月か

ら令和 4年 2月にかけて実施した。 

紙マニフェスト頒布事業は、排出事業者などに対し、167,100枚の頒布を行

った。 



(3) 講習会開催 

講習会の開催については、令和 3年 8月には、会員企業を対象とした「更新

許可手続等研修会」を高知市で開催した。 

また、令和 3 年 11 月には県及び高知市からの委託を受け、排出事業者等を

対象に、一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度（CPDS）

の講習会に認定された「産業廃棄物適正処理講習会」を県内 4 箇所（須崎市、

安芸市、四万十市、高知市）で実施した。 

９月には、許可申請に必要な専門的知識・技能の習得のため、振興センター

が Web 講習会で実施した新規、更新の「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物

の収集運搬課程」及び「特別管理産業廃棄物管理責任者」の試験に協力した。 

 

〔令和 3年度更新許可手続等研修会〕 

実施場所 実  施  日 受講者数 

高知会館 令和 3年 8月 3日 10名 

 

〔令和 3年度高知県及び高知市委託事業実施状況〕 

実施場所 実  施  日 受講者数 CPDS登録 

須崎市立市民文化会館 令和 3年 11月 4日 53名 44名 

安芸市民会館 令和 3年 11月 9日 34名 21名 

中村地区建設協同組合会館 令和 3年 11月 11日 75名 54名 

高知県立福祉交流プラザ 令和 3年 11月 18日 108名 83名 

    

〔令和 3年度許可申請に関する試験実施状況〕 

区   分 実 施 日 回数 受講者数 

（更新許可）産業廃棄物収集・運搬課程       
9月 16日 

  17日 
2 

48名 

47名 

（新規許可）産業廃棄物収集・運搬課程 9月 16日 1 47名 

特別管理産業廃棄物管理責任者 9月 17日 1 47名 

 

(4) 社会貢献活動 

社会貢献事業として計画していた、高知市主催の浦戸湾・七河川一斉清掃活

動はコロナのため中止となった。 



令和 3年 11月 27日には、四国八十八ヶ所遍路道清掃活動を、県、四万十町

の協力を得て、第 37 番札所岩本寺に通じる遍路道及びその周辺、七子峠展望

台、土佐興津坂展望台で、合計 31名が参加して実施した。 

また、令和 4年 2月 6日には、県下各地で行う県主催の県民一斉美化活動に

参加し、高知市中心部には合計 31名が参加した。 

これらの活動を通じて、廃棄物の適正処理についての啓発に努めた。 

 

３．人材及び優良事業者の育成 

(1) 人材育成対策 

県外視察研修はコロナのため中止したが、委員会や部会活動のほか、当協会

の実施事業などを通じて、会員相互の交流に努めた。 

 (2) 表彰制度の活用 

協会活動や事業活動を通じて業界発展に功労のあった個人及び事業所を、全

産連の表彰規程などに基づき、候補者として推薦し、表彰を受けた。 

当協会の表彰規程に基づき、個人及び事業所の表彰を行った。 

 

４．労働安全衛生 

産業廃棄物業界は他の業界に比べ、業務上の死傷事故・疾病等の発生頻度が高

いことから、全産連の「産業廃棄物処理業における労働災害防止計画」と連携し

て当協会が定めた令和 3年度労働災害防止計画に基づき、講習会での労働災害の

防止に向けた説明や、安全ポスター、啓発パンフレットの配布などを実施した。 

全産連青年部協議会四国ブロックと連携して、青年部を中心に会員企業での安

全衛生規程の策定講習会を開催した。 

 

５．地球温暖化対策の推進 

  全産連の策定した低炭素社会実行計画に基づき、温室効果ガスの排出の抑制や

省エネルギー対策の実施を呼びかけるとともに、事務局においては、昼休み時間

の消灯や、夏季・冬季におけるエアコンの適正温度の設定などの省エネルギー対

策を実施した。 

 

６．組織活動の強化 

(1) 組織の充実 

協会活動を充実させるため、理事会、各委員会、部会などを開催し、実施事

業の具体的な内容等についての検討等を行った。 

また、協会の基盤強化のため、新会員の加入促進にも努め、賛助会員 1社が

入会し、正会員は 110社、賛助会員は 15社となった。 



 

 (2) 情報開示・情報提供 

当協会のホームページをより見やすく、使いやすくするためリニューアルし、

会員事業所の許可区分及び取扱品目などを引き続き公開するとともに、会員専

用ページを加えるなど内容の充実を図った。 

会員には、行政機関や全産連のコロナ関係などの通知や情報を迅速に提供す

るとともに、令和 3年度版「廃棄物処理法のポイント」を送付した。 

 

(3) 相談・指導業務の充実 

会員からの法令や適正処理に関する相談・問い合わせに対しては、丁寧に対

応するとともに、必要がある場合は関係機関に照会を行い、正確かつ確実な情

報を提供した。 

また、排出事業者などからの産業廃棄物処理についての問い合わせに対して

は、会員企業を優先的に紹介するとともに、その他の事項に関する相談・問い

合わせにも適切に対応した。 

 

７．関係団体との連携 

(1) 県・高知市との連携 

県及び高知市とは、産業廃棄物の適正処理に関して日頃から情報交換に努め、

令和 3年 12月 9日には、県と「特定家畜伝染病に係る防疫措置の協力に関す

る協定書」を締結し、具体的な防疫措置への協力について申し合わせた。 

また、県の下水汚泥有効利用検討委員会、安全安心まちづくり推進会議、高

知地区暴力追放運動推進協議会などとも連携の強化を図った。 

(2) 全産連・四国地域協議会との連携 

全産連、同四国地域協議会が開催する事業や会議に積極的に参加し、必要な

情報の収集や共有を図った。 

青年部では、全産連青年部協議会四国ブロックの事務局を令和 2年度に引き

続き担当し、幹事県としてコロナ禍ではあったがWEB幹事会 5回、ハイブリ

ット幹事会 1回の合計 6回開催し積極的に取り組んだ。 

また、CSR2活動として、令和 3年 10月 23日に徳島市の第 9番札所法輪寺

周辺で清掃及び環境美化啓発活動を実施し、「2022 Impact of SDGｓ表彰事業」

で最も地域に影響を与えた事業第 1位として表彰された。 

(3) エコサイクル高知への協力 

公益財団法人エコサイクル高知の役員としてその運営に協力するとともに、

産業廃棄物処理と密接に関係する新処分場建設にあたり、建設負担金 500万円

を令和 4年度から 100万円ずつ 5ヵ年に亘って負担することを決定した。 



年月日
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7. 8

　高知会館

（公社）全国産業資源循環連合会
第2回　総務倫理委員会出席
　出席者　近澤会長

　Web会議

（公社）全国産業資源循環連合会青年部協議会
　20周年記念式典出席
　出席者　中野青年部会長　他3名

　Web会議

(公社)全国産業資源循環連合会
第11回定時総会出席
　出席者　近澤会長 他1名

　Web会議

24

(公財)エコサイクル高知
第9回定時評議委員会出席
　出席者　近澤会長

　高知会館

(公財)エコサイクル高知
第16回臨時理事会出席
　出席者　湯浅副会長

（公社）全国産業資源循環連合会
令和3年度第1回総務倫理委員会出席
　出席者　近澤会長

　Web会議

17

(公社)全国産業資源循環連合会青年部協議会
令和3年度第22回通常総会出席
　出席者　中野青年部会長　他2名

　Web会議

6. 1

(公社)全国産業資源循環連合会青年部協議会
令和3年度 第2回四国ブロック幹事会出席
　出席者　川渕ブロック会長　他5名

　Web会議
(公社)全国産業資源循環連合会青年部協議会
四国ブロック青年部協議会第13回通常総会出席
　出席者　中野青年部会長　他5名

（公社）全国産業資源循環連合会 　Web会議

21

令和3年度第1回総務委員会及び表彰選考委員会開催
　出席者　田村委員長　他7名

　高知会館

令和3年度第1回理事会開催
　出席者　近澤会長　他12名

27

(公財)エコサイクル高知
第17回通常理事会出席
　出席者　湯浅副会長

　高知会館

第9回定時総会
　出席者　正会員　 99人(出席者18人、議決権行使者数81人)

　高知会館

高知県災害廃棄物対策連携連絡会出席
　出席者　湯浅副会長　他1名

　自治会館

(公社)全国産業資源循環連合会
令和3年度四国地域協議会事務局責任者会議出席
　出席者　近澤会長　西尾専務理事

　Web会議

(公社)全国産業資源循環連合会青年部協議会
令和3年度第2回(通算第152回)Web幹事会出席
　出席者　川渕四国ブロック青年部会長

　Web会議

 令和3年度　主な会議・会合・行事　関係一覧表
　　　　　　　　　摘　　　　　　　　要 場　　　　所

(公社)全国産業資源循環連合会青年部協議会
令和3年度第1回(通算第151回)Web幹事会出席
　出席者　川渕四国ブロック青年部会長

　Web会議

令和3年度決算監査
　出席者　西尾監事　織田監事　他3名

　畑山ビル

令和3年度第1回四国ブロック青年部協議会幹事会開催
　出席者　川渕協議会長　他5名

　Web会議



年月日 　　　　　　　　　摘　　　　　　　　要 場　　　　所
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14
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10.23

11. 1

（公社）全国産業資源循環連合会青年部協議会
四国ブロック青年部協議会CSR2活動「第9番札所　法輪寺」清掃活
動及び環境啓発活動（お接待）
　参加者　中野青年部会長　他5名

　徳島県
　第9番札所　法輪寺

第10回災害廃棄物対策四国ブロック協議会幹事会出席
　出席者　西尾専務

　Web会議

(公社)全国産業資源循環連合会青年部協議会
令和3年度 第4回四国ブロック幹事会出席
　出席者　川渕四国ブロック青年部会長　他4名

　Web会議

全国産業資源循環連合会青年部協議会
令和3年度第6回(通算第156回)Web幹事会出席
　出席者　川渕四国ブロック青年部会長

　Web会議

県委託事業
産業廃棄物管理票集計業務の開始（3ｹ月）

　事務局

全国産業資源循環連合会青年部協議会
令和3年度第5回(通算第155回)Web幹事会出席
　出席者　川渕四国ブロック青年部会長

　Web会議

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の許可申請に関する試験
（更新・収集運搬課程）
　受講者　48名

10. 8

令和3年度第2回総務委員会開催
　出席者　田村総務委員長　他5名

　畑山ビル

令和3年度第2回理事会開催
　出席者　近澤会長　他9名

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の許可申請に関する試験
（更新・収集運搬課程）
　受講者　47名

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の許可申請に関する試験
（新規・収集運搬課程）
　受講者　47名

16 　高知会館　白鳳の間

17

特別管理産業廃棄物管理責任者に関する試験
　受講者　47名

　高知会館　白鳳の間

県・高知市　委託事業打合せ会開催
　出席者　西尾専務理事　他1名

　畑山ビル

（公社）全国産業資源循環連合会
第3回　総務倫理委員会出席
　出席者　西尾専務

　Web会議

(公社)全国産業資源循環連合会青年部協議会
令和3年度第3回四国ブロック幹事会出席
　出席者　川渕四国ブロック青年部会長　他5名

　Web会議

全国産業資源循環連合会青年部協議会
令和3年度第4回(通算第154回)Web幹事会出席
　出席者　川渕四国ブロック青年部会長

　Web会議

青年部会開催
　出席者　中野部会長　他10名

　畑山ビル

第1回広報委員会開催
　出席者　大杉委員長　他４名

　畑山ビル

更新許可手続等研修会開催
　出席者　11名

　高知会館　

(公社)全国産業資源循環連合会青年部協議会
令和3年度第3回(通算第153回)Web幹事会出席
　出席者　川渕四国ブロック青年部会長

　Web会議

（公社）全国産業資源循環連合会
第1回正会員事務局責任者会議出席
　出席者　西尾専務

　Web会議



年月日 　　　　　　　　　摘　　　　　　　　要 場　　　　所
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28

(公財)エコサイクル高知
第9回臨時評議員会出席
　出席者　近澤会長

　高知会館

12. 6

(公社)全国産業資源循環連合会青年部協議会
令和3年度 第6回四国ブロック幹事会出席
　出席者　川渕四国ブロック青年部会長　他5名

　Web会議

(公社)全国産業資源循環連合会
臨時全国正会員会長・理事長会議
　出席者　近澤会長

　Web会議

22

令和3年度第3回総務委員会開催
　出席者　田村総務委員長　他5名

　高知会館

令和3年度第3回理事会開催
　出席者　近澤会長　他13名

R4.1.13

（公社）全国産業資源循環連合会青年部協議会
第11回WEBカンファレンス（全国部会長会議）出席
　出席者　中野青年部会長　他1名

　Web会議

令和3年度四国地域協議会　会長会・事務局責任者会議出席
　出席者　近澤会長　他1名

　徳島県

災害廃棄物処理に関する四国ブロック訓練出席
　出席者　西尾専務理事　他1名

　Web会議

(公社)全国産業資源循環連合会青年部協議会
令和3年度 第5回四国ブロック幹事会出席
　出席者　川渕四国ブロック青年部会長　他4名

　一番町ホール会議室（松山）
　及びWeb会議

適正処理巡回パトロール実施
　出席者　近澤会長　他8名

(有)魚梁瀬資源開発
(有)あきエコ

「特定家畜伝染病発生時に係る防疫措置の協力に関する協定書」
を高知県と締結
　出席者　和田副会長　他1名

　高知県庁

（公社）全国産業資源循環連合会青年部協議会
　四国ブロック青年部「安全衛生規程講習会」出席
　出席者　川渕ブロック会長　他5名

　ﾎﾃﾙｻﾝｼｬｲﾝ徳島及びWeb会議

（公社）全国産業資源循環連合会青年部協議会
令和3年度第8回（通算第158回）Web幹事会出席
　出席者　川渕四国ブロック青年部会長

　Web会議

高知市委託事業
産業廃棄物適正処理講習会開催
　参加者　108名

　高知県立ふくし交流プラザ

令和3年度四国八十八ヶ所遍路道清掃活動
　参加者31名

第37番札所　岩本寺とその周辺
（七子峠展望台及び土佐興津坂
展望台周辺））

(公財)エコサイクル高知
第17回臨時理事会出席
　出席者　湯浅副会長

　高知会館

県委託事業
産業廃棄物適正処理講習会開催
　参加者午前　40名
　参加者午後　35名

　中村地区建設業協同組合会館

県委託事業
産業廃棄物適正処理講習会開催
　参加者　53名

　須崎市立市民文化会館

県委託事業
産業廃棄物適正処理講習会開催
　参加者　34名

　安芸市立安芸市民文化会館
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(公財)エコサイクル高知
第18回通常理事会出席
　出席者　湯浅副会長

　高知会館

24

令和3年度第4回総務委員会開催
　出席者　田村委員長　他6名

　高知会館

令和3年度第4回理事会開催
　出席者　近澤会長　他11名

第11回災害廃棄物対策四国ブロック協議会幹事会出席
　出席者　西尾専務

　Web会議

(公社)全国産業資源循環連合会青年部協議会
令和3年度第10回（通算第160回）Web幹事会出席
　出席者　川渕四国ブロック青年部会長

　Web会議

令和3年度第3回高知県下水汚泥有効利用検討委員会出席
　出席者 近澤会長

高須浄化センター

(公社)全国産業資源循環連合会青年部協議会主催
安全衛生研修会WEB研修会出席
　出席者　川渕四国ブロック青年部会長

　Web会議

(公社)全国産業資源循環連合会
令和4年度許可等講習会における事務取扱説明会出席
　出席者　3名

　Web会議

令和3年度高知県安全安心まちづくり推進会議総会 　中止　　※書面決議

16

（公社）全国産業資源循環連合会
第63回四国地域協議会出席
　出席者　近澤会長　他5名

　Web会議

(公社)全国産業資源循環連合会青年部協議会
令和3年度第9回（通算第159回）Web幹事会出席
　出席者　川渕四国ブロック青年部会長

　Web会議

（公社）全国産業資源循環連合会
令和3年度第1回安全衛生委員会出席
　出席者　田村総務委員長

　Web会議

県民一斉美化活動へ参加
　参加者　31名

　県内各地域参加

(公社)全国産業資源循環連合会
第2回全国正会員事務局責任者会議出席
　出席者　西尾専務理事

　Web会議


