
第 1 号議案 令和２年度事業実績報告、決算承認及び  
      監査報告に関する件  
 

Ⅰ 事業報告  

 令和２年度の主な出来事を概観します。全国で災害廃棄物処理が喫緊の課題となっ

ている中、昨年７月に熊本県南部を中心に大水害が起こり、４３万トンを超す災害廃

棄物処理が発生しました。この処理に関しては、自治体からの要請を受け協会員が一

体となって全力で取り組み、公費解体分を除き完了したところであり、協会員の皆様

の一方ならぬご協力に感謝申し上げます。この処理に関しては、仮置場管理の新たな

方法であるファストレーン方式が生まれるなど環境省からも一定の評価を頂いてお

り、本協会が災害廃棄物処理に無くてはならない存在となってきていると感ずるとこ

ろですが、今後も更に地元自治体、県、環境省と連携をとりながら進めていく必要が

あります。 

また、新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない中、経済活動の縮小に伴い我々

業界にも大きな影響を与えています。 

 協会内の出来事を振り返りますと、災害廃棄物処理に関し、前述の処理を行うと共

に、災害廃棄物処理により的確かつ迅速に対応すべく災害対策検討委員会を拡充した

ところです。 

 一方で、労働災害は、死者は０でしたが、休業４日以上の者が２０名を超えるなど

相変わらず中々厳しい面も見受けられました。その為、特に全産連の第２次計画を受

け策定した本協会の計画の重点事項である安全衛生規程策定企業の増加を目指し各支

部において研修会を開催し説明するなどコロナ過での状況下、普及啓発に努めたとこ

ろです。 

 また、不法投棄撤去につきましては、令和２年度も熊本環境保全推進支援金事業と

して支部毎に不法投棄啓発パトロールや不法投棄廃棄物の撤去作業、更には不法投棄

現場の調査を行うなど計画的に実施しました。  

 青年部が行う環境出前講座については新型コロナ感染拡大予防のため実施すること

が出来ませんでしたが豪雨災害のボランティアを行うなど社会貢献活動に貢献したと

ころです。 

 その他、全会員に配付する協会誌「スマイル」やホームページ等を通じて、現在の

喫緊の課題である新型コロナウイルスへの対応等様々な行政情報等を会員の皆様にお

伝えしたところです。 

 本協会が実施するこのような多くの事業は会員の方々のご理解とご協力のうえに成

り立っているものであり、県内の多くの関係者や団体に信頼され期待されております。 

 以上のことを踏まえ令和２年度事業の執行状況について報告します。 



 

Ⅱ 令和２年度事業実績報告 

                          令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

  １ 会員現況（令和３年３月３１日現在） 

正会員   ４１５ 名 

    賛助会員     ９ 名 

    総会員数   ４２４ 名 

 

 ２ 実施事業等会計  

１ 社会貢献事業 

（１）ホームページによる情報提供 

   協会へ通知があった関係法令改正等の情報について、ホームページにより情報提供した。ま 

た、今年度も協会への問合せが多かった処理困難物（バッテリー、水銀等）の廃棄物処理の 

受入れについて、会員（中間処理業者）へ調査し、その結果をホームページ上に公開した。 

（２）廃棄物不法投棄対策連絡会議・産業廃棄物不法処理防止連絡協議会（書面会議） 

   出席者：環境省九州地方環境事務所、県警生活環境課・組織犯罪対策課・通信指令課、県循 

環社会推進課、熊本・三池海上保安部、熊本市、熊本県産業資源循環協会 

（３）青年部協議会九州ブロック九州一斉清掃（１１月６日） 

九州８県の青年部会で地域貢献として、それぞれの地域で一斉清掃を実施した。  

青年部参加者：２９名  於：水前寺成趣園（熊本市） 

 （４）支部と建設業協会との共催による献血活動 

 

２ 災害廃棄物支援事業 

（１）令和２年７月豪雨に係る市町村からの災害廃棄物処理支援要請 

  ①要請市町村：１４（２市９町３村） 

市町村名 要請日 市町村名 要請日 

①多良木町 ７月４日 ⑧湯前町 ７月６日 

②人吉市 ７月４日 ⑨あさぎり町 ７月６日 

③芦北町 ７月５日 ⑩八代市 ７月７日 

④相良村 ７月５日 ⑪南関町 ７月７日 

⑤津奈木町 ７月５日 ⑫南小国町 ７月８日 

⑥山江村 ７月５日 ⑬小国町 ７月８日 

⑦錦町 ７月６日 ⑭球磨村 ７月１０日 

   ②主な要請内容 

    仮置き場管理及び仮置き場からの災害廃棄物処理 

   ③自治体との契約方法 

    仮置き場管理、収集運搬業務及び処分業務は、協会幹事社（１３社）で委託を受け、不足分 

    は協会員に再委託。 

    処分先には福岡、佐賀、宮崎、鹿児島の一般廃棄物処理施設の他、県外の処理施設、セメン 

ト会社も含む。 



 

    家電４品目は家電リサイクル法に基づき県内業者（２社）が対応。 

 （２）災害廃棄物対策協議の開催 

    令和２年７月豪雨に係る市町村からの災害廃棄物処理支援要請に基づく災害廃棄物の処理等 

    の支援活動が円滑に遂行されるよう、災害廃棄物処理・応急措置等について、三役会議、理 

事会の外、支部長・市町村担当幹事社等との協議、情報提供を行った。 

 回 期 日 

支部長・市町村

担当幹事社会議 
１０ 

７／９ ７／１６ ７／２２ ８／１１ ９／１ 

１０／１ １１／６ １２／３ １／８ ３／２６ 

    ※支援要請市町村については、随時、市町村担当幹事社と協議を行った。 

 （３）災害対策支援体制調査 

    令和２年７月豪雨に係る市町村からの災害廃棄物処理支援要請に基づく協会員企業の支援体

制を把握するため調査を実施した。 

（４）災害廃棄物処理のための仮置場の安全衛生パトロールの実施 

   令和２年７月豪雨により発生した災害廃棄物の処理を行う仮置き場での作業において、労働 

災害が発生した。また、がれき等に混入したアスベストなどの有害物ばく露による健康障害 

が懸念される。 

このため、安全衛生促進委員会委員による仮置き場における労働者の安全とアスベストなど 

による健康障害防止の徹底を図るために安全衛生パトロールを実施した。 

・パトロール 

 実 施 日 ９月１４日 

 実施個所  芦北町（仮置き場：湯浦、松ケ崎）、八代市、人吉市、球磨村（計５箇所） 

 構  成 安全衛生促進委員会委員 

 （５）令和２年７月豪雨に係る熊本県への義援金贈呈 

    １０月２７日  会員企業義援金計：５，７２５千円（１７７社） 

            各県義援金計  ：  １００千円（九州８県、九州地域協議会） 

（６）令和２年７月豪雨に係る青年部会の支援による現場作業員動員 

    実 施 日  ７月８日～１２日 

    場  所 人吉中核工業用地（人吉市） 

    参 加 者  ７１名 

活動内容 単管バリケード組立、ごみ集積場誘導等 

 （７）令和２年７月豪雨に係る支部の支援による人吉市街地災害廃棄物撤去プロジェクト 

実 施 日 ８月３日～８日 

場  所 人吉市市街地 

参 加 者 荒玉支部、城北支部、熊本市支部 

活動内容 人吉市要請：市街地の災害廃棄物撤去作業 

 （８）令和２年７月豪雨に係る青年部会ボランティア活動 

    実 施 日 １０月３１日 

    場   所 青井阿蘇神社（人吉市） 



 

    参 加 者 ３３名 

       活動内容  青井阿蘇神社前の蓮池に残された土砂や災害ごみの撤去 

 （９）令和２年７月豪雨に係る全国、九州青年部会からの寄付 

       全国産業資源循環連合会青年部協議会、青年部協議会九州ブロックから寄せられた令和２年 

７月豪雨に係る災害支援金を用いて芦北町に寄付した。 

（10）災害廃棄物処理支援行動マニュアルの作成 

    市町村からの災害廃棄物処理支援要請に基づく協会員企業の支援体制を把握するため調査を 

実施し、各支部毎の災害廃棄物処理支援行動マニュアルを作成した。 

（11）市町村との連携 

各支部において、市町村が行う防災会議等に出席し、災害廃棄物処理についての情報交換を 

行うとともに市町村が策定する災害廃棄物処理計画に対する意見を述べた。 

また、各市町村に担当支部の災害廃棄物処理支援行動マニュアルを送付し、連携などに努 

めた。 

３ 熊本環境保全推進支援金事業 

 （１）会議の開催 

   支援金運営委員会  １回（５月１５日:書面会議） 

 （２）不法投棄対策事業 

  １）本部事業 

不法投棄防止対策のための合同調査（１１月１１日） 

    関係機関による陸、海、空の調査 

   出席者：環境省、海上保安部、熊本県、熊本県警、熊本市、熊本県産業資源循環協会 

  本協会は車による陸上パトロール 

   ２）支部事業 

    ・各地域不法投棄連絡会議への出席 

    ・各支部不法投棄パトロール、撤去事業等の実施（写真添付：Ｐ   ） 

 支部 期日 事業区分 実施場所 

１ 荒玉 １１月１３日 パトロール・撤去事業 長洲町荒尾霊園付近 

２ 城北 

１月８日 
鹿本地域廃棄物不法

投棄対策連絡会議 
書面議決書 

２月１日 パトロール 
阿蘇市黒川地区 

３月１３日 撤去事業 

３ 熊本市 ３月１７日 撤去事業 熊本市坪井川遊水公園付近 

４ 宇城 
１月１２日 パトロール 益城町、御船町数カ所 

２月１９日 撤去事業 益城町、御船町 

５ 南部 

３月１９日 
八代地方廃棄物不法

投棄対策連絡会議 
書面議決書 

３月２２日 
水俣芦北地域不法投

棄対策地方連絡会議 
書面議決書 

６ 天草 １１月１１日 パトロール 天草市上島方面 



 

 

 ３ その他会計  

１ 組織活性化会員支援事業 

（１）会議の開催 

１）通常総会              令和２年６月５日  ：熊本ホテルキャッスル 

２）理事会             ９回 

３）三役会議（執行部会議）    １２回 

４）監査会              １回（４月２０日） 

５）各専門会議（委員会、部会） 

委員会・部会 回 期日 

表彰推薦・懲罰委

員会 
２ 

 

11／20 

 

3／26 

 

 

 

 

 

 

 

安全衛生促進委員

会 
１ 

 

3／9 

 

 

    

医療廃棄物部会 ２ 
監査会 

4／20 

総会 

5／28 

  

 

  

 

収集運搬部会 ６ 
監査会 

4／13 

正副会 

4／23 

総会 

5／15 

正副会 

9／25 

役員会 

2／5 

表彰式 

3／5 

中間処理・リサイ

クル部会 
４ 

監査会 

4／13 

総会 

5／13 

部会 

10/29 

研修会 

10／29 

  

最終処分部会 ４ 
監査会 

4／13 

総会 

5／29 

部会 

12／23 

研修会 

3／16 

  

建設廃棄物部会 ４ 
監査会 

4／13 

総会 

5／29 

部会 

11/2 

研修会 

11／2 

  

青年部会 ９ 

監査会 

4／23 

総会 

5／22 

役員会 

7／31 

役員会 

8／6 

正副会 

10／8 

部会 

10／8 

研修会 

10／28 

役員会 

12／18 

役員会 

2／18 

   

女性部会 ３ 
監査会

5/11 

総会 

5/22 

研修会 

11/27 

  

 

 

（２）支部事業 

    各支部で幹事会、支部総会、研修会や親睦ゴルフコンペ等の交流を通じて組織活性化などに努 

めた。 

支部 期日 各種事業 

荒玉 ４月３０日 第８回荒玉支部通常総会（書面議決） 

７月１０日 第１回幹事会 

１０月３０日 第２回幹事会 

１２月８日 第３回幹事会 

３月１２日 第４回幹事会 

城北 ４月３０日 第８回城北支部通常総会（書面議決） 

７月１８日 第１回幹事会 

９月１１日 第２回幹事会 

１０月７日 第３回幹事会 



 

１０月７日 支部ゴルフコンペ 

熊本市 ４月７日 第１回幹事会 

４月３０日 第８回熊本市支部通常総会（書面議決） 

６月１９日 臨時幹事会 

７月２８日 第２回幹事会 

９月８日 第３回幹事会 

１０月１４日 第４回幹事会 

１１月２５日 第５回幹事会 

１月１５日 第６回幹事会 

宇城 ４月３０日 第８回宇城支部通常総会（書面議決） 

５月７日 臨時役員会 

６月１８日 第１回幹事会 

７月１３日 臨時役員会 

７月２１日 臨時幹事会 

１０月１２日 第２回幹事会 

１２月１２日 第３回幹事会 

１月２６日 臨時幹事会 

２月１６日 臨時役員会 

３月１９日 臨時役員会 

南部 

 

４月７日 第１回幹事会 

４月３０日 第８回南部支部通常総会（書面議決） 

６月２２日 第２回幹事会 

７月２２日 第３回幹事会 

８月２１日 第４回幹事会及び懇親会 

１０月５日 第５回幹事会 

１１月２０日 第６回幹事会 

１月２８日 第７回幹事会 

天草 ４月６日 第１回幹事会 

４月３０日 第８回天草支部通常総会（書面議決） 

９月２３日 第２回幹事会 

１月１６日 正副支部長会議 

 

（３）廃棄物処理への対応事業 

廃棄物処理法等の改正に伴い、広報誌「くまもとさんぱい（スマイル）」やホームページ、メー 

ル、研修会等により周知を行った。 

（４）表彰等事業 

１）環境省 

   令和２年度循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰（１１月２７日） 

表彰名 会員名 受賞者名 

環境大臣表彰 ㈱吉永商会 岩村 龍男 

 

 



 

２）熊本県 

   令和２年度熊本県環境整備功労者知事表彰（１月２６日） 

分野 会員名 受賞者名 

産業廃棄物処理関係 

㈱小竹組 大堂 正人   

㈲丸喜運送 中間 和義   

 (資)山下産業 松下 文雄   

３）令和２年度（公社）全国産業資源循環連合会会長表彰（６月１３日） 

 表彰名 会員名 受賞者名 

1 地方功労者表彰 ㈱青木運輸 今井 一郎   

2 優良従事者表彰 

㈲陶山興産 田浦 静子   

㈱東光物産 西  真介 

有価物回収協業組合石坂グループ 伊藤 禎之   

㈱前田産業 山田 哲   

㈱川口産業 川口 重徳   

味岡建設㈱ 恒松 孝司 

(資)山下産業 松下 文雄 

 
 表彰名 受賞者名 所在地 

3 
地方優良事業所

表彰 

㈱熊礦石材  玉東町 

世紀東急工業㈱熊本混合所 大津町 

㈱東部流通 熊本市 

㈲タケシタ 宇土市 

㈱溝口産業 水俣市 

㈲井上産業 天草市 

４）令和２年度（一社）熊本県産業資源循環協会会長表彰（６月５日） 

 表彰名 会員名 受賞者名 

1 功労者表彰 ㈲プログレ 早速 芳和 

2 地方功労者表彰 ＭＫ税理士法人 守田 潤一郎   

3 優良従事者表彰 

㈱グリーンロジスティクス 岩崎 浩   

㈲肥後産興 西米 憲一郎 

㈲宇土環境 安達 英知   

㈲丸喜運送 中間 和義  

㈲木村建材 木村 大陸   

 
 表彰名 受賞者名 所在地 

4 優良事業所表彰 ㈱東光物産 西原村 

5 
地方優良事業所

表彰 

興亜建設工業㈱  長洲町 

㈱熊本メスキュード 菊池市 

㈱環境総合 熊本市 

㈱オカムラ 宇城市 

㈱津田 八代市 

光琳産業㈲ 天草市 

 



 

（５）会員向けサービス・支援事業 

１）熊本県との「災害時における廃棄物の処理等の支援活動に関する協定」締結に伴う建設業  

    の経営事項審査に必要な書類の交付                 交付実績：６８件 

  ２）熊本市との「災害応急活動に関する協定」締結に伴う建設業の入札資格審査に必要な書類 

の交付                              交付実績：４３件  

  ３）協会員章（門札タイプ）の作製配布  

（６）組織の拡充 

   ・支部との連携による新規入会の勧誘  

令和２年度実績：正会員 ２１者、賛助 ２者加入 

正会員内訳：収集運搬 １５者、中間処理 ３者、排出事業者 ３者 

（７）会員支援及び福利厚生事業 

   会員管理データベースの拡充を行うとともに、地元スポーツクラブチケット配布、支部事業等

による福利厚生事業を行った。 

１）地元サッカーＪ３リーグ「ロアッソ熊本」（会員配布） 

２０２０シーズン公式戦観戦チケット 

 ２）地元バスケットＢ２リーグ「熊本ヴォルターズ」（会員配布） 

２０２０-２１シーズン公式戦チケット 

（８）廃棄物の適正処理に係る講習会・研修会の開催 

・優良産廃処理業者認定制度普及促進事業 

①「環境配慮の取組（エコアクション２１）」の説明会（７月２１日） 

②２０２０年度自治体イニシアティブ・プログラム（５回：8/25、9/15、10/6、10/27、各所） 

     平成２５年の環境配慮契約法改正に伴い、国発注事業の入札は優良産廃業者が有利になる加 

点制となったことから、県外に多い優良産廃業者が県内の廃棄物業界を席巻するおそれが 

ある。このため、県外の優良産廃処理業者に対抗しうる県内廃棄物業者の育成を目指し、 

トップランナー方式による業界の底上げ、活性化し、廃棄物の適正処理の更なる推進を図 

るため熊本県・市と共同で実施した。 

（９）後継者・若手経営者等の養成 

      熊本県中小企業団体中央会青年部協議会開催の「若手経営者育成研修会」等の周知、取り纏め

を行うなどにより若手経営者等の養成につとめた。 

（10）労働安全衛生に関する講習会、研修会の開催等 

・支部：研修会 

支部 実施日 

荒玉 １２／８ 

城北 １０／２８ 

熊本市 １０／１４ 

宇城  

１１／２０ 南部 

天草 

① 研修項目 

・全国産業資源循環連合会の安全衛生規程作成ツー

ルについて 

・労働安全衛生について 

・産業廃棄物処理法について 

② 講師 熊本労働局、労働基準監督署、熊本県、 

協会（専務理事） 



 

（11）電子マニフェスト普及促進事業 

電子マニフェストシステム運用支援事業 

・電子マニフェスト制度に関する周知及び操作方法等に関する問合せ対応 

（12）許可申請講習会事業 

   ・暫定講習会 

    新型コロナウイルス感染症対策のため「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申

請に関する講習会及び特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」がすべて中止となり、その対

応として（公財）日本産業廃棄物処理振興センターでは、下記のとおり暫定講習会を行った。 

１）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暫定講習会試験（新規）   

項目 開催日 受講者数 

産業廃棄物：収運課程 

 

８／４ ３８名      

９／１５      ３３名 

特別管理産業廃棄物：収運課程 ８／３       ６名 

産業廃棄物：処分課程 ８／３      １１名 

特別管理産業廃棄物：処分課程 ８／３    ５名 

計   ９３名 

２）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暫定講習会試験（更新） 

項目 開催日 受講者数 

産業廃棄物：収運課程 

 

８／４      ４７名 

９／１５      ４０名 

９／１６       ８名 

３／１１      ７３名 

３／１２      ７１名 

産業廃棄物：処分課程 ９／１７      １７名 

１１／５      ２４名 

１１／５      １９名 

計      ２９９名 

３）特別管理産業廃棄物を排出する事業者の責任者講習会  

項目 開催日 受講者数 

特別管理産業廃棄物管理責任者講習会 

 

 

９／１４      ２７名 

９／１５       ２名 

９／１６       ２名 

９／１６      １４名 

９／１７       ９名 

３／１１      ３８名 

３／１２      ３９名 

計      １３１名 

 

（13）情報の収集提供事業 

  情報収集及び印刷物の発行事業 

１）情報収集事業 

    会員や一般県民からの廃棄物処理等に関する疑義、照会に対して、関係機関のホームページ 



 

の閲覧を始め、必要に応じて行政に確認したうえで、情報を収集整理し、回答や資料提供を行 

った。  

２）印刷物の発行事業 

① 協会誌「くまもとさんぱい（スマイル）」        ３回（７月、１１月、３月）  

    ② 会員名簿 

    ③ 産業廃棄物処分施設ＭＡＰ 

 ３）協会員への情報提供 

    ① 許可期限の通知 

      更新許可申請の手続きに遅れないよう葉書による通知。 

    ② ホームページ、メール、ｆａｘ等による情報提供 

      公益社団法人全国産業資源循環連合会、国、県、市から提供される関係法令の改正や要 

請、業界の情報をタイムリーにかつ的確に提供した。 

③ 産業廃棄物の処理に関する照会等への対応 

     産業廃棄物処理の実態や動向及び当協会の事業活動等に関する会員からの照会や相談に対

して回答や資料提供等を行った。 

④ 施設の設置、運営に関する照会等への対応 

      産業廃棄物処理施設の設置や運営等に関する相談に対して、助言や情報の提供等を行っ 

た。  

    ⑤ 法令・融資・税務に関する照会等への対応 

       廃棄物処理法や関連法規に関する疑義、照会等に対して必要に応じて行政に確認したう 

えで回答・助言を行った。 

２ 関係機関との連携事業 

行政機関、他団体との連携事業  

（１）行政機関との連携 

１）協会主催事業 

 ・新型コロナウイルス感染症に伴う感染性廃棄物処理の継続に向けた取組について（４／２８） 

  要望先：自由民主党熊本県支部連合会、熊本県 

要望提出者：石坂副会長、専務理事 

  要望による提供：国際規格合格マスク「１，０００枚」（熊本県薬務衛生課） 

  提供配布先：感染性廃棄物許可取得会員企業 

２）行政機関主催事業 

   ① 熊本県廃棄物処理計画検討委員会（１２／１７、２／１２Web会議 ） 

     検討事項：第５期熊本県廃棄物処理計画素案について 

     出席者：協会 石坂副会長 

②（公財）熊本県環境整備事業団理事会（５／２０、６／１９、３／５：書面会議、３／２５） 

      検討事項：公共関与による最終処分場の整備について 

     出席者：協会 会長（公益財団の理事として） 



 

 

③ 令和２年度熊本県産業廃棄物排出量抑制支援事業費補助金に係る検討会議及びリサイクル

製品認証審査に係る協議（７／９、１２／１１：書面会議） 

 検討事項：ⅰ 熊本県リサイクル認証製品審査 

      ⅱ 熊本県産業廃棄物排出量抑制支援事業費補助金 

 出席者：協会 専務理事  

（２）他団体との連携 

１）九州地域協議会（当協会が出席したもの） 

 回 期日 

本  会  議 ２ 
熊本 

10／16 

書面会議 

2／4 

 

 

  

会長会議 １ 
熊本 

10／16 

    

事務局会議 １ 
熊本 

10／16 

   

 

 

 

優良性評価制度

連絡協議委員会 
２ 

宮崎 

9／4 

Web会議 

1／27 

   

医療部会 ２ 
熊本 

9／9 

Web会議 

2／3 

   

最終処分部会 ２ 
長崎 

8／31 

Web会議 

2／2 

   

 

中間処理部会 ２ 
大分 

9／9 

Web会議 

1／25 

  

 

 

収集・運搬部会 ２ 
鹿児島 

8／25 

Web会議 

3／18 

   

建設廃棄物部会 １ 
宮崎 

9／4 

    

青年部協議会 

九州ブロック 
７ 

Web会議 

4／13 

Web会議 

6／6 

Web総会 

6／6 

熊本+Web 

8／4 

Web会議 

10／1 

熊本+Web 

11／24 

Web会議 

2／1 

   

 

   ２）全国産業資源循環連合会 

    ①（公社）全国産業資源循環連合会定時総会（６月２９日）   於：みなし決議 

② 全国産業資源循環連合会会議等（当協会が出席したもの） 

 回 期日 

理事会 １ 
書面会議 

6／18 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局責任者

会議 
 ２ 

書面会議 

9／30 

Ｗeb会議 

2／5 

 

 

 

 

 

表彰選考委員

会 
１ 

書面会議 

5／15 

    



 

災害廃棄物委

員会 
２ 

Web会議 

4／14 

Web会議 

7／28 

 

 

  

最終処分部会 

関係会議 
４ 

分科会 

10／21 

委員会 

11／18 

研修会 

3／16 

研修会 

3／24 

 

青年部協議会 
１ 

書面総会 

6／10 

    

  

３ マニフェスト・ステッカー頒布等事業 

（１）産業廃棄物管理票（マニフェスト）の頒布 

 産廃 

マニフェスト 

建設 

マニフェスト 

積替 

マニフェスト 

計 前年比 

令和２年度 586,130枚 383,900枚 1,750枚 971,780枚 98 % 
２０１９年度 621,270枚 369,600枚 2,730枚 993,600枚  

（２）産業廃棄物収集・運搬ステッカーの作成 

 収集運搬 

ステッカー 
前年比 

令和２年度 49組 29％ 
２０１９年度 169組  

 


