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　【総会】　 【懇親会】

第２回西条地区定時総会の開催

西条地区

　去る５月23日㈮、新居浜市のリーガロイヤ
ルホテル新居浜に於いて、西条地区第２回定
時総会が開催され、ご多忙にも拘らず多くの
会員の皆様方に出席を賜りました。　
　また、来賓と致しまして、愛媛県議会議員
森高康行様、東予地方局健康福祉環境部長三
好利一様、東予地方局環境保全課長室岡学様、
東予地方局環境保全課廃棄物指導係長長野通
明様、四国中央保健所衛生環境課長薦田洋司
様、新居浜市環境部次長本田陸治様、愛媛県
新居浜警察署生活安全課長小沢健三様、えひ
め産業廃棄物協会会長本田昭様に出席賜り、
本田会長からは協会を代表しての挨拶、森高
様、三好様からは西条地区活動に対しまして
のご祝辞を賜りました。

　今回の総会議事につきましては下記議案が
滞りなく審議され、いずれも原案通り承認可
決されております。
　また、総会終了後は同会場にて懇親会を開
催し、参加者同士が親睦を深めるとともに、
情報交換を行うなど盛会に終わり、14年度の
活動に向けて意を新たにした会となりました。

記
第１号議案　平成25年度事業報告と収支決算

の承認
第２号議案　平成26年度事業計画（案）並び

に収支予算（案）の承認
第３号議案　役員の補充選任と役員選考委員

の選任の承認

地区だより
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会長挨拶 来賓挨拶

第２回今治地区定時総会の開催

今治地区

１．開 催 日：平成26年５月19日㈪
２．場 　 所：ホテルクラウンヒルズ今治
３．出 席 者：正会員35名（委任状を含む）
４．開 会
５．会長挨拶　貴田会長挨拶
６．来賓祝辞・紹介
　　愛媛県東予地方局健康福祉環境部
　　今治支局　環境保全課　

課長　木村　　勝　様
廃棄物指導係　　　　　
　係長　佐光　一彦　様

　　一般社団法人えひめ産業廃棄物協会　
会長　本田　　昭　様

７．議事録署名人選任
８．議　　事
　　貴田会長が規程によって議長に就任し

て審議に入り、原案どおり可決、承認さ
れた。

　　第１号議案　平成25年度事業報告につ
いて

　　第２号議案　平成25年度決算報告・監査
報告について

　　第３号議案　平成26年度事業計画（案）
について

　　第４号議案　平成26年度収支予算（案）
について

　　第５号議案　その他
９．講　　演
　　　「電子マニフェストの概要」
　　講師　　
　　　愛媛県東予地方局健康福祉環境部
　　　今治支局　環境保全課

廃棄物指導係　　　　　
係長　佐光　一彦　様

10．懇 親 会

地区だより
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岩岡会長 本田本会会長挨拶

第２回松山地区定時総会の開催

松山地区

１．開 催 日：平成26年５月16日㈮
２．場 　 所：道後やすらぎ荘
３．出 席 者：正 会 員112名（ 委 任 状 を

含む）
４．開会の挨拶　 佐々木副会長挨拶
５．会 長 挨 拶　 岩岡会長挨拶　　
６．来 賓 祝 辞
　　愛媛県中予地方局健康福祉環境部
　　環境保全課　 課長　福山　忠安　様
　　松山市環境部廃棄物対策課

主幹　相原　一智　様
　　一般社団法人えひめ産業廃棄物協会　

会長　本田　　昭　様
７．議 　 事
　　岩岡会長が規程によって議長に就任して

審議に入り、原案どおり可決、承認された。

　　第１号議案　平成25年度事業報告並びに
収支実績の承認に関する件

　　第２号議案　平成26年度事業計画（案）
並びに収支予算(案)の承認
に関する件

８．講習会
　　　「立ち入り検査等による違反事例」
　　講師　　
　　　松山市環境部　廃棄物対策課

主任　松本裕輔　様
　　　「災害ゼロをめざして」
　　　産業廃棄物処理業における
　　　リスクアセスメント

　松山地区事務局　　細野　孝

地区だより
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第２回宇和島地区定時総会の開催

宇和島地区

　えひめ産業廃棄物協会　宇和島地区　第２
回定時総会についてご報告いたします。
日　　　時　　平成26年６月27日㈮
　　　　　　　16：00から
場　　　所　　ホテルクレメント宇和島
　　　　　　　宇和島市錦町10−１
会　員　数　　39名
出 席 者 数　　34名（委任状出席者含む）
来　賓　者　　
　宇和島保健所長

廣瀬　浩美　様
　宇和島保健所 環境保全課長

　　　　　松前　明彦　様
　宇和島保健所 環境保全課 廃棄物指導係長

　　大森　　聡　様
　宇和島市役所 市民環境部長 

荒木　俊二　様
　宇和島市役所 市民環境部 生活環境課長

大久保正道　様
　鬼北町 環境保全課長

 宮本　茂幸　様
　愛南町役場 環境衛生課長補佐

吉田　幸稔　様
　宇和島海上保安部 警備救難課長

鮫島　耕治　様
　宇和島警察署　生活安全課長

池上　　深　様
　えひめ産業廃棄物協会 会長

本田　　昭　様

　えひめ産業廃棄物協会 専務理事
矢野　隆司　様

来 賓 祝 辞　　
　宇和島保健所長

廣瀬　浩美　様
　えひめ産業廃棄物協会 会長 

本田　　昭　様

議 事 結 果
　　第１号議案の平成25年度事業報告並びに

収支決算、第２号議案の平成26年度事業計
画(案)並びに収支予算(案)について審議した
結果、議案のとおり全会一致で可決され、
ご承認をいただきました。

　　その他について特に質疑等もなく、すべ
ての議決事項も上記のとおりご承認をいた
だき、無事円滑に定時総会を終えることが
できました。

講 　 演
　宇和島保健所 環境保全課 廃棄物指導係長

大森　　聡　様　より
　「産業廃棄物の適正処理に向けて」につい
てご講演をいただきました。

講 　 演　　　
　えひめ産業廃棄物協会　専務理事

矢野　隆司　様　より
　「建設リサイクル法の動向等について」に
ついてご講演をいただきました。

地区だより



−43−

日　　　時　　平成26年６月27日㈮
　　　　　　　17：00から
場　　　所　　ホテルクレメント宇和島
 　　　　宇和島市錦町10−１

来　賓　者
　愛媛県議会議員 自民党県連 副会長

中畑　保一　様
　宇和島保健所長

廣瀬　浩美　様
　宇和島保健所 環境保全課長

松前　明彦　様
　宇和島保健所 環境保全課 廃棄物指導係長

大森　　聡　様

　愛媛県建設業協会 宇和島地方支部長
小島　　聡　様

　えひめ産業廃棄物協会 会長
本田　　昭　様

　えひめ産業廃棄物協会 専務理事
矢野　隆司　様

来 賓 祝 辞
　愛媛県議会議員 自民党県連 副会長

中畑　保一　様

乾　　　杯
　宇和島保健所 環境保全課長

松前　明彦　様

懇 親 会 報 告 書
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平成26年度「第28回新居浜市市民一斉清掃」

西条地区

　平成26年７月27日㈰新居浜市において新居
浜市環境美化推進協議会が主催する「第28
回新居浜市市民一斉清掃」が行われました。
当会はごみのない美しいまちづくり運動を
推進し「私たちの町は、私たちの手で美しく」
を合言葉に快適な生活環境を保持すること
を目的として、昭和62年10月に発足したも
のです。
　今年は、前日まで高温注意報が発令される
程の酷暑でしたが、当日は幸いなことに曇天
微風に恵まれ？大汗をかいての作業に至らな
かったのが幸いでした。

　今回も、清掃には各自治会や企業の方々、
子供達も参加するなど、早朝から地区各所で、
熱心な作業が行われましたが、予想外以上に
集積されるゴミの量に美化の大切さを感じず
にはいられませんでした。
　作業に当たっては、えひめ産業廃棄物協会
西条地区として「酒井興産㈱、一宮運輸㈱、
㈱イージーエス」様から車両の提供を頂き、
清掃活動は順調に終わりました。関係者の
方々のご協力に感謝いたしますとともに、今
後も西条地区として美化活動への積極的な参
画を計画してまいります。　　

地区だより
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第28回アキ缶ポイ捨て防止活動への協力

八幡浜地区

　八幡浜地区では、地域の公民館の清掃活動
に協力して、下記の通り実施した。
■実施日時
　平成26年６月14日㈯ 9：00～11：00
■実施場所
　八幡浜市双岩地区　主要地方道八幡浜・宇
和線（鳥越峠付近）
■出席者
　約400名（南予地方局八幡浜支局４名、八
幡浜市10名、地元住民約350名、えひめ産業
廃棄物協会八幡浜地区32名）
■実施内容
　地域の公民館の清掃活動（第28回アキ缶ポ

イ捨て防止活動）に協力し、道路端や水路等
に投棄された廃棄物を撤去、回収・分別の後、
運搬車両に積み込み、八幡浜南環境センター
へ搬入・処分した。
■実施結果
１　撤去した廃棄物の主な種類及び量
　　空き缶、空き瓶、弁当がら、ペットボト

ル等の一般家庭ごみ、廃ふとん、テレビ、
廃タイヤ等 約１．１トン

２　処分方法
　　撤去した廃棄物は、八幡浜市の南環境セ

ンターに搬入し、市において適正処分した。

地区だより




