
西条地区第４回定時総会の開催

西条地区

　去る５月20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４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、東予地方局健康
福祉環境部長山本亜紀子様、東予地方局環境
保全課長大倉敏裕様、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
衛生環境課長重松徹利様、新居浜市環境部ご
み減量課長藤田典寛様、愛媛県新居浜警察署
生活安全課長桝田順一様、えひめ産業廃棄物
協会会長本田昭様、事務局次長水口定臣様に
ご出席賜り、本田会長からは協会を代表して
の挨拶、山本部長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、
愛媛県議会議員森高康行様にも御来席頂き、
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、新体制のもと、
平成28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27年度事業報告と収支決算
の承認

第２号議案　平成28年度事業計画（案）並び
に収支予算（案）の承認

第３号議案　役員の変更と役員選考委員の選
任に関する件

【総　会】 【懇親会】
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平成28年度「第30回新居浜市市民一斉清掃」

西条地区

　平成28年７月24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30
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。

　梅雨が明けたばかりの晴天、酷暑の中で多
数の市民の皆様、自治会や企業が参加されま
した。

　えひめ産業廃棄物協会西条地区からは、集
めたごみの回収に昨年度より１台増の４台の
車両を提供させていただきました。
　今後も西条地区としてごみのない美しいま
ちづくりに積極的に参画して参ります。
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今治地区第４回通常総会の開催

今治地区

１．開催日　平成28年５月23日㈪

２．場　所　ﾎﾃﾙｸﾗｳﾝﾋﾙｽﾞ今治

３．出席者　正会員　42名（委任状を含む）

４．開会の挨拶　貴田地区長挨拶

５．来　賓
　　愛媛県東予地方局 環境保全課
　　　　　課　　長　神野　雅司　殿
　　　　廃棄物指導係
　　　　　係　　長　長井　弘幸　殿
　　一般社団法人 えひめ産業廃棄物協会
　　　　　会　　長　本田　　昭　殿
　　　　　専務理事　矢野　隆司　殿

６．議　事
　第１号議案　平成27年度事業報告について
　第２号議案　平成27年度決算報告・監査報

告について
　第３号議案　平成28年度事業計画（案）に

ついて
　第４号議案　平成28年度収支予算（案）に

ついて
　第５号議案　その他

　貴田地区長が規定によって議長に就任して
審議に入り、各議案については原案通り可決
承認された。

７．総会に引き続き懇親会に移り、貴田地区
長の挨拶に続きご来賓の皆様を交え、終始和
やかな雰囲気の中で会員相互の親睦を深める
ことができ、盛会裡に終了した。

８．平成28年度地区事業計画
　当協会は「産業廃棄物の適正な処理、資源
循環に関する調査研究、研修、普及、指導等
の事業を行うことにより、産業の健全な発展
及び公衆衛生の向上並びに環境の保全を図り
公共の福祉の増進に寄与すること」を目的に
平成25年４月１日一般社団法人に移行しまし
た。
　平成28年度の事業については、廃棄物処理
法見直しの動向など会員企業へ必要とされる
情報の提供や廃棄物処理業に必要とされる研
修などにより、会員企業のリサイクルへの取
組を推進するため、調査研修等事業、指導広
報事業及び社会貢献事業の３事業を公益目的
の継続事業として実施するほか許可申請に関
する講習会、マニフェスト領布等事業、全国
産業廃棄物連合会等との連携事業を実施しま
す。
　また、愛知県の産業廃棄物処理業者による
食品廃棄物の不適正転売事案により、業界の
信頼性が大きく損なわれたことから、同業者
として自ら襟を正すこととし、倫理規定を定
めます。
　また、協会運営の健全化のため、事業の実
施に当たっては経費の節減に努めるとともに
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組織の充実強化に向けて取り組むこととしま
す。
　今治地区においても、協会事業計画に同調
するとともに、地区の活動の強化に努めてい
きます。

１　組織の充実強化
（１）新規会員の加入促進
　　支部組織の一層の充実強化の為に、新規

会員（正会員、賛助会員）の加入促進に取
り組む。最近の景気低迷などにより退会が
増え会員減少の傾向にあるが、協会加入の
メリット作りを本部や行政などに要望して
いく。

（２）総会
　　通常総会を開催し、その年度の事業計画

及び収支予算や役員選考委員の選任などの
承認事項を決議し、協会の発展と会員相互
の研鑽と親睦を図る。

（３）理事会
　　理事会を開催し、重要案件の協議及び報

告事項の質疑などを実施し、支部意見を協

会本部へ伝達して意見反映を要請するとと
もに、会員への情報提供を行う。

２　研修啓発
（１）  講習会を開催し、政省令の改正内容を

習得し、会員の知識や技術の向上を図る。
（２）  協会県外研修等、先進施設見学に積極

的に参加する。
（３）  情報の習得の為に協会ホームページ等

を利用する。

３　不法投棄・不適正処理の防止
（１）  不法投棄防止推進協議会への参加
（２）  各団体の協力を得て、不法投棄パト

ロール及び撤去作業を行い、地域住民への
協会イメ−ジのアップをはかる。

４　行政懇談会
　産業廃棄物の適正処理・法改正等、行政の
担当者と協会員との話し合いの場を作るとと
もに指導を仰ぐ。
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松山地区第４回通常総会の開催

松山地区

開催日：平成28年５月13日㈮
場　所：道後やすらぎ荘
出席者：正会員110名（委任状を含む）
　開会の挨拶
　　田中副会長挨拶
　会長挨拶
　　岡本会長挨拶
　来賓祝辞
　　愛媛県中予保健所長　三木優子様　代理
　　 環境保全課　課　長　室岡　学　  様
　　松山市環境部廃棄物対策課
　 工事担当課長　中西　信夫　様
 主任　柏木　康宏  様
　　一般社団法人　えひめ産業廃棄物協会
 副会長　西山　周　　様

　議　事
　岡本会長が地区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、認され
た。

　　第１号議案　平成27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28年度事業計画（案）
並びに収支予算（案）の承
認に関する件

　閉会の挨拶
　　　　佐々木副会長

　講習会
　　「最近の法改正について」と題して
　　松山市環境部廃棄物対策課　主任　柏木
　康宏  様によって講習会を開催した。　　

　懇親会
　総会終了後同所にて松山地区岡本会長の
挨拶の後、穏やかに懇談し会員相互の懇親
を深めた。
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八幡浜地区第４回通常総会の開催

八幡浜地区

　平成28年５月19日㈭に、八幡浜市の「浜味
館あたご」にて、えひめ産業廃棄物協会　八
幡浜地区の通常総会が開催されました。通常
総会の結果は次の通りです。

議　事
　第１号議案　平成27年度事業報告並びに収

支決算の承認の件
　　　　　　　原案どおり可決承認される
　第２号議案　平成28年度事業計画（案）並び

に収支予算（案）の承認の件
　　　　　　　原案どおり可決承認される
　第３号議案　新入会会員紹介及び退会者報

告
　　　　　　　入会者・・・なし
　　　　　　　退会者・・・１社
　　　　　　　休会者・・・１社
　そ　の　他　南予地方局環境保全課　廃棄

物対策指導係長　松本邦雄様
より、「環境保全課からのお知
らせ」として、不適正処理事例
等、ご講演いただきました。

出席者　出席会員総数45社
　　　　（実出席：18社、委任状出席：27社）
来　賓　愛媛県議会議員　　西田　洋一　様
　　　　愛媛県南予地方局　環境保全課
　　　　　　　　　課　長 福山　忠安　様
　　　　愛媛県南予地方局　環境保全課
　　　　　廃棄物指導係長 松本　邦雄　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
　通常総会後、懇親会を開催し、会員企業同
士の情報交換を行いました。
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第30回アキ缶ポイ捨て防止活動への協力

八幡浜地区

　八幡浜支部では、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28年６月11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（川舞日の浦～鳥越峠付近）県道・市
道沿い

■出席者
約400名（南予地方局八幡浜支局４名、八
幡浜市５名、地元住民約350名、えひめ産
業廃棄物協会八幡浜地区33名）

■実施内容
地域の公民館の清掃活動（第30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 920kg（内訳：可燃ごみ
170kg、不燃ごみ750kg）

　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。
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宇和島地区第４回定時総会の開催

宇和島地区

えひめ産業廃棄物協会　宇和島地区　第４回
定時総会についてご報告いたします。

日　　時　平成28年５月13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　38名
出席者数　33名（委任状出席者含む）

来　賓　者
　南予地方局　健康福祉環境部長
 松　本　　　靖　様
　宇和島保健所 環境保全課長
　　　　　 木　村　　　勝　様
　宇和島保健所 環境保全課 廃棄物指導係長
　　 大　森　　　聡　様
　宇和島警察署　生活安全課長
 山　下　　　力　様
　宇和島海上保安部　警備救難課警備係
 片　山　賢　太　様
　宇和島市役所　市民環境部長
 藤　田　　　良　様
　宇和島市役所　市民環境部　生活環境課長
 黒　田　和　哉　様
　愛南町役場　環境衛生課長補佐
　 山　岡　　　強　様
　松野町役場　建設環境課主任
 藤　薮　亨　史　様
　宇和島商工会議所　事務局長
 二　宮　辰　行　様

　えひめ産業廃棄物協会長
 本　田　　　昭　様
　えひめ産業廃棄物協会　事務局次長
 水　口　定　臣　様

来賓祝辞
　南予地方局　健康福祉環境部長
 松　本　　　靖　様

来賓祝辞
　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27年度事業報告並びに
収支決算、第２号議案の平成28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ついて」　ご講演
をいただきました。
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講　　演
　宇和島警察署 生活安全課長
 山下　力　様　より
「不法投棄など廃棄物事件の現状について」
ご講演をいただきました。

懇　親　会

来　賓　者
　愛媛県議会議員 自民党県連 顧問会長
 中　畑　保　一　様
　南予地方局　健康福祉環境部長
 　松　本　　　靖　様
　宇和島保健所 環境保全課長 
 　木　村　　　勝　様
　宇和島保健所 環境保全課 廃棄物指導係長
 大　森　　　聡　様
　宇和島警察署　生活安全課長　
 山　下　　　力　様

　宇和島市役所 市民環境部長
 　藤　田　　　良　様
　宇和島商工会議所　事務局長
 二　宮　辰　行　様
　愛媛県建設業協会　宇和島地方支部長
 　中　畑　健　右　様
　えひめ産業廃棄物協会長
 　本　田　　　昭　様
　えひめ産業廃棄物協会　事務局次長
 　　水　口　定　臣　様

来賓祝辞
　愛媛県議会議員 自民党県連 顧問会長
 　　中　畑　保　一　様

乾　　杯
　宇和島保健所 環境保全課長 　　　　　　
　　 木　村　　　勝　様
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