
新規会員加入及び退会の承認
（平成29年₇月29日現在）

会員の現況
平成29年₇月29日

区　　分 H29.₄.21現在 新 規 会 員 退会会員 現 在 数 備　　　考

正… 会… 員 378 2 0 380 　

賛 助 会 員 37 0 0 37 　

計 415 2 0 417 　

○ 新規会員（正会員）　　₂社
事業所･代表者 所在地･電話･FAX 許可番号 許可有効期限 業種 取扱品目

株式会社
トﾗッｼュｿリューｼｮﾝｽﾞ

代表取締役
　夏山　峯一

愛媛県松山市
南吉田町2510番地₁

ＴＥＬ　089-971-1936
ＦＡＸ　089-971-1900

県
3802134620
県
3852134620

松山市
8910134620
松山市
8920134620

H34.₄.12

H34.₂.16

H34.₄.₈

H34.₃.25

収運

中間

特管
収運

燃，汚，油，酸，ア，プ
（石綿含む）紙，木，
繊，動植，ゴ，金，ガ，
（石綿含む），が（石
綿含む）

金（圧縮）
金，プ，ガ，ゴ，木，
紙，繊（破砕）

廃油，廃酸，廃アル
カリ，特定有害産業
廃棄物（燃え殻，ば
いじん）廃石綿等，
感染性産業廃棄物

有限会社
　山海興産

代表者
　渡部　勝宣

愛媛県松山市
畑寺一丁目₄番21号

ＴＥＬ　089-998-7275
ＦＡＸ　089-998-7276

県
3802041322 H33.₉.26 収運

汚，油，プ（石綿含
む），紙，木，繊，ゴ，
金，ガ，鉱，が（石綿
含む）
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はじめまして�新入会員です。よろしくお願い致します。

株式会社　鈴木建設
　　代表取締役　鈴木　貴雄

₁　設立年月日　　昭和33年₂月₁日

₂　従業員者数　　18名

₃　登録車輌台数　₆台

₄　事業内容　　　土木・建築業

₅　社名のいわれ
　　名前からきております。

₆　社　　訓　　　地域の発展に尽くす
　

株式会社　トラッシュソリューションズ
　　　代表取締役　夏山　峯一

₁　設立年月日　　昭和19年₃月₆日

₂　従業員者数　　23名

₃　登録車輌台数　20台

₄　事業内容　　　産業廃棄物処分業

新入会員紹介
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氏名 所属企業名 氏名 所属企業名 氏名 所属企業名 氏名 所属企業名

委員数

担当役員 西山　周 会長 水口　定臣 専務理事 岩岡　一平 副会長 村上　正一 副会長

委員長 村上　正一 ㈱イージーエス 大森　貴史 ㈲滝野産業 貴田　敏幸 ㈱みたらい

副委員長 中畑　孝介 愛媛砂利㈱ 岡本　智弘 三共産業㈱ 佐々木隆二 ㈲佐々木産業

　

委員 近藤　雅美 一宮運輸㈱ 岡部　秀基 酒井興産㈱ 今井　基博
㈱住共クリーン
センター

近藤　雅美 一宮運輸㈱

〃 貴田　敏幸 ㈱みたらい 片岡　俊哉 ㈱ｲｰｼﾞｰｴｽ 津吉　伸哉
三共エンジニア
リング㈱

土井　洋志 四電ビジネス㈱

〃 田中　眞二 東洋容器㈲ 貴田　順一 ㈱みたらい 貴田　敏幸 ㈱みたらい 青野　通久
四国環境
整備興業㈱

〃 白石　泰雄 ㈱三興 富久　大輔 ㈱富久 佐々木隆二 ㈲佐々木産業 青木美智夫 ㈱都クリーン

〃 中畑　孝介 愛媛砂利㈱ 岡本　智弘 三共産業㈱ 今城　靖浩 松山容器㈱ 田中　健一 南海産業㈱

〃 西山　周 ㈱ﾄｰﾀｽｸﾞﾘｰﾝ 岩田　恭典 ㈱西田興産 西田　圭三 ㈱西田興産 松本　忠正 中央建設㈱

〃 岩岡　一平 ㈲伊予開発 大森　貴史 ㈲滝野産業 中畑　孝介 愛媛砂利㈱ 濱口　誠
㈲吉田町清掃
社

〃 村上　正一 ㈱イージーエス

〃 水口　定臣 専務理事

〃

〃

区分

総務委員会 企画広報委員会 事業委員会 安全衛生委員会

協会だより

平成29年度　「委員会」「専門部会」の委員決まる！
　（一社）えひめ産業廃棄物協会定款第4条に掲げる事業を適正、かつ円滑に実施するため、同第45条及び「委員会設置規
程」、同第46条及び「部会設置規程」に基づき各地域から推薦された構成員を協会長の委嘱により決定した。

平成29年度　委員会名簿
平成29年8月22日現在

9名 7名 7名 7名
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氏名 所属企業名 氏名 所属企業名 氏名 所属企業名 氏名 所属企業名 氏名 所属企業名

委員数

担当役員 水口　定臣 専務理事 中畑　孝介 副会長 岩岡　一平 副会長 中畑　孝介 副会長 村上　正一 副会長

委員長 岩岡　一平 ㈲伊予開発 大野　剛嗣 オオノ開發㈱ 佐々木隆二 ㈲佐々木産業 今井　基博
㈱住共クリーン
センター

西田　圭三 ㈱西田興産

副委員長 三谷　眞司
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ環境
ｻｰﾋﾞｽ㈱

松本　忠正 中央建設㈱ 酒井　太郎 酒井興産㈱ 越智　章司 ㈱西坂組 青野　和彦
㈱クリーンダス
ト

　

委員 三谷　眞司
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ環境
ｻｰﾋﾞｽ㈱

藤岡　一貴 藤岡建設㈱ 曽根　良章 一宮運輸㈱ 今井　基博
㈱住共クリーン
センター

岡　　政道
㈱住共クリーン
センター

〃 池永　英樹 ㈱ｲｰｼﾞｰｴｽ 羽渕　文治 大正リメイク㈱ 酒井　太郎 酒井興産㈱ 小林　進也 ㈱イージーエス 青野　和彦
㈱クリーンダス
ト

〃 貴田　順一 ㈱みたらい 越智　章司 ㈱西坂組 海野尾武志 ㈲きたむら運送 越智　章司 ㈱西坂組 越智　功一 成功開発㈱

〃 岩岡　一平 ㈲伊予開発 大野　剛嗣 オオノ開發㈱ 岸本　啓一 ㈱長崎商事 児玉誠一郎 城東開発㈱ 岸本　啓一 ㈱長崎商事

〃 今城　靖浩 松山容器㈱ 富久　大輔 ㈱富久 佐々木隆二 ㈲佐々木産業 小倉　澄夫
㈲大宝砕石工
業

大野　剛嗣 オオノ開發㈱

〃 野中　正人
㈲クリーン
センター

松本　忠正 中央建設㈱ 白石　泰雄 ㈱三興 白石　栄治
㈱ブリッジ
カンパニー

西田　圭三 ㈱西田興産

〃 大森　貴史 ㈲滝野産業 藤堂　真二 栄南産業㈱ 濱口　誠
㈲吉田町清掃
社

藤堂　真二 栄南産業㈱ 魚谷　克也 あさひ開発㈱

〃

〃

〃

〃

平成29年度　部会委員名簿

区分

医療廃棄物
専門部会

建設廃棄物
専門部会

最終処分
専門部会

中間処理
専門部会

収集運搬
専門部会

7名 7名 7名7名

平成29年8月1日現在

7名
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残暑お見舞い申し上げます

平成29年盛夏
（一社）えひめ産業廃棄物協会

会　　長　　西　山　　　周　　　　　副 会 長　　中　畑　孝　介

副 会 長　　村　上　正　一　　　　　副 会 長　　村　上　正　一

専務理事　　水　口　定　臣　　　　　理　　事　　岸　本　啓　一

理　　事　　貴　田　敏　幸　　　　　理　　事　　佐々木　隆　二

理　　事　　白　石　泰　雄　　　　　理　　事　　大　森　貴　史

理　　事　　西　田　圭　三　　　　　理　　事　　本　田　　　明

理　　事　　青　野　通　久　　　　　理　　事　　大　野　剛　嗣

理　　事　　今　井　基　博　　　　　理　　事　　濱　口　　　誠

理　　事　　近　藤　雅　美　　　　　理　　事　　永　井　憲　一

理　　事　　田　中　眞　二　　　　　理　　事　　児　玉　誠一郎

監　　事　　青　木　美智夫　　　　　監　　事　　桑　原　涼　一

監　　事　　佐　伯　直　輝

事務局職員一同
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協会会議及び行事録
平成29年₅月10日㈬
第₁回企画広報委員会
（於　松山市　協会会議室）

平成29年₅月11日㈭
事務局責任者会議
（於　徳島市　徳島ワシントンホテルプラザ）

平成29年₅月12日㈮
青年部会第₅回通常総会
（於　松山市　国際ホテル松山）

平成29年₅月15日㈪
（一財）愛媛県廃棄物処理センター理事会
（第1回）
（於　松山市　愛媛県水産会館）

平成29年₅月16日㈫
八幡浜地区第₅回通常総会
（於　八幡浜市　浜味館あたご）

平成29年₅月18日㈭
全産連第₁回法制度対策委員会
（於　東京都　連合会会議室）

平成29年₅月19日㈮
西条地区第₅回定時総会
（於　新居浜市　リーガロイヤルホテル新居浜）

平成29年₅月22日㈪
今治地区第₅回通常総会
（於　今治市　今治国際ホテル）

平成29年₅月26日㈮
松山地区第₅回通常総会
（於　松山市　メルパルク松山）

平成29年₅月29日㈪
第₅回定時総会
（於　松山市　メルパルク松山）

平成29年₅月29日㈪
第₂回理事会
（於　松山市　メルパルク松山）

平成29年₆月₁日㈭
第54回四国地域協議会
（於　徳島市　徳島ワシントンホテルプラザ）

平成29年₆月₆日㈫
青年部会第₂回幹事・監事合同会議
（於　松山市　協会会議室）

平成29年₆月10日㈯
四国ブロック青年部協議会第₉回通常総会
（於　高松市　リーガホテルゼスト高松）

平成29年₆月13日㈫
第₁回三役会
（於　松山市　協会会議室）

平成29年₆月14日㈬
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（更新）収集・運搬
課程
（於　松山市　リジェール松山）

平成29年₆月15日㈭
全産連青年部協議会第18回通常総会
（於　東京都　明治記念館）
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平成29年₆月16日㈮
全産連第₇回定時総会
（於　東京都　明治記念館）

平成29年₆月20日㈫～21日㈬
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会

（新規）収集・運搬課程
（於　松山市　リジェール松山）

平成29年₇月₅日㈬
愛媛県受託産業廃棄物処理実務者研修会
（於　松山市　リジェール松山）

平成29年₇月10日㈪
第₂回総務委員会
（於　松山市　協会会議室）

平成29年₇月26日㈬
愛媛県受託電子マニフェスト加入促進
導入実務研修会・操作体験セミナー
（於　松山市　松山市生涯学習センター）

平成29年₇月28日㈭
平成29年度
第₁回全国正会員事務局責任者会議
（於　東京都　アジュール竹芝）

平成29年₇月29日㈯
第₃回理事会
（於　松山市　協会会議室）

平成29年₇月29日㈯
山本大臣を囲む会
（於　松山市　松山全日空ホテル）
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