
第６回西条地区定時総会の開催

西条地区

　去る５月18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６回定
時総会を開催し、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　井関浩一様、東予地方局環境
保全係長　三宅裕次様、四国中央保健所衛生
環境課長　高橋充様、新居浜市環境部ごみ減
量課長　松木伸様、愛媛県新居浜警察署生活
安全課上席係長　村上哲也様、えひめ産業廃
棄物協会会長　西山周様、専務理事　水口定
臣様にご出席賜り、西山会長からは協会を代
表しての挨拶、井関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、平成30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29年度事業報告と収取決算

の承認
第２号議案　…平成30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30年度　「第32回新居浜市市民一斉清掃」

西条地区

　平成30年７月22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32
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。

　当日は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４台の車両を提供させてい
ただきました。
　今後も協会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６回定時総会の開催

今治地区

１．開催日　平成30年５月22日㈫
２．場　所　今治国際ホテル……ダイヤモンド（２階）
３．出席者　正会員41名（委任状含む）
４．開会の挨拶
　　貴田地区長挨拶
５．来　賓
　　愛媛県東予地方局…健康福祉環境部
　　　　　　　環境保全課

　　　　課　長　　福山　忠安　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　　西山　　周　殿

　　　専務理事　　水口　定臣　殿
6．議　事
　　第１号議案　…平成29年度事業報告につい

て
　　第２号議案　…平成29年度決算報告・監査

報告について
　　第３号議案　…平成30年度事業計画（案）

について
　　第４号議案　…平成30年度収支予算（案）

について
　　第５号議案　その他
　貴田地区会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．講　演　　
　「平成30年度　労働災害防止計画について」
　「各種補助金について」

　講　師　一般社団法人えひめ産業廃棄物協会
専務理事　　水口　定臣　殿

８…．懇親会に移り、貴田地区会長の挨拶に続
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。

９．平成30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30年度の事業については、廃棄物処
理法改正など会員企業へ必要とされる情報
の提供、廃棄物処理業に必要とされる研修
会開催、会員企業のリサイクルへの取組を
推進するための研究会等、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、マニフェスト頒
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、「えひめ産業廃棄物協会における
平成29年度労働災害防止計画」を策定した
ことから、会員企業が一体となり労働災害
防止対策を積極的に推進し、会員企業の安
全衛生水準のなお一層の底上げができるよ
うに労働安全衛生対策に取り組みます。
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　…　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、地区活動の強化に努めて
いきます。

１　組織の充実強化
　⑴　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。

　⑵　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。

　⑶　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
　⑴…　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。

　⑵…　協会県外研修等、先進施設見学に積極
的に参加する。

　⑶…　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
　⑴　不法投棄防止推進協議会への参加
　⑵…　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
の協会イメー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６回通常総会の開催

松山地区

開催日：平成30年５月17日㈭
場　所：メルパルク松山　松山市道後姫塚123‒２
出席者：正会員107名（委任状を含む）
　１．開会の辞　　田邨副会長挨拶
　２．会長挨拶　　田中会長挨拶
　３．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　主幹　宇髙　真行　様　　　係長　笠原　啓治　様
　　　　松山市環境部廃棄物対策課
　　　　　　　　　　　　課長　門田　竜司　様　　　主幹　中矢　雄次　様
　　　　　　　　　　　　主任　佐伯　弘幸　様
　　　　一般社団法人　えひめ産業廃棄物協会　
　　　　　　　　　　　　会長　西山　　周　様
　４．議　事
　…　　　田中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
　５．閉会の辞　　佐々木副会長

　《研修会》
　開催日：平成30年５月17日㈭
　場　所：メルパルク松山
　　　　　松山市環境部廃棄物対策課　　主任　佐伯　弘幸　様
　　　　　…（事業系ごみ及びPCB廃棄物の適正処理について）と題して講演して頂きました。

西山　本会会長挨拶 研修会
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不法投棄防止合同パトロール及び第43回市民大清掃

松山地区

《不法投棄防止合同パトロール》
　松山市廃棄物対策課
　…『全国ごみ不法投棄監視ウィーク』期間中
関係機関と合同で行っています啓蒙パレー
ド及び投棄物の回収作業に参加
　実施日時　平成30年６月１日㈮
　出　発　式　松山市庁舎正面玄関前広場
　　…対策課課長挨拶につづき松山地区田中会
長挨拶の後、担当者から注意事項等説明
があり２班に分かれ出発した　　　

　啓発巡回パレード
　　…白バイを先頭に松山地区塵芥車、松山市

清掃課車両で車列を作り、松山市内を啓

蒙パレードし、又　監視パトロール及び
清掃回収活動を松山市和泉南３丁目小野
川南岸の土手沿いにて監視及び不法投棄
物撤去活動

　　廃棄物　約610kg回収
　２班合計　　参加者　60名　　車両　21台
　
参加機関
　…環境省高松事務所、松山東警察署、愛媛県
中予地方局建設部、えひめ産業廃棄物協会
松山地区、愛媛県建設業協会松山支部、松
山市空港港湾課、松山市環境部

《第43回市民大清掃》　　
　松山市環境モデル都市推進課
　　雨天中止　　平成30年７月８日㈰

田中松山地区会長挨拶 松山市清掃課車両につづく会員車両
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八幡浜地区第６回通常総会の開催

八幡浜地区

　平成30年５月23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29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30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・・・１社
　　　　　　　　　退会者・・・２社
　… 第４号議案　その他
　… … 　　　…南予地方局環境保全課　廃棄物対策指導係長　吉見秀寿様より、「環境保

全課からのお知らせ」として、不適正処理事例、廃棄物処理法改正につ
いて、水銀使用製品産業廃棄物についてご講演いただきました。

　… … 　　　…えひめ産業廃棄物協会専務理事　水口定臣様より、労働災害防止計画及
び補助金についてご講演いただきました。

　
出席者　出席会員総数49社（実出席：18社、委任状出席：27社）
来　賓　愛媛県南予地方局　八幡浜支局　保健統括監（所長）　河野　英明　様
　　　　愛媛県南予地方局　環境保全課　課長… … 　　　…鎌田　俊司　様
　… 　愛媛県南予地方局　環境保全課　廃棄物指導係長　　…吉見　秀寿　様
　… 　えひめ産業廃棄物協会　　　　　会長　　　　　　　…西山　　周　様
　　　　えひめ産業廃棄物協会　　　　　専務理事　　　　　……水口　定臣　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32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30年６月９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）
　・各地区の県道、市道沿い
■出席者
　約230名（南予地方局八幡浜支局５名、八
幡浜市６名、地元住民約200名、えひめ産業
廃棄物協会八幡浜地区26名）
■実施内容
　地域の公民館の清掃活動（第32回アキ缶ポ
イ捨て防止活動）に協力して、道路下の斜面
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
○…　投棄されていた廃棄物（主に、弁当がら、
空缶、空瓶、ペットボトル、等の一般廃棄
物）を撤去、回収し適正に処分した。

　…回収量：1,150kg　内訳：可燃ごみ730kg、
不燃ごみ420kg

　…（内、協議会（産廃協会・保健所）回収分）
　…回収量：590kg　内訳：可燃ごみ410kg、
不燃ごみ180kg）

○…　通行中のドライバー等に、不法投棄防止
の啓発を行うことができた。

○…　地域の清掃活動に協力して実施すること
で、参加した小中学生に対し、不法投棄防
止の啓発を行うことができた。

〇…　八幡浜市、愛媛県南予地方局等関係機関
と協力しあうことにより連携を強化できた。
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宇和島地区第６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６回定
時総会についてご報告いたします。

日　　時　平成30年５月７日㈪
場　　所　ホテルクレメント宇和島
　　　　　宇和島市錦町10‒１
出席者数　正会員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

　　　　　部長　西崎　健志　様
　　　　　宇和島保健所

所長　廣瀬　浩美　様
　　　　　鬼北町役場

　　　　　町長　兵頭　誠亀　様
　　　　　宇和島市役所　市民環境部

部長　田邑　高浩　様
　　　　　えひめ産業廃棄物協会

会長　西山　　周　様
　　　　　えひめ産業廃棄物協会

専務理事　水口　定臣　様
来賓祝辞　南予地方局　健康福祉環境部

部長　西崎　健志　様
　…〃　　…えひめ産業廃棄物協会

　　　　会長　西山　　周　様

議　　事　第１号議案　…平成29年度事業報告
並びに収支決算

　　　　　第２号議案　…平成30年度事業計画
（案）並びに収支予
算（案）

議事結果　…第１号および第２号議案につきま
しては審議の結果、原案の通り全
会一致で可決され、ご承認をいた
だきました。

講　　演　…総会終了後には以下の皆様からご
講演をいただきました。

　　　　　…宇和島保健所…環境保全課
廃棄物指導係長　上林　雅知　様

　　　　　　「廃棄物処理法の改正について」
　　　　　…宇和島警察署…生活安全課

上席係長　毛利　光博　様
　　　　　　「廃棄物犯罪の現状について」　
　　　　　えひめ産業廃棄物協会

専務理事　水口　定臣　様
　　　　　　「労働災害防止計画などについて」

以…上
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