
西条地区

第７回　西条地区定時総会の開催について

　去る５月17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７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　井関有貴様、東予地方局環境

保全課長　坂東成純様、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　加藤大和様、愛媛県新居浜警察署生活

安全課長　中野真一様、えひめ産業資源循環

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、2019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　 2018年度事業報告並びに収支

決算の承認に関する件

第２号議案　 2019年度事業計画（案）並び

に収支予算（案）の承認に関す

る件

第３号議案　名称変更に関する件

第４号議案　 任期満了に伴う役員改選に関す

る件

【総会】

【懇親会】
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西条地区

令和元年度　「第33回新居浜市市民一斉清掃」

　令和元年７月28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

33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。

　ここ最近の天候不順の中、当日は晴天に恵

まれ、多数の市民の皆様、自治会や企業が参

加されました。

　えひめ産業資源循環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

今治地区第7回定時総会の開催

１．開催日　　令和元年５月22日㈬

２．場　所　　今治国際ホテルローズ（２階）

３．出席者　　正会員　35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　　永 井 健 二　殿

 廃棄物指導係　　 　　　　　　

 係　　長　　真 鍋 謹 伸　殿

　　一般社団法人 えひめ産業資源循環協会

 専務理事　　水 口 定 臣　殿

６．議　事

　　第１号議案　 平成30年度事業報告につ

いて

　　第２号議案　 平成30年度決算報告・監

査報告について

　　第３号議案　 令和元年度事業計画（案）

について

　　第４号議案　 令和元年度収支予算（案）

について

　　第５号議案　 任期満了に伴う、役員改選

について

　　第６号議案　名称変更について

　　第７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 ．2019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。

　 　2019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

推進するための調査研究、災害廃棄物への

対応検討等、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、マニフェｽﾄ領布等事業、

全国産業資源循環連合会等との連携事業を

実施します。

　 　また、2019年度はえひめ産業資源循環

協会労働災害防止計画の目標年度となるた

め、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
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働安全衛生対策に取り組みます。

　 　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、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－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

不法投棄防止合同パトロール及び第44回市民大清掃

《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　　令和元年５月31日㈮　13：00～15：00

出　 発　 式　　松山市大街道２丁目（大街道商店街）

　　　　　　　　 松山市環境部長挨拶につづき松山地区佐々木会長挨拶

　　　　　　　　 担当者から参加者紹介後、注意事項等の説明があり啓発パレードに出発

　　　　　　　　 大断幕を先頭に環境部長、松山地区、環境省と並びパレードを行った。

　　　　　　　　 大街道商店街（一番町）→千舟町→湊町銀天街→銀天街（市駅側）

監視パﾄロール及び清掃回収活動

　　　　　　　　 松山市西垣生町　今出港周辺３か所不法投棄物撤去活動

　　　　　　　　松山地区会員　　10名　　　

参　加　機　関　　環境省四国事務所、松山東警察署、愛媛県中予地方局

　　　　　　　　えひめ産業資源循環協会松山地区、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（６課）
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《第44回市民大清掃》　　松山市環境モデル都市推進課

　松山市民が清掃活動で回収し公民館等の集積場に集めた廃棄物を松山地区会員車両がビンカ

ンは松山容器（株）、可燃ごみ他は松山市クリーンｾンﾀーまで収集運搬し、大きな問題もな

く終了。

実 施 日　　令和元年７月14日㈰

参加車両　　ビンカン収集車両　11台　地区会員企業協力

　　　　　　可燃ごみ　　〃　 　２台　　　　〃

人　　員　　会員　　　　　　　25名

範　　囲　　松山地区担当　　　松山市内　13ルーﾄ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　103ヶ所の集積場所から回収運搬
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八幡浜地区

第７回八幡浜地区通常総会の開催

　令和元年５月21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　 2018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　2019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 　（有）二宮建設

　　　　　　　　　退会者・・・なし

　　　　　　　　　休会者・・・なし

　　　第４号議案　名称変更

　　　　　　　　　「えひめ産業資源循環協会八幡浜支地区」に変更承認される

　　　第５号議案　役員選任

　　　　　　　　　執行部案にて可決承認される

　　　そ　の　他　 愛媛県南予地方局環境保全課、えひめ産業資源循環協会より、お知らせが

ありました。

出席者　出席会員総数46社（出席：21社、委任状出席：25社）

来　賓 　愛媛県南予地方局　八幡浜保険所　所長　　　　　　竹内　　豊　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　英寿　様

 　えひめ産業資源循環協会　　　　　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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総会の様子

白石会長あいさつ

懇親会の様子

 保健所長ごあいさつ

環境保全課からのお知らせ
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八幡浜地区

アキ缶等ポイ捨て防止活動実施状況

　八幡浜地区では、令和元年６月８日に第33回あき缶ポイ捨て防止活動に協力し、清掃作業

を行いました。

事 業 名 第33回アキ缶等ポイ捨て防止活動

実 施 主 体 主催：双岩地区公民館　　協力：八幡浜市生活環境課

実 施 日 時 令和元年６月８日㈯　９：00～10：00

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

出席者氏名 ・南予地方局八幡浜支局(八幡浜保健所)（３人）　

・産業資源循環協会八幡浜地区会員（35人）

・八幡浜市（６人）

・地元住民（小・中学校児童生徒、老人クラブ・実年会会員等）

計約280人

実 施 内 容 　地域の公民館の清掃活動（第33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：1,040kg　内訳：可燃ごみ500kg、不燃ごみ540kg

　

○　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。

地区だより

106

えひめの資源循環 ● No.２



107

えひめの資源循環 ● No.２



宇和島地区

第７回宇和島地区定時総会の開催

　えひめ産業廃棄物協会宇和島地区第７回定

時総会を開催いたしました。

　総会議事の議案および結果は以下の通りで

あります。

日　　時　令和 元年５月13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35名（委任状を含む）

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　冨 田 直 明　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

　　　　　えひめ産業資源循環協会

会　長　西 山 　 周　様

　　　　　えひめ産業資源循環協会

　　　　　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

　 〃 　　えひめ産業資源循環協会

　　会　長　西 山 　 周　様

議　　事　第１号議案　 平成30年度事業報

告並びに収支決算

　　　　　第２号議案　 令和元年度事業計画

(案)並びに収支予算

(案)

　　　　　第３号議案　役員の選任

　　　　　第４号議案　 地区規約第１条（名

称）等の変更

議事結果　 第１号議案の平成30年度事業報

告並びに収支決算、第２号議案の

令和元年度事業計画(案)並びに収

支予算(案)、第３号議案の役員の

選任第４号議案の地区規約第１条

（名称）等の変更について審議し

た結果、第１～３号議案は全会一

致、第４号議案は出席会員の３分

の２以上で可決され、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

　　　　　　「平成30年７月豪雨で発生した

 災害廃棄物の処理について」

　　　　　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」　
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令和元年度　地区役員名簿
令和元年５月28日

西　条 ( ５/17) 今　治 ( ５/22)

職　　名 氏　　名 所属企業名 氏　　名 所属企業名

地 区 会 長 今井　基博 ㈱住共クリエイトサービスセンター 貴田　敏幸 ㈱みたらい

副地区会長 本田　　明 住鉱物流㈱ 海野尾武志 ㈲きたむら運送

〃 髙橋　辰夫 タツミ企業㈲ 青野　通久 四国環境整備興業㈱

理 　 事 今川　重喜 四電ビジネス㈱西条事業所 越智　和美 成功開発㈱

〃 津吉　伸哉 三共エンジニアリング㈱ 越智　章司 ㈱西坂組

〃 大石　隆憲 ㈱日本有機四国 二宮　幸人 ㈲二宮建材

〃 笠嶋　佑介 ( 協 ) クリーンプラザ 加藤　悟司 日本道路㈱今治アスコン

〃 向井　利幸 ㈱フロンティアサービス四国 高橋　伸也 伸栄産業㈱

〃 三谷　眞司 グローバル環境サービス㈱

〃 河野　忠文 一宮運輸㈱四国支社

〃 桑原　涼一 桑原運輸㈱

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

監 　 事 村上　正一 ㈱イージーエス 山内　　司 ﾏルﾏストリグ㈱

〃 酒井　太郎 酒井興産㈱ 清水　秀樹 ㈲清水組

地区だより
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松　山 ( ４/26) 八幡浜 ( ５/21)

職　　名 氏　　名 所属企業名 氏　　名 所属企業名

地 区 会 長 佐々木隆二 ㈲佐々木産業 白石　泰雄 ㈱三興

副地区会長 大西　良樹 ㈲ジー・シー・オー 安藤東洋治 ㈱西田興産

〃 富久　大輔 ㈱富久 松田　憲和 ㈲松田組

理 　 事 西山　　周 ㈱トータス・グリーン 松本　知也 松本建設㈱

〃 田中　眞二 東洋容器㈲ 松本　忠正 中央建設㈱

〃 田邨　佳典 松美産業㈱ 白石　栄治 エコブリッジ㈱

〃 岡本　智弘 三共産業㈱ 菊池　弘昌 アサヒ資源㈱

〃 岩岡　一平 ㈲伊予開発 野中　正人 ㈲クリーンセンター

〃 大野　剛嗣 オオノ開発㈱ 池田　昌隆 平成産業㈲

〃 本田　紀彦 大光物産㈱

〃 藤久　睦夫 富士環境㈱

〃 西村　直樹 ㈱西村商事

〃 青木美智夫 ㈱都クリーン

〃 小倉　澄夫 ㈲大宝砕石工業

〃 田中　健一 南海産業㈱

〃 今城　靖浩 松山容器㈱

〃 小池　正照 ㈱カネシロ

〃 三浦雄三郎 ㈱三浦組

監 　 事 児玉誠一郎 ㈱城東開発 井上　　剛 ㈲ﾏルイ

〃 西原　義定 ㈱西原資源 渡邊　裕文 渡辺興業㈱
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宇和島 ( ５/13)

職　　名 氏　　名 所属企業名

地 区 会 長 中畑　孝介 愛媛砂利㈱

副地区会長 広瀬　昌弘 ㈱広瀬建設

〃 濱口　　 誠 ㈲吉田町清掃社

理 　 事 魚谷　克也 あさひ開発㈱

〃 小田原大造 ㈱酒井組

〃 羽田　保恵 ㈱羽田建設

〃 吉田　公也 吉興㈱

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

監 　 事 船田　博文 船田運送㈲

〃 藤堂　真二 栄南産業㈱
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