
新規会員加入及び退会の承認
（令和元年７月30日現在）

会員の現況
令和元年７月30日

区　　分 H31.4.18 現在 新 規 会 員 退 会 会 員 現 在 数 備　考

正 会 員 381 1 1 381 　

賛 助 会 員 36 1 0 37 　

計 417 2 1 418 　

○ 新規会員（正会員）　　１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

大建管理
　株式会社

代表取締役
　大川　洋平

松山市
来住町1308-9

TEL  089-956-8811
FAX  089-956-8812

県
03802127549
市
8910127549

H33.5.23

H33.5.9

収集
運搬

燃（水製含む（市のみ））、汚（水製
含む（市のみ））、油、ア、プ（水製
含む（市のみ））、紙、木、繊、動植、
ゴ、金（水製含む（市のみ））、ガ（水
製含む（市のみ））、鉱、が、ば（水
ば含む（市のみ））

○ 新規入会申込者（賛助会員）　　１社

事業所･代表者 所在地･TEL･FAX 入会日 事業概要

中央電力
　株式会社

代表取締役
　平野　泰敏

大阪府大阪市中央区
北浜一丁目８番16号

TEL　089-909-7880
FAX　089-909-7881

R1.5.28 電気の売買及び仲介業。電気料金等の請求、集金、回収
及び代行業。受電設備及び発電設備これに附帯する設備
の開発、保守、販売レンﾀル並びに工事の管理及びその
請負等。

○ 休会会員（正会員）　　１社
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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。

大建管理株式会社

　　　代表取締役　大川　洋平

１　入会年月日　　　令和元年５月28日

２　所属地区　　　　松山地区

３　会社住所　　　　松山市来住町1308-９

４　設立年月日　　　昭和56年１月10日

５　従業員者数　　　16名

６　登録車輌台数　　20台

７　事業内容　　　　ビル総合管理、清掃業、一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬業

８　社訓またはモッﾄー

　　　　　　　　　　お客様ひとりひとりに喜ばれる仕事をする。

新入会員紹介
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中央電力株式会社（賛助会員）

　　　代表取締役　平野　泰敏

１　入会年月日　　　令和元年５月28日

２　所属地区　　　　松山地区

３　会社住所　　　　大阪市中央区北浜１丁目８-16

４　設立年月日　　　1994年11月21日

５　従業員者数　　　162名

６　事業内容　　　　 マンション一括受電ｻービｽ事業、電力小売事業、ｴネルギーに関する

ｻービｽ事業

７　社名のいわれ　　 今までバラバラに行っていたこと、ひとりが単独に動いていたこと、そ

れらが、一戸から一棟へ、個人からグループへ孤立から仲間へと、何か

がひとつにまとまることによって、世の中に新しいメリッﾄや価値や幸

せを創り出したい理由から中央電力になりました。

８　社訓またはモッﾄー

　　　　　　　　　　「八方良し」

　　　　　　　　　　 昔の近江商人が大切にしていた商いの心得である「売り手良し、買い手

良し、世間良し」。

　　　　　　　　　　 「八方良し」はこの「三方良し」を一段と広げた言葉で、売り手と買い

手と世間だけではなく、「自分たちの事業に関わるすべての方々を四方

八方360度幸せにしていこう」というものです。
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令和元年度　「委員会」「専門部会」の委員決まる！

　（一社）えひめ産業資源循環協会定款第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。

令和元年８月１日現在

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

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 9 名 7 名 7 名 7 名

担当役員 西山　　周 会長 水口　定臣 専務理事 岩岡　一平 副会長 今井　基博
㈱住共クリｴ
イﾄｻービｽ
ｾンﾀー

委 員 長 西山　　周 ㈱ﾄーﾀｽ・
リーン 富久　大輔 ㈱富久 貴田　敏幸 ㈱みたらい 青野　通久 四国環境 

整備興業㈱

副委員長　岩岡　一平 ㈲伊予開発 濱口　　誠 ㈲吉田町清
掃社 本田　　明 住鉱物流㈱ 小田原大造 ㈱酒井組

委員 今井　基博
㈱住共クリｴ
イﾄｻービｽ
ｾンﾀー

岡部　秀基 酒井興産㈱ 本田　　明 住鉱物流㈱ 本田　　明 住鉱物流㈱

〃 貴田　敏幸 ㈱みたらい 片岡　俊哉 ㈱イージーｴｽ 津吉　伸哉 三共ｴンジニ
アリング㈱ 今川　重喜 四電ビジネｽ㈱

〃 佐々木隆二 ㈲佐々木産業 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 本田　紀彦 大光物産㈱ 青木美智夫 ㈱都クリーン

〃 中畑　孝介 愛媛砂利㈱ 西村　直樹 ㈱西村商事 今城　靖浩 松山容器㈱ 田中　健一 南海産業㈱

〃 西山　　周 ㈱ﾄーﾀｽ・
グリーン 岩田　恭典 ㈱西田興産 安藤東洋治 ㈱西田興産 井上　　剛 ㈲マルイ

〃 岩岡　一平 ㈲伊予開発 濱口　　誠 ㈲吉田町清掃社 中畑　孝介 愛媛砂利㈱ 小田原大造 ㈱酒井組

〃 水口　定臣 専務理事

令和元年度　委員会名簿
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令和元年８月１日現在

区分

医療廃棄物
専門部会

建設廃棄物
専門部会

収集運搬
専門部会

中間処理
専門部会

最終処分
 専門部会

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 7 名 7 名 7 名 7 名 7 名

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 今井
基博

㈱住共クリｴ
イﾄｻービｽ
ｾンﾀー

委 員 長 岩岡
一平 ㈲伊予開発 藤岡

一貴 藤岡建設㈱ 佐々木
隆二 ㈲佐々木産業 今井

基博

㈱住共クリｴ
イﾄｻービｽ
ｾンﾀー

児玉
誠一郎 城東開発㈱

副委員長　 三谷
眞司

グローバ
ル環境ｻ
ービｽ㈱

池田
昌隆 平成産業㈲ 酒井

太郎 酒井興産㈱ 藤堂
真二 栄南産業㈱ 大塚

英雄
㈱クリーン
ダｽﾄ

委　　員 三谷
眞司

グローバ
ル環境ｻ
ービｽ㈱

藤岡
一貴 藤岡建設㈱ 河野

忠文 一宮運輸㈱ 今井
基博

㈱住共クリ
ｴイﾄｻー
ビｽｾン
ﾀー

岡
政道

㈱住共クリｴ
イﾄｻービｽ
ｾンﾀー

〃 髙橋
辰夫 ﾀツミ企業㈲ 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 大塚
英雄

㈱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㈱ 大西
良樹 ㈲ジー・シー・オー 児玉

誠一郎 城東開発㈱ 児玉
誠一郎 城東開発㈱

〃 今城
靖浩 松山容器㈱ 富久

大輔 ㈱富久 佐々木
隆二 ㈲佐々木産業 大西

良樹 ㈲ジー・シー・オー 大野
剛嗣 オオノ開發㈱

〃 野中
正人

㈲クリーン
ｾンﾀー

池田
昌隆 平成産業㈲ 白石

泰雄 ㈱三興 白石
栄治 ㈱ｴコブリッジ 松田

憲和 ㈲松田組

〃 魚谷
克也 あさひ開発㈱ 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㈱

令和元年度　部会委員名簿
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残暑お見舞い申し上げます

令和元年盛夏

会　　長　　西　山　　　周　　　　　副 会 長　　中　畑　孝　介

副 会 長　　岩　岡　一　平　　　　　副 会 長　　今　井　基　博

専務理事　　水　口　定　臣　　　　　理　　事　　貴　田　敏　幸

理　　事　　佐々木　隆　二　　　　　理　　事　　白　石　泰　雄

理　　事　　本　田　　　明　　　　　理　　事　　青　野　通　久

理　　事　　村　上　正　一　　　　　理　　事　　大　野　剛　嗣

理　　事　　濱　口　　　誠　　　　　理　　事　　児　玉　誠一郎

理　　事　　安　藤　東洋治　　　　　理　　事　　髙　橋　辰　夫

理　　事　　富　久　大　輔　　　　　理　　事　　小田原　大　造

理　　事　　大　西　良　樹　　　　　理　　事　　三　谷　眞　司

監　　事　　桑　原　涼　一　　　　　監　　事　　小　池　正　照

監　　事　　佐　伯　直　輝　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局職員一同

（一社）えひめ産業資源循環協会
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 プライズ  んぱいプライズ 

～令和２年度 産業廃棄物処理助成事業～ 
 助成事業とは・・・】 

本財団では、産業廃棄物に関する 3Rの技術開発、環境負荷低減技術の開発、既存の

高度技術を利用した施設設備やその起業化、農林漁業バイオ燃料法及び小型家電リサイ

クル法により認定された研究開発事業者に対して、助成基金を設けて支援しています。 

 助成事業の実施期間は原則 1年以内】 

助成事業の実施期間は、原則として令和 2 年 4 月から 1 年以内とします。ただし、

事業の種類によっては、令和 4年 3月までの最長 2年間の申請も可能です。 

 年間助成額は最高 500万円】 

年間の助成金額は最高 500 万円です。なお、2 年継続し助成事業を希望し選考に合

格した事業については、合計で最高 1,000万円の助成が可能となります。 

応募資格、対象となる事業は当財団ホームページをご参照ください。 

《応募手続き》 

(1) 助成事業申請書類の入手方法 

募集内容の詳細及び助成事業申請書類の様式は、本財団のホームページからダウ

ンロードしてご利用下さい。 

http://www.sanpainet.or.jp/service02.php?id=15 
  

(2) 応募方法 

記入要領を参考に申請書を作成し、申請に必要な書類とともに下記の応募先に郵

送して下さい。 

 

(3) 応募締切日 

令和元年９月 30日（月） 消印有効 

※ 応募前の事前相談を必ず行ってください。 

※ ご提出いただいた書類等は返却いたしません。また、申請書に記載いただいた内容については、

当財団の個人情報保護方針に準じて個人情報と同等に取扱わせていただきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

お気軽にお問い合わせください。 

募 集 

〈応募先・お問い合わせ先〉 

〒105-0001  東京都港区虎ノ門 1丁目 1番 18号 ヒューリック虎ノ門ビル 10階 

公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 技術部（担当：齋喜、長田） 

TEL：03-4355-0155 FAX：03-4355-0156 URL：http://www.sanpainet.or.jp 

E-mail：info@sanpainet.or.jp 

 さんぱい 助成 検 索 

クリック！ 

協会だより

120

えひめの資源循環 ● No.２



協会だより

121

えひめの資源循環 ● No.２



協会だより

122

えひめの資源循環 ● No.２



協会会議及び行事録

令和元年５月８日㈬

第１回企画広報委員会

（於　松山市　協会会議室）

令和元年５月９日㈭

事務局責任者会議

（於　徳島市　徳島グランヴィリオホテル）

令和元年５月13日㈪

第７回宇和島地区定時総会

（於　宇和島市　ホテルクレメンﾄ宇和島）

令和元年５月17日㈮

第７回西条地区定時総会

（於　新居浜市　リーガロイヤルホテル新居浜）

令和元年５月21日㈫

第７回八幡浜地区通常総会

（於　八幡浜市　浜味館あたご）

令和元年５月21日㈫

全国産業資源循環連合会青年部協議会四国ブ

ロック第11回通常総会

（於　松山市　国際ホテル松山）

令和元年５月22日㈬

第７回今治地区定時総会

（於　今治市　今治国際ホテル）

令和元年５月23日㈭

全産連第１回中間処理部会運営委員会

（於　東京都　連合会会議室）

令和元年５月28日㈫

第７回定時総会

（於　松山市　メルパルク松山）

令和元年６月３日㈪

第１回事業審査会

（於　松山市　協会会議室）

令和元年６月４日㈫

第58回四国地域協議会

（於　徳島市　徳島グランヴィリオホテル）

令和元年６月12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）

令和元年６月13日㈭

全産連第９回定時総会

（於　東京都　明治記念館）
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令和元年６月25日㈫

愛媛県建設産業団体連合会第34回通常総会及

び愛媛県建設産業団体暴力追放対策協議会第

32回通常総会

（於　松山市　国際ホテル松山）

令和元年６月28日㈮

低炭素社会の実現に向けて

～再エネ主力電源化における廃棄物発電～

（於　東京都　北とぴあ　つつじホール）

令和元年７月４日㈭

第１回事業委員会

（於　松山市　協会会議室）

令和元年７月９日㈫

新居浜市災害廃棄物処理計画書に対する意

見・要望協議

（於　新居浜市　新居浜市役所会議室）

令和元年７月10日㈬～11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）

令和元年７月18日㈭

第１回安全衛生委員会

（於　松山市　協会会議室）

令和元年７月19日㈮

全産連青年部協議会第11回全国大会

（於　高松市　ｻンポーﾄホール高松）

令和元年７月23日㈫

えひめ産業資源循環協会西条地区第２回理事会

（於　新居浜市　丹羽）

令和元年７月24日㈬

平成31年度優良産業廃棄物処理業者育成研修

「産業廃棄物処理実務者研修」

（於　松山市　リジェール松山）

令和元年７月26日㈮

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）

令和元年７月30日㈫

第２回総務委員会

（於　松山市　協会会議室）

令和元年７月30日㈫

第３回理事会

（於　松山市　協会会議室）
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