
第９回定時総会会長あいさつ

一般社団法人えひめ産業資源循環協会

 会長　　西　山　　　周

　この梅雨空のもと、そしてコロナ禍の非常

に窮屈な中、お集まりいただきまして誠にあ

りがとうございます。

　この一年を振り返りますと、やはりコロナ

禍の制約の中での個人の生活や事業であった

のではないかと思います。

　こういうパンデミック、感染爆発になりま

すと、我々の業界は公衆衛生、医療の両方の

面からも多大な貢献をしているのではないか

と思いますが、協会組織の充実という点では

非常に苦戦しておりますし、各社においても

非常に苦しい点も多々あると思います。

　しかし我々の業界は、災害廃棄物での県、

市町との一括協定や、３Ｒの事業など、行政

との共通な事業を営むわけですから、そうい

う方々との綿密な繋がりや、世間に対する貢

献が欠かせない事業であります。

　メリットという言葉がありますが、メリッ

トよりも使命感を見ているのではないかと

思っておりますし、そこから世間の方々の、

この仕事に携わっている人たちへの見る目も

変わるのではないかと思います。

　コロナ禍ではありますが、このように総会

が開けることは良かったと思いますが、本日

は昨年に引き続き変則な形での総会の開会に

なりましたこと、ご理解とご協力を本当に感

謝しております。

　また、本日はいくつか議題がございますし、

その後理事会もございますので、迅速かつ慎

重なご審議を頂戴できれば幸甚です。何卒宜

しくお願い致します。
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第９回定時総会

　第９回定時総会は、コロナウイルス感染症

対策のため、書面による議決権の行使方式に

より、規模を縮小して令和３年５月28日㈮

ホテルメルパルク松山で正会員380名のうち

230名（出席17名書面決議213名）が出席

して開催された。

　岩岡副会長の開会宣言があり、続いて、会

員の物故者に対し黙祷を捧げた。

　西山会長の開会挨拶の後、議事の審議を

行った。

議　　事

第１号議案　�令和２年度事業報告並びに収支

決算の承認に関する件

（報告事項）　�令和３年度事業計画並びに収支

予算の報告に関する件

第２号議案　�役員の選任に関する件

第３号議案　�総会決議事項の補正変更の委任

に関する件

　各議案ともに審議の結果、原案どおり承認

され、本田理事による閉会挨拶で終了した。

　総会終了後西山会長より、愛媛県知事から

の感謝状及び協会長表彰として本日出席され

ていた３名に対して表彰状と記念品が贈呈さ

れた。

　５分間の休憩後、引き続き令和３年度第２

回理事会を開催し、理事の互選により会長・

副会長・専務理事を選任した。　

令和３年度第９回定時総会が開催され、各議案とも原案どおり承認された。
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（令和３年５月28日）

令和３年度一般社団法人えひめ産業資源循環協会役員名簿

役職名 氏　　名 会　　員　　名 新任・再任

会　　長 西　山　　　周 ㈱トータス・グリーン 再

副 会 長 中　畑　孝　介 愛媛砂利㈱ 再

同 岩　岡　一　平 ㈲伊予開発 再

同 本　田　　　明 住鉱物流㈱ 新

専務理事 水　口　定　臣 （一社）えひめ産業資源循環協会 再

理　　事 貴　田　敏　幸 ㈱みたらい 再

同 佐々木　隆　二 ㈲佐々木産業 再

同 白　石　泰　雄 ㈱三興 再

同 青　野　通　久 四国環境整備興業㈱ 再

同 大　野　剛　嗣 オオノ開發㈱ 再

同 濱　口　　　誠 ㈲吉田町清掃社 再

同 児　玉　誠一郎 城東開発㈱ 再

同 髙　橋　辰　夫 タツミ企業㈲ 再

同 富　久　大　輔 ㈱富久 再

同 大　西　良　樹 ㈲ジー・シー・オー 再

同 三　谷　眞　司 グローバル環境サービス㈱ 再

同 向　井　利　幸 ㈱フロンティアサービス四国 新

同 加　藤　和　宏 ㈱イージーエス 新

同 池　田　昌　隆 平成産業㈲ 新

同 小　池　正　照 ㈱カネシロ 新

監　　事 桑　原　涼　一 桑原運輸㈱ 再

同 今　城　靖　浩 松山容器㈱ 新

同 佐　伯　直　輝 佐伯公認会計士事務所 再
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○ 知事感謝状（個人）

○ 知事感謝状（法人）

青野　通久　殿
（今治市
四国環境整備興業株式会社　代表取締役）

株式会社カネシロ　殿
（松山市
代表取締役　小池　正照）

田中　眞二　殿
（松山市
東洋容器有限会社　代表取締役）

知事感謝状贈呈者

第９回定時総会第９回定時総会
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○ 功労者表彰（規定第４条１号該当）

○ 功労者表彰（規定第４条２号該当）

会長表彰受賞者

佐伯　直輝　殿
（松山市
佐伯公認会計士事務所）

大野　剛嗣　殿
（松山市
オオノ開發株式会社）
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笠嶋　佑介　殿
（四国中央市
協同組合クリーンプラザ）

渡邉　裕文　殿
（大洲市
渡辺興業株式会社）

吉田　公也　殿
（宇和島市
株式会社吉興）

○ 功労者表彰（規定第４条６号該当）

村上　正一　殿
（新居浜市
株式会社イージーエス）
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○ 優良事業所表彰（規定第４条３号該当）

○ 優良従業者表彰（規定第４条４号該当）

三星道路株式会社 殿
（四国中央市
代表取締役 井原　司）

尾島　健太 殿
（新居浜市
株式会社イージーエス）

萩野鉄店有限会社 殿
（松山市
代表取締役 萩野�貴史）

宮崎　暢之 殿
（松山市
株式会社トータス・グリーン）

大正リメイク株式会社 殿
（新居浜市
代表取締役 羽渕�文治）

伊藤　真理架 殿
（新居浜市
株式会社イージーエス）

有限会社八多浪クリーンセンター 殿
（大洲市
代表取締役 大石�政志）

大西　健一 殿
（伊予市
株式会社トラッシュソリューションズ）

株式会社丹下興産 殿
（西条市
代表取締役 丹下準一郎）

武田　喜一 殿
（新居浜市
一宮運輸株式会社）

船田運送有限会社 殿
（宇和島市
代表取締役 船田�博文）

菅野　久 殿
（伊予市
株式会社トラッシュソリューションズ）

株式会社神野組 殿
（松山市
代表取締役 神野�靖浩）

河端　貴之 殿
（伊予市
有限会社伊予開発）

髙須賀　章典 殿
（東温市
株式会社富久）
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令和３年度　第１回企画広報委員会の開催

１．議　題

　⑴�　「えひめの資源循環」第９号（５月号）

企画編集について

　　　・表紙写真　④の写真に決定

　　　・地区だよりなし。

　　　・裏表紙写真　⑤の写真に決定

　　　・１週間以内に修正等を連絡する。

　⑵　ホームページについて

　　①アクセス解析について

　　　・�アナリティクスのページで１月から

３月のアクセス解析の報告。

　　②バナー広告について

　　　・�アンケート調査の結果、広告希望者

は５件。

　　　・次回委員会の議題とする。

　⑶　その他

　　①�「えひめの資源循環」第10号（８月号）

の表紙について

　　　・�表表紙…八幡神社のイブキ　1410

に決定。

　　　・�裏表紙…道後温泉本館（西村委員撮

影）次回決定。

　　②次回委員会の開催日について

　　　・�第10号（８月号）　令和３年８月11

日(水)13：30～に決定。

　　　・編集後記…西村委員

　上記の内容について協議し、「えひめの資

源循環」第９号（５月号）を５月末に発行した。

　第１回企画広報委員会を令和３年５月12日㈬、協会会議室及びZOOMによるWEBで開

催した。議題及び協議結果は以下のとおりとなった。

協会ニュース協会ニュース
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令和３年度　第１回総務委員会の開催

１．議　題

　⑴　委員長及び副委員長の選出について

　　�　事務局から、委員会設置規程により、

委員長は委員の互選とし、副委員長は委

員長が指名することとなっていると説明

し、互選により委員長には西山周氏が選

任され、副委員長には岩岡一平氏が指名

された。

　　�　委員長が議長となるため西山委員長が

議長となり進行した。

　⑵　理事会提出議題について

　　・��顧問行政懇談会については、10月上

旬に開催するとして理事会に諮るこ

ととなった。また、議題等詳細につい

ては総務委員会を開催して審議する

こととなった。

　　・�新規会員加入及び退会の承認について

　　　�事務局より、加入退会等が無い旨説明

があり、また、会員数及び組織率の低

下については、各地区で勧誘等を行う

よう次回総務委員会で議論することと

なった旨理事会に諮ることとなった。

　　・就業規則の改正について

　　　�事務局より説明があり、理事会に諮る

こととなった。

　⑶　令和３年度協会運営について

　　�　西山会長から、来年の総会では全役員

が辞任し全産連や四国の他の協会と任期

交替時期を合わせるように運営したい。

また、協会役員については適切に交替し

ながら進めていく必要があるとの話があ

り、地区運営についても、地区の負担軽

減方法について検討することとなった。

　⑷　その他

　　�　次回総務委員会を８月26日㈭16時か

ら開催することとなった。

　第１回総務委員会を令和３年７月２日㈮ 協会会議室で開催した。議題及び協議結果は

以下のとおりとなった。

協会ニュース協会ニュース
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令和３年度　第２回理事会の開催

１．議　題

　⑴�　会長（代表理事）、副会長、専務理事

の選任について

　　�　議長より会長、副会長、専務理事の選

任案について説明を事務局に求めた。

　　�　議長は各理事に諮りその結果、満場一

致で次のように採択された。

　　�　決議事項　代表理事（会長）は西山周

理事、副会長は中畑孝介理事、岩岡一平

理事、本田明理事、業務執行理事（専務

理事）は水口定臣理事が選任され、就任

を各々承諾した。　　　　　

　⑵�　適正処理推進事業等活動支援金交付申

請について�

　　�　事務局より、２件の申請について資料

に基づき説明があり、承認された。

　⑶�　新規会員加入及び退会の承認について

　　�　事務局より、変更がない旨説明があり

承認された。

２．報告事項

　⑴　委員会・専門部会委員について

　⑵　委員会等報告

　　・企画広報委員会議事録

　　・全産連第53回理事会議事録

　　　（R3.1.14）

　　・全産連第54回理事会議事録（R3.3.9）

　　・全産連第55回理事会議事録（R3.4.9）

　　・�全産連第１回混合廃棄物分科会議事録

（R3.3.22）

　・�全産連第１回医療廃棄物部会運営委員会

議事録（R3.4.6）

　・�全産連第１回中間処理部会運営委員会議

事録（R3.4.20）

　・�全産連第１回最終処分部会運営委員会議

事録（R3.4.26）

　・�全産連第１回処分場早期安定分科会議事

録（R3.4.26）

　⑶　今後のスケジュール

　　�　事務局より、委員会及び専門部会運営

委員候補者名簿、委員会等報告等につい

て説明があり承認された。また、第３回

理事会を、７月２日㈮に開催することと

なった。

　第２回理事会を令和３年５月28日㈮ メルパルク松山ラフィーネで開催した。議題及び

協議結果は以下のとおりとなった。

協会ニュース協会ニュース
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令和３年度　第３回理事会の開催

１．議　題

　⑴�　顧問・行政懇談会について

　　�　事務局より資料に基づき、令和３年度

顧問・行政懇談会について、10月上旬

頃開催し、議題については８月26日㈭

の総務委員会で議論する旨説明があり承

認された。

　⑵　新規会員加入及び退会の承認について

　　�　事務局より資料に基づき、入会退会等

ない旨説明があり、承認された。

　⑶　就業規則等の改正について

　　�　事務局より資料に基づき、就業規則等

の変更について説明があり、承認された。

２．報告事項

　⑴　委員会報告等

　　�　事務局より、新しい役員及び委員名簿

について報告後、総務委員会で、西山会

長が委員長に選任され、岩岡副会長が副

委員長に指名された。また、会員数及び

組織率の低下について組織強化を図る必

要があるので検討を進めることとなった

旨報告があった。

　　�　佐々木全産連運営委員より、全産連第

１回収集運搬部会運営委員会の議論につ

いて報告があった。

　　�　事務局より第62回四国地域協議会の

結果について報告があった。

　⑵　その他

　　�　事務局より資料に基づき、愛媛県優良

産業廃棄物処理業者育成支援事業費補助

金、３Rシステム事業化促進支援事業結

果、プラスチック資源循環促進法につい

て報告があった。

　　�　また、今後のスケジュールとして、令

和３年度研修計画、８月26日㈭総務委

員会及び10月上旬理事会等について報

告があった。

　第３回理事会を令和３年７月２日㈮ 東京第一ホテル松山スカイブリリアンで開催した。

議題及び協議結果は以下のとおりとなった。

協会ニュース協会ニュース
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2021年度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の開催について

　廃棄物処理法に規定された産業廃棄物処理業の許可申請等に必要な専門的知識・技能の修得

のため、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが毎年実施している講習会が、昨年度

に引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、パソコンで講義動画を視聴して受講し、

会場で試験を受ける２段階形式により開催されている。

　なお、愛媛県の試験は松山市の愛媛県県民文化会館２階真珠の間で以下のとおり開催された。

試験日時 講習会（課程） 受講者数

2021年６月９日㈬
午前

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程（更新）
74

午後 75

2021年９月16日㈭
午前 特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程（新規）

午後 産業廃棄物の収集・運搬課程（新規）

2021年９月17日㈮
午前 産業廃棄物の処分課程（新規）

午後 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程（更新）

2021年12月７日㈫
午前 産業廃棄物の処分課程（新規）

午後 特別管理産業廃棄物管理責任者講習

2021年12月８日㈬
午前 特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程（新規）

午後 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程（更新）

2021年12月９日㈭ 午前 産業廃棄物の収集・運搬課程（新規）

協会ニュース協会ニュース
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