
西条地区

第９回定時総会（書面決議）の開催

　西条地区では2021年５月、会員各位から

の書面決議による第９回定時総会を開催した。

当初、５月14日に「リーガロイヤルホテル

新居浜」にて２年ぶりに開催予定であったが、

新型コロナウィルス感染拡大の影響から、会

合による総会開催を中止し書面決議による総

会開催へ変更した。

　本総会では、下記３つの議案が上程され、

５月12日の書面議決締切の時点において、

いずれの議案も賛成が地区会員数の過半数で

あることが確認されたため、本総会の上程議

案すべてが承認可決された。

（上程議案）

　第１号議案　�2020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　�2021年事業計画（案）並び

に収支予算（案）の承認に関

する件

　第３号議案　�任期満了に伴う役員改選の件

2021年度　えひめ産業資源循環協会西条地区役員

役　員 氏　　名 現　　職　　名

会　長（再任) 本　田　　　明 住鉱物流株式会社　取締役総務部長

副会長（新任) 加　藤　和　宏 株式会社イージーエス　代表取締役社長

副会長（再任) 高　橋　辰　夫 タツミ企業有限会社　代表取締役社長

理　事（新任) 石　川　公　紀 株式会社住共クリエイトサービスセンター　取締役

理　事（再任) 今　川　重　喜 四電ビジネス株式会社　西条事業所長

理　事（再任) 大　石　隆　憲 株式会社日本有機四国　代表取締役社長

理　事（再任) 桑　原　涼　一 桑原運輸株式会社　代表取締役社長

理　事（再任) 津　吉　伸　哉 三共エンジニアリング株式会社　代表取締役社長

理　事（再任) 三　谷　眞　司 グローバル環境サービス株式会社　取締役工場長

理　事（再任) 三　好　省　吾 一宮運輸株式会社　営業課長

理　事（再任) 向　井　利　幸 株式会社フロンティアサービス四国　代表取締役社長

監　事（新任) 加　藤　宏　二 有限会社山一産業　代表取締役

監　事（再任) 酒　井　太　郎 酒井興産株式会社　代表取締役
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今治地区

第９回通常総会（書面決議）の開催

　今治地区では新型コロナウィルス感染拡大

の影響から、会合による総会開催を中止し会

員各位からの書面決議による第９回通常総会

を開催した。

　本総会では、下記５つの議案が上程され、

いずれの議案も賛成が地区会員数の過半数で

あることが確認されたため６月21日、本総

会の上程議案すべてが承認可決された。

（上程議案）

　第１号議案　令和２年度事業報告について

　第２号議案　�令和２年度決算報告・監査報

告について

　第３号議案　�令和３年度事業計画（案）に

ついて

　第４号議案　�令和３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

令和３年度　えひめ産業資源循環協会今治地区役員

役　員 氏　　名 所 属 企 業 名

会　長（再任) 貴　田　敏　幸 (株)みたらい　　　　

副会長（再任) 海野尾　武　志 (有)きたむら運送　　��

副会長（再任) 青　野　通　久 四国環境整備興業(株)　

理　事（新任) 渡　部　伸　哉 (有)三和興産

理　事（新任) 清　水　秀　樹 (有)清水組　　　　

理　事（再任) 高　橋　伸　也 伸栄産業(株)

理　事（再任) 越　智　和　美 成功開発(株)

理　事（再任) 越　智　章　司 (株)西坂組

理　事（新任) 水　田　知　佳 日本道路(株)今治アスコン

監　事（再任) 山　内　　　司 マルマストリグ(株)　

地区だより地区だより
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松山地区

第９回松山地区通常総会（書面決議）の開催

　松山地区は令和３年５月【第９回松山地区

通常総会】を書面決議で開催した。

　昨年に続き２期連続の書面での開催であっ

たが、新型コロナウイルス【まん延防止等重

点措置】の期限を、５月31日まで延長する

こととなり、感染防止の観点から松山地区で

は、第９回松山地区通常総会において会員招

集をせず書面決議とすることとした。

（上程議案）

　第１号議案：�令和２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：�令和３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：�任期満了に伴う役員改選に関

する件

　全ての議案について５月21日の時点で賛

成議決が過半数以上と確認した。

　即日改選役員による第１回役員会（書面に

よる）を開催し互選により会長、副会長を選

出決定した。決議とみなされた日を令和３年

５月24日（議決締切日）とした。

地区だより地区だより
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令和３年度  理事会

理事監事� 令和３年５月24日

役職名 氏　名 所属企業名 住　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

会　長 佐々木隆二 ㈲佐々木産業 伊予郡砥部町千足72 089-962-3773 089-962-4888

副会長 大西　良樹 ㈲ジー・シー・オー 東温市山之内甲389-1 089-955-0538 089-964-2578

副会長 富久　大輔 ㈱富久 東温市則之内乙1191-1 089-966-3666 089-966-5546

理　事 西山��　周 ㈱トータス・グリーン 松山市南江戸2-660-1 089-921-3030 089-941-3286

同 田中　眞二 東洋容器㈲ 松山市山越6-5-13-1�F-A 089-922-1175 089-922-1170

同 田邨　佳典 松美産業㈱ 松山市勝岡町275-1 089-978-0233 089-978-0238

同 岡本　智弘 三共産業㈱ 松山市勝岡町135-1 089-908-7000 089-908-7004

同 岩岡　一平 ㈲伊予開発 伊予市森856-1 089-983-3325 089-983-0698

同 大野　剛嗣 オオノ開發㈱ 松山市北梅本町甲184 089-976-1234 089-976-8700

同 本田　紀彦 大光物産㈱
松山市南江戸1丁目6-12
WハイツINサクラメント505号

089-925-0646 089-925-0642

同 藤久　睦夫 富士環境㈱ 松山市東野3丁目乙1-1 089-993-8360 089-993-8361

同 西村　直樹 ㈱西村商事 松山市三番町1丁目11-3 089-946-4222 089-946-4233

同 青木美智夫 ㈱都クリーン 松山市小坂5丁目14-16 089-943-2656 089-933-0988

同 田中　健一 南海産業㈱ 松山市福角町甲1080-1 089-922-2102 089-923-6861

同 今城　靖浩 松山容器㈱� 松山市南吉田町2145-1 089-971-5403 089-973-1517

同 小池　正照 ㈱カネシロ 松山市空港通5丁目7番2号 089-973-2480 089-973-9700

同 三浦雄三郎 ㈱三浦組 松山市山越4-4-23 089-924-6351 089-925-9091

監　事 児玉誠一郎 城東開発㈱ 松山市白水台3丁目乙533-1 089-996-6611 089-996-8111

同 西原　義定 西原資源㈱ 松山市市坪北1-16-13 089-905-7810 089-905-7818

事務局 細野　　孝 ㈱長崎商事 松山市来住町1482番地1 089-956-1711 089-956-7400

えひめ産業資源循環協会　松山地区
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八幡浜地区

第９回八幡浜地区通常総会（書面決議）の開催

　令和３年度の八幡浜地区通常総会は、昨今

の新型コロナウイルス（COVID-19）流行

状況を鑑み、書面開催に変更しました。

　各議案について、書面にて会員各社からの

賛否確認を行い、結果賛成議決数が地区会員

数の過半数を超えていることが確認されたた

め５月20日、議決すべてが可決・承認とな

りました。

（上程議案）

　第１号議案　�2020年度事業報告並びに収

支決算の承認の件

　第２号議案　�2021年度事業計画（案）並び

に収支予算（案）の承認の件

　第３号議案　�新入会会員紹介及び退会者報告

　　　　　　　入会者…なし

　　　　　　　退会者…１社�

　　　　　　　休会者…なし

　第４号議案　�任期満了に伴う役員改選の件

　　　　　　　（別紙をご参照ください）

　第５号議案　�その他

　　　　　　　（特になし）

令和３年度　えひめ産業資源循環協会八幡浜地区役員

役　員 氏　　名 所 属 企 業 名

会　長（再任) 白　石　泰　雄 ㈱三興　　　　

副会長（新任) 池　田　昌　隆 平成産業㈲��

副会長（再任) 松　田　憲　和 ㈲松田組

理　事（再任) 松　本　知　也 松本建設㈱

理　事（再任) 安　藤　東洋治 ㈱西田興産　　　　

理　事（新任) 木　村　昭　博 エコブリッジ㈱

理　事（再任) 菊　池　弘　昌 アサヒ資源㈱

理　事（新任) 井　上　　　剛 ㈲マルイ

理　事（新任) 渡　邉　裕　文 渡辺興業㈱

監　事（新任) 三　原　章　裕 ㈱ダイニンエコ工業

監　事（新任) 藤　岡　一　平 ㈱大喜水質管理センター

地区だより地区だより
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宇和島地区

第９回定時総会（書面決議）の開催

　宇和島地区は去る2021年５月、会員各位

からの書面決議による第９回定時総会を開催

した。

　当初、2021年５月に「ホテルクレメント

宇和島」にて開催予定であったが、新型コロ

ナウィルス感染拡大の影響で愛媛県は４月

23日緊急事態宣言に準じた対策を可能とす

る「まん延防止等重点措置」の対象に追加さ

れたことにより、会合による総会開催を中止、

書面決議による総会開催へ変更した。

　本総会では、令和２年度事業活動および

収支決算報告を含む下記の議案が上程され、

2021年５月19日の議決締切の時点において、

いずれの議案も賛成議決数が地区会員数の過

半数であることが確認されたため、本総会の

上程議案すべてが可決、承認となった。

（上程議案）

　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

　第２号議案　�令和３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　�任期満了に伴う役員の選任に

関する件

　また、その他報告事項として、2021年７

月15日（木）に開催した地区理事会において、

例年、環境啓蒙事業として実施している南予

地域の小学児童を対象にした「ぼくのゴミど

こ行くの？」教室や、不法投棄防止活動とし

ての清掃・除草作業においては会員各位の安

全確保を最優先とし、保健所と相談のうえ進

めることとし、不法投棄物パトロールについ

ては昨年どおり、密を避けて各地区に別れて

実施することとなった。

令和３年度　えひめ産業資源循環協会宇和島地区役員

役　員 氏　　名 所 属 企 業 名

会　長（再任) 中　畑　孝　介 愛媛砂利㈱

副会長（再任) 広　瀬　昌　弘 ㈱広瀬建設

副会長（再任) 濱　口　　　誠 ㈲吉田町清掃社

理　事（再任) 魚　谷　克　也 あさひ開発㈱

　同　（再任) 小田原　大　造 ㈱酒井組

　同　（再任) 羽　田　保　恵 ㈱羽田建設

　同　（再任) 吉　田　公　也 吉興㈱

監　事（再任) 船　田　博　文 船田運送㈲

地区だより地区だより
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