
新型コロナウイルスワクチンの職域接種について

　６月８日から申し込みが開始された武田/モデルナ社製ワクチンを使用した職域接種に愛亀

㈱グループやオオノ開發㈱グループが申し込みを行いました。

　両社は、産業医にご協力を頂き、従業員や関係会社の社員それに家族等1200人と1000人

を対象として、武田／モデルナ社のワクチンを４週間の間隔をあけて２回接種する職域接種を

行いました。

〇愛亀㈱グループ

　　接 種 日　　2021年６月28日㈪～８月６日㈮

　　接種場所　　愛亀グループ事業本部（松前町）

　　接種対象　　従業員及び関係会社社員並びにご家族等　�1,200名

　　接種体制　　愛亀グループ産業医（中城敏砥部病院院長）他

〇オオノ開發㈱グループ

　　接 種 日　　2021年６月26日㈯～８月14日㈯

　　接種場所　　医療法人今在家クリニック（オオノ開發㈱産業医）

　　接種対象　　従業員及び関係会社社員並びにご家族等　�1,000名

　　接種体制　　オオノ開發㈱産業医（川井田眞一院長）他
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　愛媛県、松山市の委託を受け当協会が開催する研修会の予定です。会員の皆様をはじめ、こ

れから事業を始める予定の事業者様、またお客様である排出事業者様の御出席をお待ちしてお

ります。具体化次第協会HPで公表するとともに、ご連絡をさしあげます。

※�新型コロナウイルス感染症まん延により緊急事態宣言等が発令された場合、中止若しくは延期となる場合があります。

各種研修会予定表（無料）

令和３年度　各種研修会のお知らせ

開催期日 研　修　会　名 開催会場 定員 受託先

８月27日㈮

産業廃棄物処理の実務者研修（基礎編）�
　愛媛県からのお知らせ�
　産業廃棄物処理の基礎�
　　～産廃処理の基礎、委託処理と契約、
　　　マニフェスト、帳簿等～

資料送付による
自己学習

72 愛媛県

９月９日㈭
安全衛生研修�
　労働災害防止活動のキーパーソンの育成�
�　　～管理監督者の心得とリーダーシップ～

資料送付による
自己学習

72 松山市

９月27日㈪ 優良産廃処理業者認定制度及び情報公開研修 リジェール松山 72 愛媛県

10月12日㈫
電子マニフェスト加入促進研修（操作体験セミナー） 愛媛県 10

愛媛県
電子マニフェスト加入促進研修（操作体験セミナー） 生涯学習センター 10

11月８日㈪
産業廃棄物に係る許可手続き研修�
　～収集運搬業、処分業許可申請のための
　　必要書類と留意事項～

リジェール松山 72 愛媛県

11月24日㈬

産業廃棄物処理実務者研修�
　松山市からのお知らせ�
　産業廃棄物処理の基礎�
　　～委託契約、マニフェスト、帳簿～

リジェール松山 72 松山市

12月15日㈬
処分業維持管理研修�
　～感染性廃棄物を適正に取り扱うために～

リジェール松山 72 愛媛県

１月27日㈭
安全衛生管理研修　�
　これからの安全衛生管理について�
　安全衛生規程と作業手順書の必要性と作り方

リジェール松山 72 愛媛県
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サプライズ!ささんぱいププラライイズズ 

～令和４年度 産業廃棄物処理助成事業～ 
【【助助成成事事業業ととはは・・・・・・】】  

当財団では、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。 

【【助助成成事事業業のの実実施施期期間間はは原原則則 11 年年以以内内】】  

助成事業の実施期間は、原原則則ととししてて令令和和４４年年４４月月かからら１１年年以以内内とします。ただし、

事業の種類によっては、令和 6 年 3 月までの最長 2 年間の申請も可能です。 

【【年年間間助助成成額額はは最最高高 550000 万万円円】】  

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。 

応応募募資資格格、、対対象象ととななるる事事業業はは当当財財団団ホホーームムペペーージジををごご参参照照くくだだささいい。。  

《《応応募募手手続続きき》》 

(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、当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。 

hhttttppss::////wwwwww..ssaannppaaiinneett..oorr..jjpp//sseerrvviiccee0022..pphhpp??iidd==2255  
  

(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 

令令和和３３年年９９月月 3300 日日（（木木））  消消印印有有効効  

※ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

おお気気軽軽ににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。  

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：zaidan@sanpainet.or.jp 

  さんぱい 助成 検 索 

クリック！ 
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新規会員加入及び退会の承認
（令和３年７月２日現在）

会員の現況
令和３年７月２日

区　　分 R3.4.21現在 新規会員 退会会員 現 在 数 備　　考

正� 会� 員 377 0 0 377
　

賛 助 会 員 35 0 0 35
　

計 412 0 0 412
　

協会だより協会だより
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令和３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３年度　委員会名簿
令和３年８月15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 本田　　明 副会長

委 員 長 西山　　周
㈱トータス・
グリーン

濱口　　誠 ㈲吉田町清掃社

副委員長 岩岡　一平 ㈲伊予開発 桑原　涼一 桑原運輸㈱

委 員 本田　　明 住鉱物流㈱ 桑原　涼一 桑原運輸㈱ 向井　利幸
㈱フロンティア
サービス四国

本田　　明 住鉱物流㈱

〃 貴田　敏幸 ㈱みたらい 一色　秀喜 ㈱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

〃 加藤　和宏 ㈱イージーエス

〃 水口　定臣 専務理事
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令和３年度　部会委員名簿
令和３年８月15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 本田　　明 副会長

委 員 長 岩岡　一平 ㈲伊予開発 池田　昌隆 平成産業㈲ 佐々木隆二
㈲佐々木
産業

大西　良樹
㈲ジー・
シー・オー

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㈱

藤岡　一貴 藤岡建設㈱ 酒井　太郎 酒井興産㈱ 小林　進也
㈱イージー
エス

大北　和輝 オオノ開發㈱

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㈱ 三好　省吾 一宮運輸㈱ 石川　公紀
㈱住共
クリエイト
サービスセンター

石川　公紀
㈱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 大北　和輝 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

大北　和輝 オオノ開發㈱

〃 三原　章裕
㈱ダイニン
エコ工業

池田　昌隆 平成産業㈲ 白石　泰雄 ㈱三興 木村　昭博
エコ
ブリッジ㈱

松田　憲和 ㈲松田組

〃 魚谷　克也 あさひ開発㈱ 船田　博文 船田運送㈲ 濱口　　誠
㈲吉田町
清掃社

船田　博文 船田運送㈲ 魚谷　克也 あさひ開発㈱

〃
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残暑お見舞い申し上げます

令和３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　　本　田　　　明

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　　青　野　通　久　　　　　理　　事　　大　野　剛　嗣

理　　事　　濱　口　　　誠　　　　　理　　事　　児　玉　誠一郎

理　　事　　髙　橋　辰　夫　　　　　理　　事　　富　久　大　輔

理　　事　　大　西　良　樹　　　　　理　　事　　三　谷　眞　司

理　　事　　向　井　利　幸　　　　　理　　事　　加　藤　和　宏

理　　事　　池　田　昌　隆　　　　　理　　事　　小　池　正　照

監　　事　　桑　原　涼　一　　　　　監　　事　　今　城　靖　浩

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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協会会議及び行事録

令和３年５月12日㈬

第１回企画広報委員会

（於　松山市　協会会議室及びzoom）

令和３年５月12日㈬

第９回西条地区定時総会

（於　書面開催）

令和３年５月13日㈭

会長会議・事務局責任者会議

（於　WEB開催）

令和３年５月14日㈮

全産連第１回収集運搬部会運営委員会

（於　WEB開催）

令和３年５月19日㈬

第９回宇和島地区定時総会

（於　書面開催）

令和３年５月20日㈭

第９回八幡浜地区通常総会

（於　書面開催）

令和３年５月20日㈭

愛媛県廃棄物処理センター理事会

（於　書面開催）

令和３年５月24日㈪

第９回松山地区通常総会

（於　書面開催）

令和３年５月28日㈮

第９回定時総会

（於　松山市　メルパルク松山）

令和３年５月28日㈮

令和３年度第２回理事会

（於　松山市　メルパルク松山）

令和３年６月１日㈫

四国ブロック青年部協議会第13回通常総会

（於　WEB開催）

令和３年６月２日㈬

令和３年度第１回事業審査会

（於　松山市　東京第一ホテル松山）

令和３年６月４日㈮

第62回四国地域協議会

（於　WEB開催）

令和３年６月９日㈬

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（更新）収集

運搬課程　

（於　松山市　愛媛県県民文化会館）

令和３年６月９日㈬

ブロック別災害廃棄物対策会議　

（於　書面開催）
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令和３年６月18日㈮

全産連第11回定時総会

（於　東京都　連合会会議室及びWEB）

令和３年６月21日㈪

第９回今治地区通常総会

（於　書面開催）

令和３年６月21日㈪

令和３年度社会保険事務講習会

（於　松山市　リジェール松山）

令和３年６月30日㈬

2021年度春季シンポジウム

「持続可能な社会の実現に向けて」

（於　オンライン配信）

令和３年７月２日㈮

令和３年度第１回総務委員会

（於　松山市　協会会議室）

令和３年７月２日㈮

令和３年度第３回理事会

（於　松山市　東京第一ホテル松山）

令和３年７月５日㈪

愛媛県海岸漂着物対策推進協議会

（於　松山市　愛媛県林業会館３階大ホール）

令和３年７月８日㈭

産業廃棄物の適正処理に関する講習会

（於　宇和島市　南予地方局

　　 八幡浜市　八幡浜支局）

令和３年７月12日(月)

第17回廃棄物法制度に関するセミナー

（於　オンライン配信）

令和３年７月12日㈪

産業廃棄物の適正処理に関する講習会

（於　松山市　中予地方局）

令和３年７月14日㈬

産業廃棄物の適正処理に関する講習会

（於　新居浜市　愛媛県総合科学博物館

　　 今治市　　今治市クリーンセンター）

令和３年７月15日㈭

第10回記念防災セミナー

（於　四国中央市　土居文化会館）

令和３年７月16日㈮

全産連事務局責任者会議

（於　WEB開催）
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