
西条地区

西条地区　第10回定時総会の開催

　西条地区では2022年５月、会員各位から

の書面決議による第10回定時総会を開催し

た。

　当初、５月13日㈮に「リーガロイヤルホ

テル新居浜」にて３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、会員の皆様には議決権行使書をもって意

思表示をいただくこととし、総会参加者は必

要最小限(現役員ならびに新たに役員に選任

される予定者のみ)として開催いたしました。

　本総会では、下記３つの議案が上程され、

５月11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　�2021年度事業報告ならびに

収支決算承認に関する件

　第２号議案　�2022年度事業計画(案)なら

びに収支予算(案)承認に関す

る件

　第３号議案���役員全員辞任に伴う役員選出

の件

2022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 加　藤　和　宏 株式会社イージーエス　代表取締役社長

副　会　長 近　藤　雅　美 一宮運輸株式会社　執行役員四国支社長

副　会　長 高　橋　辰　夫 タツミ企業有限会社　代表取締役社長

理　　　事 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 今　川　重　喜 四電ビジネス株式会社　西条事業所長

理　　　事 大　石　隆　憲 株式会社日本有機四国　代表取締役社長

理　　　事 加　藤　宏　二 有限会社山一産業　代表取締役

理　　　事 桑　原　涼　一 桑原運輸株式会社　代表取締役社長

理　　　事 酒　井　太　郎 酒井興産株式会社　代表取締役

理　　　事 本　田　　　明 住鉱物流株式会社　取締役総務部長

理　　　事 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 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 井　川　清　利 四国中央開発株式会社　代表取締役会長

監　　　事 藤　岡　一　貴 藤岡建設株式会社　代表取締役社長
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松山地区

第10回松山地区通常総会（書面決議）の開催

令和４年４月４日㈪

　『理事会』を開催し、以下について決定した。

　議題：�松山地区第10回通常総会の開催方

法について

　決定：�総会は書面決議による議決とする

　　　　�会長、副会長及び理事により委任状

確認の上決定する

　　　　�地区活動については新型コロナウイ

ルス感染拡大状況により決定

令和４年４月28日㈭

　 【第10回松山地区通常総会】を書面決議で

開催した。

　松山地区会員数　　141名

　委任状数　　　　　106名

　第１号議案　�令和３年度事業報告並びに収

支実績の承認に関する件

106名承認

　第２号議案　�令和４年度事業計画(案)並び

に収支予算(案)の承認に関す

る件� 106名承認

　第３号議案　�役員辞任に伴う役員改選に関

する件� 106名承認

令和４年５月10日㈫

　『理事会』を開催し以下について決定した。

　議題：�第10回通常総会書面決議の承認

　　　　�上程された議案について４月28日

の時点で賛成議決が過半数以上と確

認した。

　　　　�ただちに改選理事の互選により会長、

副会長を選出決定した。決議とみな

された日を令和４年４月28日（議

決締切日）とした。

　その他、松山地区の７月末までの活動は以

下の通りです。

令和４年６月

　 『松山市不法投棄防止合同パトロール及び

撤去活動』

　�新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点

から、規模を縮小し松山市のみの活動と

なったため地区としては参加しておりませ

ん。

令和４年７月10日㈰

　『松山市民大清掃』　中止

　�新型コロナウイルス感染症の状況から、第

47回市民大清掃は、参加者と関係者の健

康と安全を考慮し、中止となりました。（５

月22日松山市発表）
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令和４年度  理事会

理事監事�

役職名 氏  名 所属企業名 住　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

会　長 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

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

同 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

理　事 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

監　事 神野　能成 松前公益商会㈲ 伊予郡松前町大字北川原1083番地 089-984-9845 089-985-2865

同 亀井　喜広 ㈱カメイ 松山市須賀町3-27 089-952-5800 089-951-1091

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10回八幡浜地区通常総会（書面決議）の開催

　令和４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、書面開催としました。

　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23日㈪�議決すべてが可決・承認と

なりました。

議案

　第１号議案　�2021年度事業報告並びに収

支決算の承認の件

　　　　　　　�原案通り承認する　35社

　　　　　　　承認しない　　　　� 0社

　　　　　　　回答無し　　　　　12社

　第２号議案　�2022年度事業計画（案）並び

に収支予算（案）の承認の件

　　　　　　　原案通り承認する　35社

　　　　　　　承認しない　　　　� 0社

　　　　　　　回答無し　　　　　12社

　第３号議案　役員改選に関する件（案）

　　　　　　　原案通り承認する　35社

　　　　　　　承認しない　　　　� 0社

　　　　　　　回答無し　　　　　12社

　上記すべての議案について、原案通り可決

されました。

令和４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（再任) 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（新任) 西　田　典　正 ㈱西田興産

理　事（再任) 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) 菊　池　吉　治 ㈲マルイ

理　事（再任) 渡　邊　裕　文 渡辺興業㈱

監　事（再任) 三　原　章　裕 ㈱ダイニンエコ工業

監　事（再任) 藤　岡　一　平 ㈱大喜水質管理センター
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八幡浜地区

空き缶等ポイ捨て防止活動実施状況

　八幡浜地区では、令和４年６月４日㈯に令和４年度空き缶等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 令和４年度空き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４年６月４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

・市道双岩鳥越峠線（５か所）

出席者氏名

・南予地方局八幡浜支局(八幡浜保健所)（３人）　

・えひめ産業資源循環協会八幡浜支部会員（34人）

・八幡浜市（６人）

・地元住民（小学生、老人クラブ・実年会会員等）

計約123人

実 施 内 容

　地域の公民館の清掃活動（令和４年度空き缶等ポイ捨て防止活動）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、空缶、空瓶、ペットボトル、粗大ごみ等の一般

廃棄物）を撤去、回収し適正に処分した。

　　回収量：940kg　内訳：可燃ごみ630kg、不燃ごみ310kg

　

○�　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、参加した小学生に対し、不法投棄

防止の啓発を行うことができた。

○�　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。
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宇和島地区

第10回定時総会（書面決議）の開催

　宇和島地区は去る2022年５月、会員各位

からの書面決議による第10回定時総会を開

催した。

　当初、2022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、愛媛県は

新型コロナウィルス感染症について、４月１

日（金）より独自の警戒レベルが「感染警戒期」

に引き下げられたものの、依然、予断を許さ

ない状況であったため、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３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、

2022年５月26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３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４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　�全役員辞任に伴う役員の選任

に関する件

　また、その他報告事項として、2022年７月

４日㈪に例年、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？」教室を宇和島市立吉田小学

校にて開催した。尚、不法投棄防止活動として

の清掃・除草作業においては保健所と相談の

うえ、海岸の清掃を検討しており、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している。

令和４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) 廣　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㈲

事務局 本　山　生　久 愛媛砂利㈱

地区だより地区だより

94

えひめの資源循環 ● No.14


