
                              令和 4年 7月 8日  

   

 各  位 

 

一般社団法人えひめ産業資源循環協会 

会 長  西山 周 

(公印省略) 

 

産業廃棄物管理票(マニフェスト)料金の改定について 

 

 平素より当協会の運営等について格別のご協力を頂き厚くお礼申し上げます。 

 さて、昨今の原材料費の高騰や輸送コストの増大を受け、令令和和 44年年 99月月 11日日（（木木））より 

(公社)全国産業資源循環連合会発行の産業廃棄物管理票(マニフェスト)料金を値上げする

運びとなりましたのでお知らせいたします。 

ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上

げます。  

 

マニフェスト販売価格 

 

 【発行元：(公社)全国産業資源循環連合会】 

種類 旧価格（税込） 新新価価格格（（税税込込））  

直行用 単票(100セット) 2,600円 33,,000000円円  

直行用 連続票(500セット) 13,000円 1155,,000000円円  

積替用 単票(100セット) 2,600円 33,,000000円円  

積替用 連続票(500セット) 13,000円 1155,,000000円円  

 

【発行元：建設六団体副産物対策協議会】 

 建設マニフェストの料金は変更ありません。 

 

●FAX でご注文の方：令和 4 年 8 月 31 日(水）までにお振込みいただいた方は旧価格  

で販売致します。9月 1日(木)以降に振込される方は新価格とな

りますので、ご留意ください。 

●価格改定前、ご注文が集中した場合は品切れとなってしまう場合があります。 

 余裕をもってご注文ください。 

●新価格での申込用紙は 9 月 1 日(木)以降、協会ホームページよりダウンロードして

ください。 
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新規会員加入及び退会の承認
（令和４年７月31日現在）

会員の現況
令和４年７月31日

◯　新規入会申込者（正会員）　２社

区　　分 R4.4.20現在 新規会員 退会会員 現 在 数 備　　考

正� 会� 員 377 2 2 377
　

賛 助 会 員 35 0 0 35
　

計 412 2 2 412
　

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

株式会社
　坂本重機建設

代表取締役
　　坂本　建

松山市食場町
　　　甲167番地5

TEL�089-977-0332
FAX�089-977-7531

県
03802019837

03852019837

R6.6.21

R9.5.10

収集
運搬

燃（水製含む）、
汚（水製含む）、
油、酸、ア、プ（石
綿及び水製含む）、
紙、木、繊、動植、
ゴ、金（水製含む）、
ガ（石綿及び水製
含む）、鉱、が（石
綿含む）、ば
感染性廃棄物、
廃石綿等

岩田看板広告
株式会社

代表取締役
　　岩田　諭毅

松山市春日町
　　　5番地7

TEL�089-921-3457
FAX�089-933-6777

県
03802227511 R9.4.14 収集

運搬
油、プ（石綿及び
水製含む）、紙、
木、繊、金（水製
含む）、ガ（石綿及
び水製含む）、が
（石綿含む）

協会だより協会だより

103

えひめの資源循環 ● No.14



はじめまして� 新入会員です。よろしくお願い致します。

岩田看板広告株式会社
　　　代表取締役　岩田　論毅
１　入会年月日　　　令和４年７月７日
２　所属地区　　　　松山地区
３　会社住所　　　　松山市春日町５-７
４　設立年月日　　　昭和50年５月10日　　創業明治42年
５　従業員者数　　　４名
６　登録車輌台数　　４台
７　事業内容　　　　�屋外広告、屋内広告の製作、設置工事及び撤去工事、処理業務・電柱広

告業務（電力・ＮＴＴ）県下一円指定・長期耐侯ブロックコート印刷（四
国・九州）総代理店業務・広告代理業務・イベント業務・とび、土工工
事業・鋼構造物工事業・他

８　社名のいわれ　　�二代目安治郎の社名「岩田看板」を受け継ぎ、三代目周久が「岩田看板
広告株式会社」として設立した。

９　社訓またはモットー　�人が集う空間を創る。人が集まるメッセージを伝える。
　　　　　　　　　　�人を正確に導くサインを作る。私たちは表現のプロとして官と民の繁栄

に貢献するとともに、新たな機軸を創造し新しい未来を生み出す。

株式会社坂本重機建設
　　　代表取締役　坂本　建
１　入会年月日　　　令和４年７月７日
２　所属地区　　　　松山地区
３　会社住所　　　　松山市食場町甲167-５
４　設立年月日　　　昭和63年２月22日
５　従業員者数　　　43名
６　登録車輌台数　　28台
７　事業内容　　　　�土木工事業、石工事業、塗装工事業、解体工事業、とび・土工工事業、

鋼構造物工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事、機械器具設備工事
業、建築工事業

８　社名のいわれ　　創業者の坂本和男の姓に由来
９　社訓またはモットー　安心・安全第一での業務遂行

新入会員紹介

協会だより協会だより

104

えひめの資源循環 ● No.14



令和４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４年度　委員会名簿
令和４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 ７名 ７名 ７名 ７名

担当役員 西山　　周 会長 安岡　誠司 専務理事 小池　正照 副会長 加藤　和宏 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 貴田　敏幸 ㈱みたらい

副委員長 小池　正照 ㈱カネシロ 桑原　涼一 桑原運輸㈱ 今城　靖浩 松山容器㈱

委 員 加藤　和宏 ㈱イージーエス 桑原　涼一 桑原運輸㈱ 本田　　明 住鉱物流㈱ 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 藤岡　一貴 藤岡建設㈱ 今川　重喜 四電ビジネス㈱

〃 小池　正照 ㈱カネシロ 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 西田　典正 ㈱西田興産 井上　　剛 ㈲マルイ

〃 安岡　誠司 専務理事 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
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令和４年度　部会委員名簿
令和４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 安岡　誠司 専務理事 中畑　孝介 副会長 小池　正照 副会長 中畑　孝介 副会長 加藤　和宏 副会長

委 員 長 岩岡　一平 ㈲伊予開発 池田　昌隆 平成産業㈲ 小池　正照 ㈱カネシロ 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㈱ 宮竹　賢次
㈱イージー
エス

上田　　徹 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㈱ 酒井　太郎 酒井興産㈱ 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㈱

三好　省吾 一宮運輸㈱ 宮竹　賢次
㈱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 富久　大輔 ㈱富久 小池　正照 ㈱カネシロ 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㈱ 上田　　徹 オオノ開發㈱ 佐々木隆二 ㈲佐々木産業 大西　良樹
㈲ジー・
シー・オー

上田　　徹 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４年盛夏

会　　長　　西　山　　　周　　　　　副 会 長　　中　畑　孝　介

副 会 長　　小　池　正　照　　　　　副 会 長　　加　藤　和　宏

専務理事　　安　岡　誠　司　　　　　理　　事　　貴　田　敏　幸

理　　事　　岩　岡　一　平　　　　　理　　事　　佐々木　隆　二

理　　事　　白　石　泰　雄　　　　　理　　事　　濱　口　　　誠

理　　事　　児　玉　誠一郎　　　　　理　　事　　髙　橋　辰　夫

理　　事　　大　西　良　樹　　　　　理　　事　　三　谷　眞　司

理　　事　　近　藤　雅　美　　　　　理　　事　　池　田　昌　隆

理　　事　　桑　原　涼　一　　　　　理　　事　　渡　部　伸　哉

理　　事　　西　村　直　樹　　　　　理　　事　　天　野　隆　章

監　　事　　本　田　　　明　　　　　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４年５月11日㈬
第１回企画広報委員会
（於　松山市　協会会議室）

令和４年５月13日㈮
第10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
浜及び書面開催）

令和４年５月23日㈪
第10回八幡浜地区通常総会
（於　書面開催）

令和４年５月23日㈪
青年部会第10回通常総会
（於　松山市　ANAクラウンプラザホテル松山）

令和４年５月23日㈪
愛媛県廃棄物処理センター理事会
（於　松山市　えひめ共済会館）

令和４年４月28日㈭
第10回松山地区通常総会
（於　書面開催）

令和４年５月26日㈭
第10回宇和島地区定時総会
（於　書面開催）

令和４年５月26日㈭
会長会議・事務局責任者会議
（於　高知市　高知会館）

令和４年５月30日㈪
第10回定時総会
（於　松山市　メルパルク松山）

令和４年６月３日㈮
令和４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４年６月８日㈬
第64回四国地域協議会
（於　高知市　高知会館）

令和４年６月10日㈮
青年部協議会四国ブロック第14回通常総会
（於　高知市　三翠園）

令和４年６月17日㈮
全産連第12回定時総会
（於　東京都　明治記念館及びWEB）

令和４年６月27日㈪
愛媛県建設産業団体連合会第37回通常総会
及び愛媛県産業団体暴力追放対策協議会第
35回通常総会
（於　松山市　ANAクラウンプラザホテル松山）

令和４年６月29日㈬
令和４年度愛媛県災害廃棄物処理に係る情報
伝達訓練
（於　オンライン開催）
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令和４年６月30日㈭
令和４年度優良産業廃棄物処理業者育成研修

「産業廃棄物処理の実務者研修」
（於　松山市　リジェール松山）

令和４年６月30日㈭
2022年度春季シンポジウム「持続可能な社
会の実現に向けて」～脱炭素社会に向けた廃
棄物処理の将来像～
（於　オンライン配信）

令和４年７月６日㈬
令和４年度松山市受託安全衛生研修会（産業
廃棄物処理業者研修事業）
（於　松山市　リジェール松山）

令和４年７月７日㈭
令和４年度第２回総務委員会
（於　松山市　協会会議室）

令和４年７月７日㈭
令和４年度第３回理事会
（於　松山市　東京第一ホテル松山）

令和４年７月８日㈮
全産連事務局責任者会議
（於　WEB開催）

令和４年７月13日㈬
愛媛県海岸漂着物対策推進協議会
（於　松山市　愛媛県水産会館６階大会議室）

令和４年７月13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多目的ホール）

令和４年７月20日㈬
令和４年度優良産業廃棄物処理業者育成研修

「産業廃棄物の許可手続き研修」
（於　松山市　リジェール松山）

令和４年７月20日㈬
産業廃棄物の適正処理に関する講習会
（於　今治市　東予地方局今治支局４階大会議室）

令和４年７月21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７階大会議室）

令和４年７月26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７階大会議室）

令和４年７月26日㈫
産業廃棄物の適正処理に関する講習会
（於　八幡浜市　南予地方局八幡浜支局７階
大会議室）

令和４年７月28日㈭
2022年度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　愛媛県県民文化会館）

令和４年７月28日㈭
2022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４年７月29日㈮
2022年度特別管理産業廃棄物管理責任者講習会
（於　松山市　愛媛県県民文化会館）

令和４年７月29日㈮
2022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）
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