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株式会社京都環境保全公社 全社
対象期間
2017 年4月～ 2019年3月
対象範囲
本社、伏見環境保全センタ―、
瑞穂環境保全センタ― 
編集方針
環境省「環境報告ガイドライン（2018年版）」
を参考に作成しています。

編集部署
環境技術部 環境管理室
TEL：（075）622-8080 URL：httpｓ://www.kyoto-kankyo.net/
発行日
2019 年7月1日
情報公開
「優良産廃処理業者認定制度」に基づき、会社情報、許可内容、
施設及び処理内容等について情報公開を行っています。
URL
http://www2.ｓanpainet.or.jp/zyohou/index.php

◆地元行事への参加
2017-2018年も多くの地元行事に多くの社員が参加しました。
今後も信頼される地元企業を目指して取り組んでいきます。

三ノ宮ふれあいまつり

地域の清掃活動等にも積極的に参加し、地元地域の皆様と共に地域の美化に貢献しています。

● 協働活動 

泥んこバレー 大身区納涼大会

京丹波食の祭典 熊野神社大祭・猪鼻区民のつどい

酒治志神社秋大祭 廣谷神社秋大祭
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会社概要・沿革

会社概要

沿　　革

商 号：株式会社京都環境保全公社
本　社
京都府京都市伏見区横大路千両松町 126
T E L：(075)622-8080(代表)/ F A X：(075)622-8286
E-mail：info@kyoto-kankyo.co.jp
伏見環境保全センター
京都府京都市伏見区横大路千両松町 126
T E L：(075)622-8080(代表)/ F A X：(075)622-8286
瑞穂環境保全センター・京都北部営業所
京都府船井郡京丹波町猪鼻冠石 2-1
T E L：(0771)88-0431(代表)/ F A X：(0771)88-0455
滋賀営業所
滋賀県大津市月輪1丁目 13-10
T E L：(077)544-3055(代表)

●1974年(昭和 49年)
 京都産業サービス株式会社設立
 民間出資企業 33社 資本金1億5千万円
●1977年(昭和 52年)
 京都市産業廃棄物処分業・収集運搬業許可取得
●1978年(昭和 53年)
 京都府産業廃棄物収集運搬業許可取得
●1981年(昭和 56年)
 株式会社京都環境保全公社に商号変更
 京都府・京都市の出資 資本金4億9千5百万円(増資)
●1983年(昭和 58年)
 京都府産業廃棄物処分業許可取得
●1984年(昭和 59年)
 瑞穂環境保全センター 最終処分場埋立事業開始
 伏見環境保全センター 中間処理(焼却)事業開始
●1986年(昭和61年)
 資本金 14億2千9百万円(増資)
●1988年(昭和 63年)
 資本金 15億4百万円(増資)
●1995年(平成7年)
 伏見環境保全センター 100トン焼却炉竣工
●1999年(平成 11年)
 本社・伏見環境保全センター「ISO14001」認証取得
●2002年(平成 14年)
 伏見環境保全センター 分別破砕事業開始
●2004年(平成 16年)
 伏見環境保全センター 固形燃料(RPF)生産事業開始
 創立 30周年記念事業(ロゴマーク制定)
 瑞穂環境保全センター 浸出水高度処理設備増設
●2005年(平成 17年)
 伏見環境保全センター 乾燥汚泥受入設備竣工
 京都北部営業所開設
 瑞穂環境保全センター 最終処分場新埋立計画許可取得
 滋賀営業所開設
●2006年(平成 18年)
 伏見環境保全センター 選別事業開始
 収集運搬及び瑞穂環境保全センター 「ISO14001」認証取得
●2007年(平成 19年)
 電子マニフェストシステム運用開始
 伏見環境保全センター スクリュー式RPF成形機導入

●2008年(平成 20年)
 伏見環境保全センター 発泡スチロール減容事業開始
 「エコ京都 21」地球温暖化防止部門 ☆スタンダード認定
 循環型社会づくりへの貢献が評価され環境大臣賞受賞
●2009年(平成 21年)
 伏見環境保全センター PCB収集運搬事業開始
 京都北部営業所 「ISO14001」認証取得
●2010年(平成 22年)
 伏見環境保全センター
  プラスチックシートリサイクル 事業開始
 伏見環境保全センター
  下水汚泥炭化リサイクル 事業開始
●2011年(平成 23年)
 「エコ京都 21」地球温暖化防止部門 ☆☆アドバンス認定
 優良産廃処理業者認定制度適合
 古物商許可取得
●2012年(平成 24年)
 計量証明事業(濃度)登録
 RPF JIS マーク表示制度(JISZ7311)認証取得
 熱可塑性樹脂シートの分離方法及び分離装置特許取得
●2013年(平成 25年)
 瑞穂環境保全センター
  最終処分場新保全計画(拡張)許可取得
 伏見環境保全センター 高精度選別設備竣工
●2014年(平成 26年)
 瑞穂環境保全センター 新排水処理設備竣工
 創立 40周年記念事業(40年社史発刊)
 「エコ京都 21」地球温暖化防止部門 ☆☆☆マイスター認定
●2015年(平成 27年)
 伏見環境保全センター RPF生産設備更新
●2016年(平成 28年)
 伏見環境保全センター 二軸破砕設備竣工
 京都市優良エコドライブ推進事業所認定
●2017年(平成 29年)
 事業継続計画(BCP)の制定
●2018年(平成 30年)
 京都府・京都市排出量削減計画制度優良事業者表彰受賞
●2019年(平成 31年)
 一般貨物自動車運送事業開始
 京都府ワークライフバランス認証取得

資 本 金：15億4百万円
代 表 者：代表取締役社長 鍋谷 剛
従業員数：従業員 126名(2019年7月 1日現在)
事業内容： 産業廃棄物収集運搬業、中間処理業、 

最終処分業
株  主：京都府・京都市・民間企業 43社
取引銀行：京都銀行・京都信用金庫・
     京都中央信用金庫
加盟団体： 京都商工会議所・京都経営者協会・

京都工業会・京都府産業資源循環 
協会・千両松地域エコ協議会・ 
全国廃棄物処理公社等連絡協議会・
日本RPF工業会・京都府トラック協会・

     塩化ビニル管・継手協会・
     京都府環境計量証明事業協会
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経営責任者 の コミットメント

代表取締役社長

� 鍋谷　剛

当社は、1974 年に産業廃棄物の処理会社として京都経済界の共同出資で
創立され、1984 年に京都市伏見区、京丹波町（旧瑞穂町）の地において 
事業を開始、以降 35 年にわたり産業廃棄物の適正処理とリサイクルを推進 
してまいりました。1999 年には ＩＳＯ14001 の認証を取得し、以来、事業 
活動そのものを環境管理活動と位置づけ、「循環型社会の形成を通じて京都
産業界の発展に寄与する」ことを事業目的として資源循環の実現に向けて 
積極的に取り組んでいます。

2015 年には世界が直面する最も差し迫った課題への取り組みとして、 
17 のグローバル目標とこれらの具体的な 169 のターゲットからなる国連の
持続可能な開発目標（ＳDGs）が掲げられると共に、2016 年には気候変動に
対する世界的な対応強化を目的としたパリ協定が発効され、持続可能な社会
実現に向けた国際的な潮流は事業者を取り巻く環境に大きな変化をもたらし
ています。

当社においては、長期目標として 2030 年には伏見センターにおけるサー
マルリサイクルを含めた再資源化率 95％以上を目指しています。リサイク
ルサービス事業会社への転換を目標とした長期経営方針に基づき、サーマル
リサイクル事業の拡大やコンサルティングによる排出事業者の再資源化率
の向上の取組みを加速すると共に、社会的に大きな課題となっているプラス
チック資源循環の実現に向けて、技術力、マーケティング力の強化を図り、
持続可能な開発目標への達成に向けて取り組んでいます。

この度、当社の事業活動による直接的、間接的な環境への 
影響とそれらを環境マネジメントによってどのように適切に 
コントロールし、その結果として持続可能な社会にどう貢献し
ているのかをステークホルダーの皆様に伝えることを目的に、
「環境報告書 2019」を発行しました。この環境報告書を通じて
当社の考え方や取組み状況をご理解いただければ幸甚です。

これからも持続可能な社会の実現に向けて、全社を挙げて 
取組みを進めてまいります。
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役員報酬諮問委員会 代表取締役

経営会議
常勤取締役

各部門

取締役会 監査役会

内部統制
 コンプライアンス
  環境委員会
   ⃝法務推進部会
   ●廃棄物処理検討会
   ●廃棄物適正処理推進委員会
  瑞穂監視委員会

会計監査人

◆ガバナンス体制図

ガバナンス

株　主　総　会

● 株　主
当社は京都府及び京都市並びに京都主要企業 43 社が共同出資している株式会社です。
常勤取締役の株式保有はありません。

● 取締役会
取締役会は京都府副知事、京都市副市長、京都工業会会長をはじめとする 6 名の独立社外取締役と 
5 名の常勤取締役で構成され、業務執行の決定等を行っています。

● 監査法人による監査体制
第三者である監査法人が会計監査を行い、当社の財務諸表が適正かを確認しています。

● 監査役及び監査役会
独立性を保つために社外監査役４名（内常勤監査役１名）で構成されています。
業務監査と会計監査を実施しています。

● 役員報酬諮問委員会
社外取締役 2 名と常勤取締役 2 名で構成され、委員長は社外取締役が務めています。取締役の 
報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的としています。

● 内部統制　コンプライアンス
環境委員会の下に法務推進部会及び廃棄物処理検討会並びに適正処理推進委員会を設置し、 
コンプライアンス体制の強化に努めています。
瑞穂センターにおいては、地元、行政等により構成される瑞穂監視委員会にて定期的な施設の 
運営状況の確認を行っていただいています。
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産業廃棄物トータル処理システム

◆産業廃棄物トータル処理システム
産業廃棄物の適正処理に向けて、事前確認から収集運搬・再資源化・中間処理・最終処分まで

のトータルシステムを確立しています。また、３Ｒのコンサルティングを行っています。

廃棄物の適正処理の
事前確認・処理契約締結

廃棄物の
処理相談

収集運搬
廃プラ
木くず
紙くず 各種廃棄物

医療廃棄物・廃油
廃プラ・有機汚泥
紙くず・繊維くず

不燃物
廃石綿等 下水汚泥

選別・破砕 焼却処理

廃プラ
木くず
紙くず

廃プラ
木くず等

廃プラ
木くず
金属くず 塩素系プラ

燃えがら
ばいじん

燃えがら

埋立処理

 

３
Ｒ
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

発電用燃料等
ＲＰＦ製造

マテリアル
リサイクル 炭化物製造 パートナー

企業

 排出事業者

循環型社会の実現に貢献します

5

2019
Environmental Report



SDGsへの貢献

◆SDGsとは
持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable 

Development Goals）とは，2００１ 年に策定
されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継と
して、2０１5 年９月の国連サミットで採択され
た「持続可能な開発のための2０3０アジェンダ」
にて記載された 2０3０ 年までの国際目標です。
持続可能な世界を実現するための １７ のゴール・
１6９ のターゲットから構成され，「地球上の誰
一人として取り残さない（No one will be left 
behind）」ことを誓っています。

◆SDGsへのコミットメント
当社は環境保全事業を営む企業として、地球環境保全に取り組み、改善・向上を目指しています。

産業廃棄物の適正処理やリサイクルの推進を図ることで SDGs が目指す持続可能な社会実現に 
向けた開発目標に貢献していきます。

ゴール ＳＤＧｓ目標

当社の経営理念である「人を基軸とした経営」を実現するために、
社員一人ひとりがより健康でいきいきと働ける職場づくりを目指して健康経営の推進に取り組みます。

社員の能力向上のために教育を行うと共に、排出事業者、地元地域や小学校をはじめとする
各種団体へ環境教育の場を提供します。

社員の事情(妊娠・出産・育児・介護・看護・健康状態等)に配慮した労働環境を整備します。

最終処分場から河川に放流する水質については、法令による基準より厳しい自主基準値を設定し、
その達成に努めます。

すべての事業活動において省エネルギー・省資源に取り組み、環境負荷の低減に努めます。
(社員行動指針)

社員の安全・健康に及ぼす影響が最小限となるように、労働安全衛生管理を徹底します。

産業廃棄物の一貫処理にあたっては、適正かつ安全な展開を最優先に取り組み、
地域環境との調和を目指します。(環境方針)

産業廃棄物を有効に利用する再資源化や廃棄物そのものの減量化及び安定化を進めます。(環境方針)

地球温暖化防止の具体的な実践活動について行動指針を定めて実施します。(環境方針)
6
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適正処理とコンプライアンス

◆品質管理課の適正処理の取組み
　● 廃棄物の適正処理システムの構築

品質管理課では、お客様から処理依頼のあった廃棄物に対し
て、事前に有害成分の有無、引火性・発熱性等の危険性等につ
いて分析・調査を行います。廃棄物の組成や化学的な性状を把
握した後、適正かつ安全に処理できる方法をお伝えしています。

また、お客様が取扱いに困っておられる廃棄物については、
当社が蓄積してきた廃棄物のデータベースや最新鋭の機器による分析結果から安全で最適な処
理方法を導き出し、お客様に安心してもらえる処理プランをご提案しています。

　● さらなる適正処理へ向けて
当社では様々な廃棄物を扱っており、その中には燃焼や排ガスに悪影響を及ぼす廃棄物が 

あります。そのような廃棄物に対して搬入から処理までの連絡体制を整備し、事前に焼却処理
廃棄物を把握できるシステムを構築し、安定した焼却処理が行えるよう取り組んでいます。

また、継続的に搬入されている廃棄物に対しては、搬入業者ごとに組成調査を行い、どのよ
うな廃棄物がどのような割合で含まれているかをチェックしています。

軟質プラ
38.0％

硬質プラ
6.9%発泡・ウレタン

4.4%

木くず
22.9%

紙くず
21.4%

繊維くず
2.3%

金属くず
1.6% 塩化ビニル類

2.5%

　● 分析事業について
2０１2 年に分析技術及び分析精度の維持・向上を目的に計量

証明事業の登録を行い、廃棄物・水質・土壌・大気・リサイクル
製品の分析を行っています。

分析結果の信頼性を保証する取組みとして外部精度管理や 
内部精度管理を実施し、試験結果に基づき課内ミーティングを 
行い分析精度向上に取り組んでいます。

また京都府環境計量証明事業協会に加入し、他社分析機関との
共同実験・討論会へ積極的に参加して、さらなる分析技術向上に
努めています。

Ａ社搬入廃棄物組成比率

計量証明事業登録証
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◆施設生産管理部の取組み
施設生産管理部は、廃棄物の適正処理を万全な設備管理によりサポートすることを使命と 

捉え、日々業務に邁進しています。

【伏見センター設備の維持（修繕）・向上に関する支援】
● 各種処理施設の予防保全

作業者による日々の点検と設備保全のスペシャリストに
よる保守点検体制を構築し、「予防保全」に注力しています。
● 設備修繕の内作化

自社整備体制の構築により、応急補修や作業改善に繋が
る整備が可能となり、設備管理レベルの向上を図ることが
できました。

また、保全担当者の育成も重要なミッションと捉え計画
的に強化しています。

【長期保全計画の策定及び実行】
● 焼却設備の保全

稼働から 2０ 数年経過していることから日常点検に加え、
長期整備計画に基づくメンテナンスの重要度が増していま
す。焼却設備のメンテナンスは、大規模な整備が多く、社
外の協力整備業者と最善の整備を実行することで、安定し
た設備稼働を実現しています。

◆営業部の適正処理の取組み
中国の廃プラスチック輸入規制等の外部市況の変化

により近年廃棄物が増加傾向にあります。当社におい
てもコンプライアンスの徹底の観点から、搬入される
廃棄物の保管量を適正に管理することが強く求められ
ています。また、火災予防、衛生害虫の発生抑制の 
観点からも、保管量の管理が重要であることは言うま
でもありません。営業部では適正処理の取組みとして、

「焼却対象廃棄物の保管量の適正化」に取り組んでいま
す。環境関連法規制で定められた排ガス規制値を順守
すると共に、焼却処理施設に与える影響を考慮しつつ
計画的な受入れを実施しています。

当社においては株主、地元地域、排出事業者をはじ
めステークホルダーの信頼を損ねることが無いよう、
適正処理に努めています。

　● 管理手法
１.顧客ごとの受入量の設定

顧客ごとに月単位の受入量を設定し、保管量と
廃棄物の組成をコントロールしています。

２.焼却処理困難物の受入管理
水分を多く含む廃棄物や排ガスに影響を与える

廃棄物の受入れと量をコントロールしています。

ピットレベル・搬入量報告書

受入管理表
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◆資源リサイクル課の取組み
資源リサイクル課では、廃棄物の目視確認と各作業場での展開検査により不適物の混入確認、

除去を行い適正処理、火災予防に取り組んでいます。

◆焼却処理課の取組み
焼却処理課では、多種多様な廃棄物を適正に焼却処理するために「廃棄物の組成調査」を実施

しています。
組成調査とは、搬入される廃棄物に混入している塩素及び硫黄の高含有物の成分分析や混入 

比率を調査し、廃棄物の性状に合わせた最適な処理方法を用いて排ガスへの影響を最小限にする
ことを目的とした取組みです。

排ガスや焼却残渣の法規制値及び自主基準値の順守をより確実にし、安心・安全な処理を推進
しています。

【組成調査フロー】

項　目 実施事項

目視確認
誘導員が搬入された廃棄物を目視確認します。
不適物や危険物があった場合は原則お持ち帰り 
いただいています。

展開検査

各作業場にて展開検査を行い重機や人の手により 
不適物や危険物の選別、除去を行っています。 
不適物や危険物が発見された場合は朝礼、夕礼で
の情報共有及び営業部へ伝達し改善に繋がる取組
みを実施しています。

機密系廃棄物
原則として即日処理を行っています。
お客様の要望に応じて搬入から処理完了までの 
立会の実施等行っています。

適正保管 廃棄物保管処理先行管理表を基に適正保管に努め
ています。

リサイクル品製造
廃プラスチック・紙類を原料としたRPF(固形燃
料)の製造や発泡スチロールの減容固化を行って
います。

分別工場

朝礼、夕礼での情報共有

廃棄物の搬入 展開検査 組成調査 適正処理

搬入物からサンプリング

分
別
・
抜
き
取
り

塩素・硫黄含有物(写真は塩化ビニール)

焼却不適物・火災要因物(写真は金属、乾電池)

排ガス影響を
抑えるために
少量ずつ焼却

顧客へ注意喚起
対象物の受入れ
不可(持ち帰り)

処理方法の変更
顧客へ分別方法の

啓蒙
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2０１７ 年度に最終処分場のコンプライアンスの監視体制の見直し・強化を図り、2０１8 年度 
からは環境技術部と定期的な作業管理ミーティングを開催し、廃棄物の受入れ、積替保管、埋立
処理及び排水処理に係る法令、地元協定の順守等のチェックを行い、適正処理、コンプライアン
スの徹底に努めています。併せて継続的なパフォーマンスの改善協議も実施しています。

作業管理表 作業管理ミーティング

◆瑞穂センターの取組み
廃棄物の適正処理に関する社会的ニーズが高まり、法規制の強化が進む近年において、法令 

順守は当社にとって事業活動を行う上での絶対条件となっています。瑞穂センターでは、事業活
動そのものが環境管理活動の考え方のもとに、すべての業務を環境マネジメントシステムの中で
行っています。定めた手順、マニュアルに基づいて業務を行うことで適正処理に努めると共に、 
スキルマップに基づいて定期的な教育を実施することにより課員のスキルアップを図っています。 
また定期的にパトロールを実施し、指摘箇所の改善に努めることで、事故ゼロに繋げています。

手順書教育手順・マニュアル・スキルマップ パトロール状況

適正処理及びコンプライアンスを徹底しながら、埋立処理技術の向上、排水処理の安定化に 
取り組んでいます。廃棄物をどのような割合で混合すれば埋立効率が向上するのか埋立物の嵩比
重試験を実施したり、凝集沈殿における pH 範囲、薬品注入量設定や、脱水汚泥の含水率低減に
向けて機器・薬品調整をどのように設定すれば排水処理施設がより安定するか試験研究を行い、
レベルアップに向けて日々取り組んでいます。

嵩比重試験 転圧試験

水質試験

廃棄物混合試験 
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環境に関する法規制等の順守評価

◆伏見センターの大気汚染物質測定結果
伏見センターでは、定期的に焼却炉の排ガス測定を実施し、維持管理を徹底しています。2０１8 年

度の大気汚染物質測定結果はすべて法規制値及び自主基準値に適合していることを確認しています。

伏見センター　排ガスデータ（2018年度）
測定項目 単位 法

規制値
自主
基準値

2018年（平成30年） 2019年（平成31年）
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 2月 ３月

ばいじん g/Nm3 0.08 0.08 0.001
未満

0.001
未満

0.001
未満 0.002 0.001 0.005 0.002 0.012 0.001 0.001 0.001

未満
0.001
未満

窒素酸化物 ppm 250 150 72 ― 91 ― 85 ― 79 ― 86 ― 100 ―

硫黄酸化物 ppm 162 20 0.2 ― 0.3 ― 3.5 ― 4.3 ― 0.2 ― 2 ―

塩化水素 ppm 430 20 6.1 ― 3.6 ― 3 ― 2.6 ― 6.7 ― 15 ―

ダイオキシン類(排ガス) ng-TEQ/Nm3 1※1 ― ― ― 0.00064 ― ― ― ― 0.0057 ― ― ― ―

ダイオキシン類(焼却灰) ng-TEQ/ ｇ 3 ― ― ― 0.45 ― ― ― ― 0.088 ― ― ― ―

※ 1 ダイオキシン類排出削減基準(処理能力 4t/ｈ 以上の焼却施設規模) 2002年 12月 1日以降 1(ng-TEQ/Nm3)

0

0.05

0.1

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

排ガス中のばいじん濃度測定結果(g/N㎥)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

2月12月10月8月6月4月

排ガス中の窒素酸化物測定結果(ppm)

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

2月12月10月8月6月4月

排ガス中の硫黄酸化物測定結果(ppm) 

0

5

10

15

20

2月12月10月8月6月4月

排ガス中の塩化水素測定結果(ppm)

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

11月6月

排ガス中のダイオキシン類測定結果(ng-TEQ/N㎥)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

11月6月

焼却灰中のダイオキシン類測定結果(ng-TEQ/g)

大気汚染防止法 0.08g/Nm3

大気汚染防止法 162ppm

ダイオキシン類対策特別措置法
1ng-TEQ/Nm3

ダイオキシン類対策特別措置法 3ng-TEQ/g

大気汚染防止法 430ppm

自主基準値 0.08g/Nm3

自主基準値 20ppm 自主基準値 20ppm

大気汚染防止法 250ppm

自主基準値 150ppm
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◆瑞穂センターの水質測定結果
瑞穂センターでは、管理型最終処分場からの浸出水を排水処理施設で処理し、河川に放流しています。
放流水については、下表の 24 項目は毎月、健康項目 １７ 項目とダイオキシン類は３ヶ月毎に

測定を実施しています。
また処分場からの影響を監視するために、周辺の観測井戸5箇所や下流河川のモニタリングを

行っています。
2０１8 年度の放流水の水質測定結果は、すべて法規制値及び地元協定値に適合していることを

確認しています。

瑞穂センター　放流水水質データ（2018年度）
計量項目 単位 法

規制値
地元
協定値

定量
下限値

2018年（平成30年） 2019年（平成31年）
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 2月 ３月

水素イオン濃度(pH) ― 5.8 ～ 8.6 6 ～ 8 ― 7.2 7.2  7.3  7.5  7.8  7.8 7.7 7.8 7.9 7.2  7.9  7.8 

化学的酸素要求量(COD) mg/l ― 25 1 3.4 1.5 ND ND ND ND ND ND ND 1.2 ND ND

生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l 60 10 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

浮遊物質量(SS) mg/l 60 10 5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

大腸菌群数 個 /cm3 3000 100 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 
(鉱油類含有量) mg/l 5 0.5 0.5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 
(動植物油脂類含有量) mg/l 30 3 0.5 0.6 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

フェノール類含有量 mg/l 5 0.5 0.01 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

銅含有量(Cu) mg/l 3 0.3 0.001 0.004 0.006 0.008 0.006 0.008 0.003 0.007 0.004 0.002 0.003 0.003 0.002

亜鉛含有量(Zn) mg/l 2 0.2 0.005 ND ND ND ND 0.006 ND ND ND ND ND ND ND

溶解性鉄含有量(Fe) mg/l 10 1 0.01 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

溶解性マンガン含有量(Mn) mg/l 10 2.5 0.01 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

クロム含有量(T-Cr) mg/l 2 0.2 0.02 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

全シアン mg/l 1 不検出 0.1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

アルキル水銀化合物(R-Hg) mg/l 不検出 不検出 0.0005 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

水銀及びアルキル水銀
その他の水銀化合物(T-Hg) mg/l 0.005 不検出 0.0005 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

有機燐化合物(R-P) mg/l 1 不検出 0.01 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

カドミウム及びその化合物(Cd) mg/l 0.03 0.01 0.001 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

鉛及びその化合物(Pb) mg/l 0.1 0.02 0.005 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

六価クロム化合物(Cr6+) mg/l 0.5 0.05 0.005 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

砒素及びその化合物(As) mg/l 0.1 0.01 0.005 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

ポリ塩化ビフェニル(PCB) mg/l 0.003 不検出 0.0005 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

ふっ素及びその化合物(F) mg/l 15 1.5 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2  0.3 ND ND 0.2 0.1 0.1 0.1

ほう素及びその化合物(B) mg/l 50 5 0.01 ND 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.02 0.01 0.02
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◆リサイクル処理フロー

◆リサイクル処理実績及びリサイクル率

リサイクルの推進

産業廃棄物の再資源化については、排出事業者の分別協力や
当社選別等の処理により、発泡スチロールの減容固化等のマテリアルリサイクルや ＲＰＦ 製造等の
サーマルリサイクルに取り組んでいます。

各種廃棄物

中間処理（焼却・破砕・選別・圧縮固化・減容固化）

伏見センターにおける品目別リサイクル実績及びリサイクル率

2016年度 2017年度 2018年度
木材 460 465 482
廃プラスチック類(燃料化) 5,580 3,703 3,909
燃え殻(溶融リサイクル) 4 4 3
硬質プラスチック 48 33 63
塩化ビニル管 14 10 0
金属類 450 313 251
電化製品 46 34 15
発泡スチロール 327 345 311
RPF 8,163 9,103 10,340
下水汚泥炭化物 25 16 4
合　　計 15,117 14,024 15,378
搬入数量合計 51,411 50,771 53,209
伏見センターリサイクル率 29.4% 27.6% 28.9%

品目 年度

10,000

11,000

12,000

13,000

15,000

16,000

14,000

2018 年度2017年度2016年度
5.0％

15.0％

25.0％

35.0％

45.0％

55.0％

 リサイクル実績  リサイクル率

マテリアルリサイクル
燃えがら

路盤材

硬質
プラスチック

樹脂パレット

塩化
ビニルシート

内装資材

塩化
ビニル管

建設資材

紙くず

製紙原料

電化製品

金属回収

下水汚泥
炭化物

土壌改良材

金属

金属原料

発泡
スチロール

スチレン原料

木くず

パーティクルボード

サーマルリサイクル
木くず RPF 廃

プラスチック

ボイラー燃料

(単位：t)
(単位：t)
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新規事業等

◆顧客先における構内請負業務の実施
当社では、2０１７ 年 １2 月より請負業務を開始しました。顧客工場内での廃棄物の分別作業、

廃棄物取引業者の補助作業、構内業者の出入り管理、水質管理補助等、廃棄物に係る業務以外に
も幅を広げ、顧客からの様々なニーズに応えています。廃棄物の知識が豊富な当社社員が作業 
することにより、多種多様な廃棄物管
理が円滑に進められています。

今後も既存の業態にとらわれること 
なく常に新しい業務に挑戦し、京都府内
における「ファーストコールカンパニー」
となれるよう取り組んでいきます。

◆産廃収集 ＩｏＴ　実験に参加
当社は 2０１７ 年 １2 月、市内5社の民間企業

と共にあらゆるモノがインターネットに繋がる
「IoT」や「人工知能（AI）」をごみ収集に応用す
る実験に参加しました。本実験は効率的な廃棄
物処理システムの構築を目指す京都府の事業と
して実施されました。

資源ごみの廃プラスチックや金属くずは、 
少量だと産廃リサイクル処理業者に収集を断ら
れたり、他の産業廃棄物と共に埋立されたりす
るケースが多く、リサイクル率が高まらない原
因になっていますが、IoT 化することにより複数
の拠点を回って一括収集できるため、車両の運
行回数が減り、運搬コストや ＣＯ2 排出量の低減
にも大きな効果が期待できます。

IoT を活用したごみ収集フロー

Ａ社 

有価売却 
又はリサイクル 

C社 

D社 

リサイクル業者等 

収集運搬業者 
IoTで廃棄物量を把握。 
効率的に回収。 

企業（排出事業者） 
IoTで廃棄物量を随時配信。 
有価物化・ﾘｻｲｸﾙできるものは徹底分別。 

コスト削減 

業務効率化 

B社 

量が少ないため 
配車は次回 
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◆一般貨物自動車運送事業の開始
一般貨物自動車運送事業は通称「緑ナンバー」と呼ばれるもの

で、お客様より対価を頂き製品や荷物を輸送する場合に必要な許可の 
ことを指します。元来「廃棄物は“荷物”ではない」との考え方から、 
産業廃棄物を運搬する場合には緑ナンバーは不要とされていますが、

「安心できる業者とお付き合いをしたい」「コンプライアンスの徹底
している業者に依頼したい」というお客様の声にお応えするために、
2０１９ 年１月より、一般貨物自動車運送事業を開始いたしました。

今後も引き続き適正な運行管理、車両管理を徹底し、安全な運行に
努めてまいります。
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温室効果ガス削減の取組み

◆2018年度温室効果ガス削減取組み結果
当社は環境方針に「地球温暖化防止の具体的な実践活動について行動指針を定め実施する」と

定め、省エネ部会を中心に第5期３ヶ年削減計画（2０１6 年度の温室効果ガス排出量を基準に
2０１７ 年度～ 2０１９ 年度までで毎年３％　３ヶ年合計で９％削減）に基づき、全社を挙げて温室
効果ガス削減の取組みを行っています。

2０１8 年度温室効果ガス排出量については、全サイト全項目で削減できましたが、１.6％の 
削減にとどまりました。これは排出量の約 85％を占める非エネルギー（廃プラスチックの焼却）
の換算係数が組成調査により基準年度の ０.７０ から ０.７2 に上昇したことが大きな原因です。

◆省エネ部会の活動
全社の省エネ取組みを推進するために、環境 

委員会の下に省エネ部会を組織し、活動計画表に
基づき、省エネ活動の展開を図っています。

今年度の具体的な活動として、ハード面では 
①伏見センター場内照明の ＬＥD 化②低燃費車の
導入を、ソフト面では①従来の削減行動を推進 
継続し、更にレベルの高い個々の削減行動に繋げる 
②使える管理標準への見直しと有効活用③節エネ
ではなく省エネに軸足を置いた活動の展開等の 
取組みを行っています。

2018年度サイト別温室効果ガス排出量まとめ

施設・項目 基準排出量 2018年度
排出量 基準年度比

本社・伏見
エネルギー 4,398 4,373 99.4%

非エネルギー 32,578 32,225 98.9%

本社伏見計 36,976 36,598 99.0%

瑞穂 エネルギー 1,159 936 80.8%

総合計 38,135 37,534 98.4%
※排出量には営業車などで使用したガソリン、収集運搬で使用した軽油が含まれています。

・ 伏見センター焼却設備照明
の ＬＥD 化

・エコカーの導入（２台）

・エネルギー項目ごとの原単位管理
・管理標準の見直しと運用
・デマンド監視システムによるリアルタイムでの電力量把握
・エコドライブの励行
・アイドリングストップの徹底
・クールビズ、ウォームビズの取組み
・ライトダウン実施

環境委員会

エネルギー管理企画推進者

省エネ部会責任者
（エネルギー管理統括者）

省エネ部会推進担当
（エネルギー管理事務局）

エネルギー管理員

各部門長
各省エネ部会員

各部門長
各省エネ部会員

各部門長
各省エネ部会員

本社管理棟
所属社員

伏見センター
所属社員

瑞穂センター
所属社員

エネルギー管理体制

● ハード面の改善 ● その他の取組み

(単位：t-CO2)
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出典：京都府　　京 -VＥＲ の活用例

京都版CO2 排出量取引制度の仕組み
中小企業の省エネ対策や企業・NＰＯ 等によ

る森林整備など、府民や企業の様々な温室効果
ガス排出削減活動からクレジット（環境価値）
を創出し、大規模排出事業者等がそれを購入し
て京都府・京都市の地球温暖化対策条例に基
づく温室効果ガス排出量削減計画の目標達成や
ＣSＲ 等に活用し、地域社会で協力して温室効
果ガスの削減を目指すものです。

活用例
● 事業活動
企業のイベントや環境報告書作成等で排出される ＣＯ2

を京 -VＥＲ でオフセット。
● 京都観光
修学旅行や外国人向けの観光ツアー等を対象に、京都
旅行で排出される ＣＯ2 を京 -VＥＲ でオフセットする

「カーボンゼロツアー」を実施。
● おもてなし商品
京みやげ等のおもてなし商品の製造過程等で生じる
ＣＯ2 を京 -VＥＲ でオフセットし、ＣＯ2 排出ゼロのお
もてなし商品として付加価値をつけて販売。

◆地球温暖化対策条例に基づく排出量削減計画制度優良事業者表彰
当社は京都府及び京都市地球温暖化対策条例で定められた一定規模の温室効果ガスを排出する

「特定事業者」に該当し、３ヶ年ごとに温室効果ガス排出量の削減目標を示した「事業者排出量削
減計画書」を京都府及び京都市に提出して、温室効果ガス削減に取り組んでいます。

当社の第２計画期間（2０１4 年度～ 2０１6 年度）の温室効果ガス排出結果は、削減目標及び原
単位についても目標を大きく上回ることができました。この成果に対し、京都府及び京都市より
優良事業者として表彰をいただく機会を得ることができました。

◆京都版CO2 クレジット購入
温室効果ガス多量排出事業者と

し て の 社 会 貢 献 並 び に 制 度 へ の 
支援及び顧客への還元を目的として、
2０１７ 年度に続いて 2０１8 年度も 
京都版 ＣＯ2 排出量取引制度を活用し、
当社事業所のある京丹波町の２事業
所及び当社顧客企業 １１ 社より合計
388.8t-ＣＯ2 の ＣＯ2 クレジットを
購入しました。

これにより当社保有のクレジット
は、2０6１.6t-ＣＯ2 となりました。

2０１９ 年 度 に も、 約 4００t-ＣＯ2

の購入を予定しています。
購入したクレジットについては、温室効果ガス排出量削減計画目標達成の補完ツールとして 

活用していくと共に、環境関連の広報ツールとしても活用していきます。

出典：京都府　　京都版 ＣＯ2 排出量取引制度の流れ
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◆さんぱい３Ｒ体験アカデミー
2０１8 年９月 ７ 日、９月 2１ 日及び １０ 月 １７ 日、（一社）京都府産業廃棄物３Ｒ支援センター

及び京都府が主催されている「さんぱい３Ｒ体験アカデミー事業」として、龍谷大学、京都工芸
繊維大学及び立命館大学の総勢 62 名の学生が来社されました。

当社においては、アカデミー参加の学生の方々に選別やリサイクル処理施設等をご覧いただき
ました。見学後のアンケートでは「今までのごみ処理のイメージは、正直、捨てて燃やすだけと
いうものでしたが、各企業、処理場が様々な問題を抱え、その対策のために大変工夫されている
ことが分かりました。ものを作る際には、捨てる時のことも考
えなければならないのだと学びました」、「マテリアルリサイ
クルだけでなく、ＲＰＦ のような固形燃料を製造することによ
り、多くの廃棄物をリサイクルすることは、リサイクル率の 
向上に有効な手段だと感心しました。」等の意見をいだだき、 
３Ｒ意識を高める機会となったことを実感することができまし
た。今後も本事業に積極的に協力していきます。

◆JＩCA施設見学会
2０１8 年９月 2７ 日、国際協力機構（JIＣA）の課題別研修「廃棄物管理能力向上（応用、計画・

政策編）」における産業廃棄物の管理・処理に関する視察のため研修員7名（アンゴラ１名、ブラ
ジル３名、モザンビーク３名）が伏見センターの施設見学に来場
されました。自国の環境行政の未来を担うであろう行政官、関係
団体職員だけあり、非常に熱心に見学会に臨まれている様子が窺
えました。「廃棄物管理の具体的な事例や手法について深く考察す
る機会を得られた」、「帰国後はこれらの経験をそれぞれの職務に
活かしていきたい」等の前向きな意見をいただくことができ、非
常に有意義な見学会となりました。

◆夏休み小中学生エコバスツアー　～さんぱい施設見学会～
2０１8 年8月 6 日、７ 日、京都市廃棄物指導課主催の小中学生を対象とした「夏休みエコ 

バスツアーさんぱい施設見学会」を本社・伏見センターで開催し、小中学生とその父兄 34 名に 
参加していただきました。

当日は 36℃の猛暑にもかかわらず、子供たちは廃棄物が資源に生まれ変わるリサイクル処理の
工程や、普段見ることができない約 ９００℃の焼却炉内部の様子
を目の当たりにして大変興奮している様子でした。

施設見学後の質疑応答では子供たちから活発な質問がなされ、
ごみ問題への関心の高さを窺い知ることができました。

今後も循環型社会の構築に向けた産業廃棄物行政の推進の一
翼を担うべく、積極的に市民の施設見学を受け入れていきます。

環境教育
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◆京都市立砂川小学校で環境教育を実施
2０１8 年7月 １3 日、京都市立砂川小学校において、当社が参画している平成 3０ 年度京都 

商工会議所主催の「小学校への環境学習」を実施しました。
４年生（７6 名）を対象に「ごみについて」学べる機会を提供し、子供たちに「ごみの分別の 

大切さ」を知ってもらい「自分たちにできること」を考え、日常生活の中で実践してもらうこと
を目的としました。DVD、ワークシート、フラッシュカードを
使用し、子供たちに授業に参加してもらう工夫をしたことによ
り、積極的、意欲的に学んでもらうことができました。

最後に子供たちに「今日の授業で感じたこと・気づいたこと」
を発表してもらいましたが、「リデュース・リユース・リサイク
ルの大切さやごみの分別の大切さについて気付くことができた」
等の取組みへの前向きな意見が多くみられ、授業の成果を確認
することができました。

◆京都府立洛水高等学校インターンシップ生の受入れ
2０１8 年 １2 月 6 日、伏見区横大路地区にある京都府立洛水高等学校より１年生４名のインター

ンシップ生の受入れを行いました。
同校が取り組まれている「職業や労働に関する理解を

深め将来の進路選択や個々のキャリアデザインに繋げる」
というキャリア教育の一環として、産業廃棄物処理の収
集運搬から最終処分場までの工程の他、分析の実験や３
Ｒの取組みなどを積極的に学んでいただきました。当社
にとって高校生のインターンシップの受入れは初めての
ことでしたが、とても有意義なものとなりました。

◆京都大学大学院インターンシップ生の受入れ
2０１8 年９月 １8 日から３か月間、国立大学法人京都大学大学院地球環境学舎環境マネジメン

ト専攻修士課程１年生の学生をインターン生として受け入れて、研修を実施しました。
研修プログラムは、インターン生の論文テーマに沿った「一

般家庭内のスプレー缶・カセットボンベの退蔵状況のアンケー
ト調査」と、廃棄物などの化学分析を習得できることを目的に「廃
棄物の定量・定性分析及びその管理」としました。

研修の最終日に行った成果発表会では、「大学生活では得る 
ことができなかった知識を習得でき、非常に充実した研修であっ
た。」との所感を得ることができました。当社で学んだことを活
かし、さらに大きく成長されることを期待しています。
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総務・人事課

健康経営

◆取組み方針
当社経営理念のひとつ「人を基軸とした経営」を実現するには、社員一人ひとりが健康でいき

いきと働くことが基盤となります。その実現に向け、当社では、社員にとって魅力ある企業であ
り続けることを目標に健康経営の推進に取り組んでいます。

2０１8 年９月、この取組みを推進するにあたり、「京都環境保全公社健康経営宣言」を制定
し、社内外へ広報しました。今後も当社では、当社の事業により健康で明るい社会を創れるよう、 
働く人々をサポートしていきます。

健康経営宣言
当社は、すべてのステークホルダーに「安心・安全・信頼」の

廃棄物処理トータルシステムを提供し、循環型社会推進に貢献しています。

そのためには、経営の理念である「人を基軸」とした経営を実践し、

社員一人ひとりがより健康でいきいきと働ける職場環境づくりに取り組んでいきます。

2018 年 10 月 1日
株式会社 京都環境保全公社
代表取締役社長　鍋谷　剛

◆健康増進組織体制
全社における社員の健康維持・増進に向けて、健康担当役員を選任のうえ、総務・人事課に 

属する「健康経営推進グループ」が中心となり、健康増進に向けた施策を行っています。
また、その施策の推進にあたっては当社の安全衛生委員会、保険者である全国健康保険協会 

（京都支部）、産業医および健康診断を依頼している（一財）京都工場保健会と連携を図っています。

代表取締役社長

健康担当役員

各部門

取締役会での報告

全国健康保険協会
（京都支部）

（一財）京都工場保健会
安全衛生委員会健康経営

推進グループ

１９

2019
Environmental Report



◆ワークライフバランスの認証
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」では、仕事と生活の調和が実現した社会は、

国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすと共に、家庭や 
地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・
実現できる社会とされています。

京都府では、ワーク・ライフ・バランスに取り組む中小企業を応援するため、「京都モデル」 
ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度を設けています。

当社は 2０１９ 年２月にこの「ワーク・ライフ・バランス認証企業」として認証されました。

具体的には以下の施策に取り組んでいます。

１．仕事と出産・子育てを両立できる取組み
　● 配偶者出産休暇制度
２．健康で豊かな職場以外も含めた充実した時間が確保できる環境
　● 所定外労働時間削減や年次有給休暇の計画取得支援
３．多様な働き方が選択できる支援
　● 職務内容／スキルに応じた資格取得費用や外部研修受講の機会付与

今後もワークライフバランス実現のための取組みを推進していきます。

◆健康経営の取組み内容
健康経営の取組みとして、当社の課題や社員一人ひとりの健康増進につながる取組みを確認し、

42 の施策を決定しました。主要な項目を下表に示します。

項　目 取組み内容 実施規模

健診関連
定期健康診断 受診率 100% 全社/年

特殊健康診断 受診率 100% 特定社員/年

体  制
安全衛生委員会との連携 毎月

産業医との連携 毎月

メンタルヘルス ストレスチェック 提出率 100% 全社/年

研  修
全社健康講座
＜具体的事例＞
 ・タバコを知ろう
 ・健康診断の活用術

全社/年

健康増進 インフルエンザ予防接種の補助 保険証交付者/年

生活習慣 受動喫煙対策 全社/随時

働き方改革
残業の抑制 全社/随時

有給休暇取得率の向上 全社/随時

コミュニケーション コミュニケーション機会の提供 全社/随時

「京都モデル」
ワーク・ライフ・バランス認証書
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リスクマネジメント

◆リスクマネジメントの取組み
企業にとってのリスクとは、経営していく上で発生すると

困ること、または避けたいことを指します。規制緩和、情報
技術の革新、労働環境問題など取り巻く状況が大きく変化
する現代において、そのリスクも多様かつ複雑化していて、 
リスクへの対応の必要性が求められています。

当社においても、災害、安全、法務、財務、労務、情報 
セキュリティ等の様々な事業運営上のリスクについてその 
管理を行っています。

リスクの特定に当たっては、リスクの発生頻度と損害規模
の算定基準を定めて１つずつ算定し、相対的にプロットしたリスクマップを作成しています。

リスクへの対策としては、回避→損失防止→損失削減→分離・分散の優先順位で対策を決定し、
想定されるリスクに対して起こりうる危機や危険を予防することを第一義に考え、万一、何か 
問題が発生した時でも被害や損失を最小限に抑えられることに注力しています。

◆ＢCＰ（事業継続計画）について
2０１8 年は、6月に大阪北部地震、7月に西日本豪雨が発生し、

自然災害に対しての企業の備えの必要性を再認識させられまし
た。災害や事故等が発生した場合でも、顧客からの速やかな事業 
復旧の要請に応えることと、災害や事故への事前対策について、
顧客、株主、行政等の利害関係者に対して十分な説明を行うこと
が求められています。

当社では被害が最も甚大とされる「南海トラフ地震」の発生を
想定した BＣＰ を策定することにより、その他の災害、火災、事故、
新型インフルエンザ等の緊急事態発生時にお
いても、業務を中断させることなく、あるい
は中断したとしても早期再開することが可能
となると考えています。

またこれにより顧客、地元地域、行政に「安心」
「安全」「信頼」を提供すると共に、企業価値 
向上に繋げることができると確信しています。

2０１8 年6月 １8 日に発生した大阪北部地
震では、BＣＰ を発動して対応にあたりました。
幸い社員とその家族は無事でしたが、焼却処
理設備と給水配管の一部が損壊しました。全
社的には大きな混乱もなく BＣＰ に基づいて対
応することができましたが、一方でソフト面、
ハード面でいくつかの課題が顕在化したため、
これらの課題の解決に取り組むと共に当社 BＣ
Ｐ の見直しを行いました。

リスクマップイメージ図

事業継続計画基本方針
１.社員と家族の安全・安心を
　　最優先に活動する。
２.企業としての社会的な
　　責任を果たす。
　　１ 焼却設備の復旧
　　　 （公共性の高い廃棄物の優先受入）

　　２ 地域住民の救護支援

３.当社とお客様の事業活動の
　　復旧を目指す。

時間別工程図のイメージ2１
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◆ＢCＰ訓練
2０１8 年7月 3０ 日に役員、管理職者を対象に BＣＰ 訓練を実施しました。
本訓練は発災後３時間から 28 時間までの災害対策本部の意思決定

を目的とし、提示される被害状況の情報を基に、経過時間毎に行うべき 
事柄をチームで検討・整理し、意思決定を行いました。災害対策本部 
メンバーは「目標時間内に事業を再開させるためには、何をしなければ
ならないか」を念頭に訓練を実施しました。

訓練を通じ「アクションや判断すべき事柄」が何であるかを、具体的に
理解し、意思決定することの難しさを再認識しました。また、ハード面、ソフト面共に新たな課題
が顕在化し、事業継続計画書及び各組織の行動マニュアルの見直しに繋げることができました。

今後も定期的に訓練を行うことで、当社 BＣＰ のブラッシュアップを図っていきます。

◆安否確認訓練
災害発生時の最優先事項である社員とその家族の安否確認

を行うために、安否確認システムを導入しています。
安否確認システムでは、一斉送信による安否確認、自動 

情報集計に加えて、状況や部署に合わせた対策指示を行うこ
とが可能となります。

また安否確認システムは社員の安否確認だけでなく、家族
の安否及び家の被災状況等を確認することができ、社員の 
出社の可否についても判断することができます。

災害発生時に迅速に安否確認ができるよう年２回不定期で
の訓練を実施しています。

◆防災備蓄倉庫の追加設置
当社では災害発生時に備え備蓄品として３日間分の水や食料、本部

運営用資機材のテントや発電機・灯光器、救護のための工具や車いす、
衛生用品等を購入し隣地駐車場南側倉庫に保管しています。

しかしながら、水害発生時には浸水する恐れがあるため、伏見セン
ター３Ｆ分析室入口前（クレーン室階段右）のスペースに新たに倉庫
を設置し、備蓄品の一部を保管し、リスク分散に努めています。

防災備蓄品一覧表（抜粋）
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安全への取組み

◆安全衛生組織
伏見・瑞穂安全衛生委員会では年度計画に基づい

て取組みを進めています。取組み状況については、
毎月の安全衛生委員会の中で確認しています。

2０１8 年度伏見安全衛生委員会では、安全意識の
向上とリスクの低減及び維持管理を重点項目として
取組みを行いました。

総括安全衛生管理者

安全衛生推進担当
（環境管理室）

産業医

伏見安全衛生委員会 瑞穂安全衛生委員会

安全衛生委員長
兼　安全管理者

安全衛生副委員長
兼　衛生管理者

安全衛生委員
（本社・伏見センターの
各部署より１名選出）

安全衛生委員長

安全衛生副委員長

安全衛生推進者

安全衛生委員
（瑞穂センター・京都北部 

営業所の社員）

安全衛生組織図2０１8 年度　伏見安全衛生委員会実施内容

重点項目 実施内容

安全意識の向上
安全活動の見える化
安全教育の実施

コミュニケーションの徹底

リスクの低減
及び維持管理

リスクアセスメント運用管理
各種パトロールの実施

外部機関による安全診断受診

◆安全パトロールの実施について
伏見安全衛生委員会では、毎週、衛生

管理者による職場巡視及び毎月、産業
医による職場巡視と安全衛生委員による
安全面、衛生面、３Sの観点からの安全 
パトロールを実施し、改善が必要な箇所
の確認を行っています。

指摘された改善箇所については、担当
部署が改善を行い、改善後の運用状況に
ついては、次月の安全パトロールで確認
を行っています。

◆労働安全衛生マネジメントシステムの構築 
2０１8 年３月 １2 日、ISＯ45００１（労働安全衛生マネジメントシ

ステム）が発行されました。
当社では労災事故ゼロを実現するために、労働安全衛生マネジメン

トシステムを導入することが有用であると考え、2０１９ 年度のシス
テムの構築・運用に向けて準備を進めています。

ISＯ 45００１ は、マネジメントシステム規格の共通テキスト（ISＯ/
IＥＣ Directives Ｐart １, Annex SＬ）が採用され、SＯ１4００１ と規格
の構成や用語の定義などが共通化していることから ISＯ１4００１ に取り
組んでいる当社にとっては、比較的馴染みやすいシステムと言えます。

今後は 2０2０ 年度からの ISＯ45００１ を ISＯ１4００１ に盛り込ん
だ環境マネジメントシステムの運用に向けて取組みを進めていきます。

4.1 組織及びその状況の理解
4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解

労働安全衛生方針

6.1.4 取り組みの計画策定
環境目標
労働安全衛生目標

7.4.2 内部コミュニケーション
7.4.3 外部コミュニケーション

EM8-2  リスクマップ
8.2 緊急事態への準備及び対応

EM6-2  業務工程図

要求事項
1-1  本社・伏見センター概略図

帳票名称

EM5-2  環境保全・地球温暖化防止のための社員行動指針
HS5-1  労働安全衛生方針
4-1  組織の状況及び適用範囲登録表
6-1  リスク及び機会　取り組み計画実施状況表
EM8-2  リスクマップ

EM6-11 環境改善計画書・報告書

EM6-3  環境側面調査・環境影響評価表

EM6-4  環境側面調査・環境影響評価表の記入要領と記入例
EM6-5  環境影響登録表
EM6-6  著しい環境側面管理状況表
HS6-1リスクアセスメント実施手順書

HS6-2リスクアセスメント実施一覧表

6-7  法規一覧表
6-8  届出施設一覧表

HS7-1  ヒヤリハット報告書 
7-4外部対応報告書
7-5 文書管理台帳
7-6 手順書管理台帳
7-7規程類の主管部署と配布部署一覧

7-1-1  研修レポート
7-2  力量のニーズ
7-2-1  特定業務リスト

7-3  ワンポイントレクチャー
7-2-2  特定業務従事者一覧

HS10-1 業務上災害調査報告書
EM10-2 環境関連予防処置報告書

EMS・OHSMS共通 ＥＭＳ固有 OHSMS固有

9-5  内部監査報告書
9-6  指摘事項回答書
9-7  マネジメントレビュー報告書
9-8  マネジメントレビュー実施記録
9-9  マネジメントレビュー決定事項

6-9  法規制基準値一覧表
9-2  法規制順守評価表
6-10 取組み計画

7-8環境・労働安全衛生マニュアル及び管理手順書の定期見直しシート

HS6-3 労働安全衛生目標管理表 
7-1  教育・訓練記録

適用範囲1

5.2

6.1

EM10-1 是正処置報告書

1-2  瑞穂センター・京都北部営業所概略図
4-1  組織の状況及び適用範囲登録表
4-1  組織の状況及び適用範囲登録表
EM5-1  環境方針

9-4  内部監査チェックリスト

8-1  緊急事態への訓練記録
8-1-1  緊急事態への対応訓練レポート

EM9-1  環境関連法規制評価表
HS9-1 監視及び測定計画
9-2  法規制順守評価表
9-3  内部監査計画書

順守義務

 危険源の特定

環境側面

リスク及び機会への取り組み

環境方針

マネジメントシステム　帳票一覧

10.2

マネジメントレビュー

不適合及び是正処置並びに予防処置

6.2.1

7.2

7.5

9.1

9.2

9.3

力量

文書化した情報

監視、測定、分析及び評価

内部監査

6.1.2

6.1.3

マネジメントシステム　帳票一覧
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◆作業環境測定について
品質管理課では監視測定計画表に基づいて、工場内のダイオ

キシン類、粉塵、ガス（酸素・硫化水素）、特定化学物質、騒音・
振動、事務所環境（照度、二酸化炭素、一酸化炭素）と有機溶剤 

（法令の適用外）について作業環境測定を実施しています。
測定結果は安全衛生委員会で報告し、対応が必要な項目に

ついては、速やかに対策を講じています。

◆中央労働災害防止協会による安全衛生診断受診について
2０１９ 年３月 １１ 日、伏見センターにおいて中央労働災害

防止協会の「安全管理士」による安全衛生診断を受診しました。
当社の安全衛生管理の状況、生産設備・工程や作業方

法の問題点を明らかにし、改善に必要なアドバイスを 
得ることを目的としました。

第三者による診断は初めてのことで、通常の産業医と
衛生管理者の職場巡視や安全衛生委員会の安全パトロー
ルとは異なった視点から、１０１ 件の指摘（56 件の改善
すべき項目と 45 件の好事例取組み）をいただきました。

改善すべき項目については、早急に改善を図ると共に、
好事例取組みについても他の部門へ積極的に水平展開を 
図りました。

中災防指摘事項の一部
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◆焼却処理課の取組み
焼却処理課では、リスクアセスメントで高リスクと判定された作業 ９6 件を対象に工学的な 

安全対策を重視した作業安全性の向上に取り組みました。2０１8 年度末の時点でリスクが低減 
された作業の件数は 58 件となっており、今後も継続して取り組むことで従業員が安心して働け
る職場づくりに努めていきます。

【主な取組み】
● 転落危険箇所の改善　　　　● 足場用品の点検、更新
● 使用工具の見直し、適正化　● 作業指示書の作成、見直し　他

足場用品の点検、更新（木製→アルミ製）

足場用品の管理表 作業指示書 クレーントロリー用梯子設置 天井クレーン転落防止柵の設置

◆瑞穂センターの取組み
2０１8 年瑞穂センターでは安全対策に力を入れて取組みを行いました。
様々な取組みを行い、課員の安全意識は格段に向上しています。

リスクアセスメントの取組み 作業担当ごとの危険予知活動 安全衛生防火委員会

【主な取組み】
● リスクアセスメント　● 危険予知トレーニング
● 危険予知シート作成　● 危険予知活動
● 安全パトロール

活　動　目　標
無事故 １8０ 日以上継続  ������ 達成
リスクアセスメント全件対応 ���達成
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火災予防の取組み

◆防火委員会による消防訓練
当社では「火災の発生」を最も環境影響の大きい事象と捉え、全社を

挙げて火災予防の取組みを行っています。火災発生時に迅速に行動でき
るように、本社・伏見センターと瑞穂センターでそれぞれ防火委員会の
もとに自衛消防隊を組織し、定期的に消防訓練を実施しています。

2０１8 年 １１ 月 １3 日、本社・伏見センターにおいてごみピットで 
火災が発生したことを想定した消防訓練を実施しました。その際には
防火委員による訓練評価を実施し、各班の訓練内容について「声が出
ているか」、「迅速に動けているか」等を厳しくチェックしました。後日、
防火委員会で訓練評価を基に、訓練のレビューを行い、その有効性を
評価し、次期訓練内容の検討を行いました。

2０１8 年 １１ 月 １5 日、瑞穂センターでは排水処理棟ボイラー設備
からの火災を想定した消防訓練を実施しました。訓練では消火が迅速
に行えたか、各担当が適切に対応できたか等の確認を行いました。訓
練から避難方法には改善の余地があることが判明し対応表の見直しに
繋げました。

また毎年 JＲA 京都競馬場で開催される伏見区自衛消防隊訓練大会
に、新入社員が参加しています。本番当日までに伏見消防署で事前訓練を受け、緊張感を持って
訓練大会に臨むことにより新入社員の防火意識を高めています。

今後も全社を挙げて火災を発生させない防火の取組みを行うと共に、万一火災が発生した 
場合は、迅速に適切な行動がとれるように努めていきます。

◆防火委員による展開検査の実施
伏見センターでは防火委員による火災要因物除去のための展開

検査を実施しています。
火災要因物が発見された場合は、伏見センターより写真を添付

した「搬入物対応報告書」を営業課に提出しています。営業課で
は、原則お客様を訪問し、「搬入物対応報告書」を示して搬入廃
棄物の改善にご協力いただいています。改善実施後の再搬入時に
は、営業課員が立ち会って廃棄物の確認を行うこととしています。

災害対策本部
本部長本社

対策班 連絡救護班

現場責任者

瑞穂センター

自衛消防隊本部
本部長・副本部長

自衛消防隊長
自衛消防副隊長

第１消火班 第2消火班 第３消火班 連絡通報班 避難誘導班 救護班

本社・伏見センター
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◆2018年度外部コミュニケーションまとめ
● 苦情を含む外部情報

運輸課の収集業務に係る苦情が３件ありましたが、是正処置を講じて全て適切に対処しました。
● その他の利害関係者との外部コミュニケーション

地元地域との様々な取組みは年間を通じて活発に行え、互いの理解と共に信頼の絆を深める
ことができました。

全社で 33 件の外部対応があり、特に瑞穂センターでは １９ 件もの外部対応報告書が提出され、
内 １2 件が地元地域のボランティア活動、イベント参加によるものでした。

◆京都・まち美化大作戦
2０１8 年 １１ 月 4 日、世界の京都・まちの美化市民総行動

「京都・まち美化大作戦」に参加し、清掃活動を実施しました。 
「世界一美しいまち・京都」の実現に向け、当日は市民や事業者、
行政、ボランティア団体等総勢約 3０００ 名が参加されました。

当社からは 24 名が参加し、梅小路公園周辺から小坂公園に 
至るコースの清掃活動を行いました。今後も積極的に清掃活動に
取り組み、環境保全活動に参画していきます。

外部コミュニケーション
当社では顧客、地元地域、行政、各種団体及び取引業者等のステークホルダーと積極

的にコミュニケーションを図り、当社の事業活動への理解を深めていただいています。

◆2018年度施設見学まとめ
当社では伏見センター及び瑞穂センターにおいて、

排出事業者、行政、地元地域、各種団体等の施設見学
の積極的な受入れを行っています。

2０１8年度施設見学者数は、１35団体58７名と年々
増加の一途を辿っています。内訳としては排出事業者
が １23 社 3０8 名と最多になりました。これは排出 
事業者責任の拡大と共に、その意識の高まりの表れと
捉えています。

見学会では、当社の適正処理への取組み及び循環型
社会の実現に向けた事業展開並びに当社の環境管理活
動について説明しています。

また見学者の皆様の協力を得て、社員対応、社員挨拶、
安全、整理整頓、騒音、粉塵、臭気等の １4 項目に 
ついてアンケートを実施し、改善の取組みに努めてい
ます。

2０１8 年度見学者アンケート結果

 団体数  見学者数

2018年度施設見学内訳
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第一印象

平均

対応安心

案内

騒音

臭気

工場挨拶粉じん

安全衛生

掲示

環境活動 ３Ｓ
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地域と共に（本社・伏見センター）

◆千両松地域エコ協議会を通じた地域貢献活動
当社は伏見区横大路千両松町の産業廃棄物処理業者やリサイクル業者 １5 社で構成している 

千両松地域エコ協議会に参加し、地元地域との共生を目的に様々な活動を通じて住民の方々と交
流を図っています。本協議会は 2００3 年４月に発足し、地域に貢献するエコ・コミュニティを目
指し、協議会員による定期的な周辺地域の環境美化活動や自主防災訓練などを実施しており、近
年では地元横大路連合自治協議会主催の行事や祭りにも積極的に参加しています。今後も様々な
イベント活動等を通じて、地元地域への貢献に努めていきます。

◆桂川クリーン大作戦への参加
2０１９ 年２月 24 日、第 １2 回桂川クリーン大作戦に千両松地域 

エコ協議会として参加し、当社からは 3１ 名が参加しました。ゴミ
のない「きれいな桂川」の実現と、こうした活動を通じて「ごみの 
持ち帰り運動」へ発展させ、みんなで「きれいな桂川」を育て、守っ
ていくことを目的に実施されています。今年も桂川左岸堤防羽束師橋 
鴨川合流点付近から横大路富ノ森区域までの間に落ちているプラスチックごみを約２時間程度 
拾い集めました。今後もエコ協議会の一員として地域活動へ積極的に参加していきます。

◆横大路洛寿会園芸教室
本社地元地域の横大路連合自治協議会の洛寿会とは、当社のリサイ

クル品を活用した年２回（春と秋）の園芸教室を継続して開催してい
ます。毎回の園芸教室では季節の花々の植付けを行い、栽培の注意点
や特徴についての講習や自宅に持ち帰っての育成状態について報告が
行われます。

22 回目を迎えた 2０１９ 年４月 3 日の園芸教室は桜の見ごろを迎えた京都府立植物園へお花
見に出掛けました。当日は 46 名の参加があり、園内をボランティアガイドの案内で巡りながら 
珍しい木々や草花についての説明を受けて、会員の皆様が興味深く聞き入るシーンが多く見られ
ました。また同植物園で使用されている当社のリサイクル製品である炭化物の培養土の効果を確
認していただくことができました。

園芸教室は当社にとっても地元地域の皆様との交流を深める絶好の機会ですので、今後も継続
していきたいと考えています。

◆横大路田中神社神幸祭への参加
2０１8 年 １０ 月 2１ 日、横大路連合自治協議会からの要請でエコ

協議会の一員として「田中神社神幸祭」に参加しました。
当日はさわやかな秋晴れのなか、お祭りの衣装に着替え、お神輿

を曳いて町内を練り歩きました。お祭りを通じて地元地域の皆様と
楽しく交流ができる良い機会となりました。今後も引き続き積極的
なコミュニケーションを図っていきます。
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地域と共に（瑞穂センター）

◆施設公開

瑞穂センターでは、地元行事への参加や住民の方々に向けた施設見学会の開催を通し
て、地元地域の皆様と積極的にコミュニケーションを図っています。今後も地域との 
共存共栄を目指し、共に成長していけるよう取組みを行っていきます。

瑞穂センターにおいて３か月ごとに地元３地区の自治会長・京丹波町・福知山市三和支所・
南丹保健所で構成される監視委員会（委員長：京丹波町長）が開催され、施設の維持管理状況
を確認していただいています。

● 春の施設見学会 

● 瑞穂監視委員会 

猪鼻区自治会の役員の皆様に年２回維持管理状況を確認していただいています。

● 猪鼻区監視委員会 
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◆地元行事への参加
2017-2018年も多くの地元行事に多くの社員が参加しました。
今後も信頼される地元企業を目指して取り組んでいきます。

三ノ宮ふれあいまつり

地域の清掃活動等にも積極的に参加し、地元地域の皆様と共に地域の美化に貢献しています。

● 協働活動 

泥んこバレー 大身区納涼大会

京丹波食の祭典 熊野神社大祭・猪鼻区民のつどい

酒治志神社秋大祭 廣谷神社秋大祭
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 株式会社 京都環境保全公社
本社・伏見環境保全センター
〒612-8244　京都府京都市伏見区横大路千両松町126
TEL：（075）622-8080（代表）　FAX：（075）622-8286

瑞穂環境保全センター・京都北部営業所
〒622-0304　京都府船井郡京丹波町猪鼻冠石2-1
TEL：（0771）88-0431（代表）　FAX：（0771）88-0455

滋賀営業所
〒520-2152　滋賀県大津市月輪１丁目13-10
TEL：（077）544-3055（代表）

本書に関するご意見、ご要望、
お問い合わせはこちらまで
Ｅ-mail：info@kyoto-kankyo.co.jp
U R L：https://www.kyoto-kankyo.net/


