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　新年明けましておめでとうございます。

　皆様方におかれましては健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、旧年中は当協会

の諸事業に格別のご支援ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

　さて、新型コロナウイルスにつきましては、変異株による感染拡大の波が続くなど、長い闘いとなっ

ており、今後とも社会経済活動との両立を前提とした感染防止対策が求められる状況です。

　特に、産業廃棄物処理業は、国民の皆様の生活や経済の安定確保に不可欠な事業でありますことから、

当協会といたしまして、会員企業の皆様が従業員の感染を防止して業務を継続できるよう、引き続き必

要な情報を提供してまいりたいと考えております。

　我が国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする脱炭素社会を目指しております

が、昨年４月には「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行され、国内におけるプ

ラスチックの資源循環に向け、製品の設計段階から廃棄物処理までのあらゆる主体の取り組みが促進さ

れることになりました。

　我々産業廃棄物処理業界といたしましても、適正処理を前提に、廃棄物を再び資源・エネルギーとし

て社会に循環させ、資源を大切に利用することを通じて低炭素社会を実現できるよう努力していく必要

がありますが、一方で、業界には人材の確保や労働災害の防止、風水害や家畜伝染病に伴う廃棄物の迅

速な処理への対応、激動する世界情勢を背景とした燃料や資材等の高騰といった課題が山積しておりま

す。

　今後とも、公益法人として社会に貢献するため、また会員企業の皆様のご発展に向け、当協会として

さまざまな課題の解決に向けた取り組みを積極的に展開してまいりますので、引き続きご支援ご協力を

いただきますようお願い申し上げます。

　結びにあたり、皆様の今後益々のご発展とご多幸を祈念しまして、新年の挨拶とさせていただきます。

公益社団法人京都府産業資源循環協会

会　長　　田　端　俊　三

ごあいさつ
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　あけましておめでとうございます。府民の皆さまにおかれましては、つつがなく新しい年をお
迎えのこととお慶び申し上げます。
　新型コロナとの闘いも3年になろうとしています。長きにわたり感染防止対策に取り組んでい
ただいている皆さま、そして、医療従事者をはじめ関係の皆さまに、心から感謝と敬意を表します。
　昨年は新型コロナの拡大に加え、ロシアによるウクライナ侵攻や世界的な物価高、さらに記録
的な円安などに見舞われ、今も社会生活への甚大な影響が続いています。こうした情勢の中でも
安心して豊かに暮らし、将来に向かって夢を抱くことができるよう、「あたたかい京都づくり」
を進めていくことを決意し、総合計画を１年前倒しして改定しました。同計画に基づく施策を令
和5年度当初予算に盛り込みます。
　「時が物事を変えると人は言うが、実際は自分で変えねばならない～ They always say that 
time changes things, but you actually have to change them yourself ～」。これは米国の芸術家
アンディ・ウォーホルの言葉です。今年3月、いよいよ文化庁が京都で業務を開始し、明治維新
以来初の中央省庁移転が実現することとなりました。彼が言うように、この歴史的な出来事が私
たちに何をもたらすかではなく、私たちがこの機会をどう活かしていくかが問われます。「文化
の都・京都」の実現に向け、国と地方が連携して日本各地の文化に光を当て、世界へ発信し、こ
こ京都から新たな文化の潮流を起こしたいと考えています。
　この他、「社会で子どもを育てる京都」の実現に向け、子育て環境日本一の取り組みを進化さ
せてまいります。また、京都の強みである大学の「知」と学生の「力」を積極的に地域や企業に
取り入れ、京都の活力を生み出してまいります。そして新名神高速道路開通や、大阪・関西万博
開催などの好機を活かし、京都の発展に取り組んでまいります。
　今年は卯年です。その愛らしい姿と温厚な性質で「家内安全」を、跳躍する姿で「飛躍」を象
徴するウサギの年にふさわしく、皆さまと共に「あたたかい京都づ
くり」へ邁進してまいる所存です。
　今年一年の皆さまのご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げ、新
年のごあいさつといたします。

京都府知事　　　　　　　　

西　脇　隆　俊

「あたたかい京都づくり」へ
邁進
まい

　あけましておめでとうございます。
　この一年の皆様の御多幸をお祈りいたします。
　さて昨年は、コロナ禍から市民の皆様の命と健康、暮らしを守り抜く。持続可能な行財政の確立に向
けて改革に邁進し、危機克服へ前進を見た一年でした。皆様の御理解と御支援に心から感謝申し上げます。
　また、「地域の絆、伝統文化の灯を絶やさない」。多くの方々の御尽力で、感染防止策を徹底しつつ、
地域活動が再び盛り上がりを見せた年でもありました。時代祭、祇園祭をはじめ、各地での行事等に感
激しました。
　そして本年、いよいよ文化庁が京都へ。また、京都芸大・美術工芸高の崇仁地域への移転や、東九条、
梅小路、菊浜をはじめ、全市で文化を基軸とした取組が飛躍します。文化芸術が経済価値を生み出し、
経済が文化を支える。京都ならではの文化と経済の好循環を創り出し、暮らしの豊かさに繋げてまいり
ます。
　さらに、京都の景観の骨格を守りつつ、まちの発展を目指した都市計画の見直し、企業誘致や子育て
支援等の取組で、住む場所・働く場を創出して若い世代にも選ばれるまちへ。同時に、脱炭素・環境保
全の取組、ウクライナ・キーウ市への支援等を通じて、世界平和やSDGsの達成にも貢献していく決意です。
　一方、本市の厳しい財政状況。多くの方からその原因を聞かれます。大きな要因の一つが、国の「三
位一体改革」。17年の間に、成長戦略等で本市の税収は330億円増加も、国からの地方交付税は612億円
減少し、差し引き、年間282億円の減に。この間、職員3,800人削減等の改革も断行。財政が厳しくとも、
全国トップ水準の福祉、教育、子育て支援、安心安全等の施策を維持向上させてきましたが、その中で、
将来の借金返済のために積み立てている公債償還基金の計画外の取り崩しを余儀なくされました。そこ
にコロナ禍です。
　こうした実情を改めて全てご説明し、一昨年８月に「行財政改革計画」を策定しました。３年間を集
中改革期間とし、皆様の御理解の下、全庁挙げて徹底的に改革を進めた結果、この２年間で計画を大き
く上回る収支改善（447億円）を達成。公債償還基金の枯渇は回避し、また、本市が返済の責任を負う
市債残高は、市長就任以降、全会計で3,800億円、19％削減。皆様の御協力に深謝。
　依然難局は続きますが、「若い世代に負担の先送りはしない」との覚悟を胸に、皆様への丁寧な説明に
留意しながら、全力投球します。この間の御理解と御支援に心から感
謝し、一層の御指導をお願い申し上げます。

京都市長　　　　　　　　　

「行財政改革」と
「文化を基軸とした成長戦略」
で京都を未来へ
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　明けましておめでとうございます。

　旧年中は、当連合会の諸事業に対し、皆様の多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　昨年は、資源循環の新たな法制度として制定された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する

法律」（プラスチック資源循環促進法）が４月に施行され、９月には同法に基づき市区町村による再商品

化計画の第一号となる大臣認定が行われました。

　プラスチック資源循環促進法は、資源導入や製品設計の段階から廃棄物を出さない経済活動を目指す

「循環経済」（サーキュラーエコノミー）の構築を進めようとする法律であり、今後は産業分野や企業規

模を問わず、循環経済の導入が経済社会システム全体の主要な課題になるのではないかと考えています。

　近年、低炭素とエネルギー転換の促進を背景として、世界的に規模が拡大しているＥＳＧ（環境・社会・

企業統治）投資においても、循環経済が重要なテーマになりつつあると言われています。脱炭素と循環

経済を巡るこのような経済分野の動向は、全ての企業活動に大きな影響を及ぼすであろうことは間違い

なく、産業廃棄物処理業もその例外ではありません。

　当連合会は、産業廃棄物処理業が目指すべき将来像として、「資源・エネルギーをつくり出す産業への

展開」をスローガンに掲げておりますが、本業界が低炭素と循環経済を基調とする経済社会づくりに貢

献し、資源循環産業として発展していくための努力がますます重要になっていると感じております。

　また、資源循環産業を支える人材の育成・確保のあり方や、その人材が安心して働くことができるよう、

労働災害の発生を防止するための体制の強化に努めることも大切です。

　本年も当連合会は、本業界を取り巻く様々な課題に取り組むとともに、「産業資源の循環的な利用を促

進するための産業廃棄物処理産業の振興に関する法律案」の制定に向け、引き続き着実に活動して参り

たいと考えています。

　皆様の尚一層のご指導、ご鞭撻を頂戴できれば幸に存じます。

　本年が皆様にとりまして、健やかな一年となりますようにお祈り致しまして、

新年の挨拶とさせていただきます。

公益社団法人全国産業資源循環連合会

会　長　　永　井　良　一

ごあいさつ

4



　明けましておめでとうございます。

　旧年中は、当連合会の諸事業に対し、皆様の多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　昨年は、資源循環の新たな法制度として制定された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する

法律」（プラスチック資源循環促進法）が４月に施行され、９月には同法に基づき市区町村による再商品

化計画の第一号となる大臣認定が行われました。

　プラスチック資源循環促進法は、資源導入や製品設計の段階から廃棄物を出さない経済活動を目指す

「循環経済」（サーキュラーエコノミー）の構築を進めようとする法律であり、今後は産業分野や企業規

模を問わず、循環経済の導入が経済社会システム全体の主要な課題になるのではないかと考えています。

　近年、低炭素とエネルギー転換の促進を背景として、世界的に規模が拡大しているＥＳＧ（環境・社会・

企業統治）投資においても、循環経済が重要なテーマになりつつあると言われています。脱炭素と循環

経済を巡るこのような経済分野の動向は、全ての企業活動に大きな影響を及ぼすであろうことは間違い

なく、産業廃棄物処理業もその例外ではありません。

　当連合会は、産業廃棄物処理業が目指すべき将来像として、「資源・エネルギーをつくり出す産業への

展開」をスローガンに掲げておりますが、本業界が低炭素と循環経済を基調とする経済社会づくりに貢

献し、資源循環産業として発展していくための努力がますます重要になっていると感じております。

　また、資源循環産業を支える人材の育成・確保のあり方や、その人材が安心して働くことができるよう、

労働災害の発生を防止するための体制の強化に努めることも大切です。

　本年も当連合会は、本業界を取り巻く様々な課題に取り組むとともに、「産業資源の循環的な利用を促

進するための産業廃棄物処理産業の振興に関する法律案」の制定に向け、引き続き着実に活動して参り

たいと考えています。

　皆様の尚一層のご指導、ご鞭撻を頂戴できれば幸に存じます。

　本年が皆様にとりまして、健やかな一年となりますようにお祈り致しまして、

新年の挨拶とさせていただきます。

公益社団法人全国産業資源循環連合会

会　長　　永　井　良　一

ごあいさつ 　当協会の田端会長が令和４年度循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰（産業廃棄物関係事業功労
者）を受賞されました。
　今回の受賞は、環境保全への多大な功績が評価され、京都府からの推薦を受け決定したものであり、
当協会のさらなる発展に向け大きな励みとなりました。

　当協会の春山副会長が令和４年度京都府環境保全功労者表彰を受賞されました。
　今回の受賞は、多年にわたり環境保全に関する活動を行い、その功績が顕著であると評価され決定し
たものであり、当協会のさらなる発展に向け大きな励みとなりました。

田端会長が環境大臣表彰を受賞田端会長が環境大臣表彰を受賞

春山副会長が京都府知事表彰を受賞春山副会長が京都府知事表彰を受賞

春山副会長は前列左端（中央は西脇知事）

INFORMATION
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　教育研修委員会（委員長：多田佳史）では、環
境産業に携わる方を対象に適正処理を推進するた
めに必要な知識の修得を目的とした階層別の研修
会を実施しています。京都府及び京都市の後援を
得て、2022 年度は「実務者研修会・初任者コー
ス／実務担当者コース」と「経営者管理者研修会」
の開催を計画しました。

2022年度産業廃棄物処理業研修会の開催について2022年度産業廃棄物処理業研修会の開催について

■実施報告

実務者研修会・初任者コース
開催日時： 2022年11月22日（火）10時15分～ 16時
開催方法： 会場（京都リサーチパーク）・オンライン配信（Zoom）
受講者数： 68人（会員43人　非会員25人）　
研修内容： ①産業廃棄物処理の基礎～廃棄物処理法を中心に～
　　　　　　講師：京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課　中田　卓宏　氏
　　　　　②産業廃棄物処理事務の実務～委託契約書・マニフェスト・帳簿～
　　　　　　講師：京都府府民環境部循環型社会推進課産業廃棄物係 主任　西村 悠吾　氏

実務者研修会・実務担当者コース　
開催日時： 2022年11月25日（金）13時30分～ 15時40分
開催方法： 会場（京都リサーチパーク）・オンライン配信（Zoom）
受講者数： 61名（会員47名　非会員14名）
研修内容： 罰則と行政処分から確認する廃棄物処理の実務 
　　　　　　講師：(公社)大阪府産業資源循環協会 専務理事 龍野 浩一 氏

■今後の開催予定

経営者管理者研修会 ※詳細は、協会ホームページ等でご確認ください

開催日時： 2023年2月9日（木） 13時30分～ 16時 
開催方法： 会場（京都リサーチパーク）・オンライン配信（Zoom）
研修内容： ①中小企業の後継者問題について 
　　　　　　講師：京都府事業継承・引継ぎ支援センター 
　　　　　②BCP（事業継続計画）の必要性と中小企業強靭化法について 
　　　　　　講師：東京海上日動火災保険㈱

INFORMATION

申込
受付中
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　適正処理推進委員会（委員長：春山直己）では、産業廃棄物の適正処理及び環境保全等に資すること
を目的とした当協会主催の不適正処理防止パトロール及び不法投棄増加への対策の一環として京都府よ
り受託した不適正処理箇所に対する適正処理巡回啓発業務を下記の通り実施致しました。

１．当協会主催　2022年度第１回不適正処理防止パトロール

　委員を６班に編成し、啓発用ステッカーをパトロール車に掲出して京都府内全域に及ぶ廃棄物の不適
正処理防止パトロールを実施致しました。不適正処理事案を発見した際には現場の写真撮影及び実態を
記録し、行政当局に報告する等環境保全対策を推進しています。
　第２回は2022年11月に実施し、次号（2023年４月発行）にてご報告させていただきます。

2022年度第１回不適正処理防止パトロール実施結果
班名 京都市 乙訓･山城北 山城南 南　丹 中　丹 丹　後 集計

実施日 ９/12(月) ９/６(火) ９/７(水) ９/13(火) ９/９(金) ９/９(金)

　

実施場所
京都市
左京区

宇治市
宇治田原町
城陽市
京田辺市

木津川市
和束町

亀岡市
南丹市

福知山市 京丹後市

実施箇所 １箇所 ８箇所 ２箇所 ５箇所 ６箇所 ４箇所 26箇所

適正処理推進事業について適正処理推進事業について

２．京都府適正処理巡回啓発委託業務

　不法投棄増加への対策の一環として、京都府から不適正処理箇所に対する適正処理巡回啓発業務を今
年度６回受託しており、指定された山城管内16箇所について、写真の撮影及び業務報告票を作成して廃
棄物の量等の変動状況を報告しております。
　第１回から第５回（４月～ 12月）は実施済みで、第６回を2023年２月に予定しています。

京都市班 乙訓・山城北班 山城南班 南丹班 不適正箇所①

中丹班 丹後班 不適正箇所② 不適正箇所③

INFORMATION
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　当協会は産業廃棄物処理業界での労働災害ゼロを目指して、「労働災害防止計画」を策定し、安全衛
生委員会（委員長：穂苅清二）を中心として労働災害防止活動に取組んでいます。　
　2022 年度は、道路交通法施行規則改正に係るアルコールチェック義務化を含む安全運転管理者制度
に関する研修会の開催と、産業廃棄物処理施設安全パトロールを実施しました。

■2022 年度安全衛生研修会の開催

開催日時： 2022 年 9 月 7 日（水）13 時 30 分～ 15 時 20 分
開催方法： 会場（京都テルサ）・オンライン配信（Zoom）
受講者数： 40 人［会員 36 人　非会員 4 人］
研修内容： ［第一部］道路交通法施行規則改正について
　　　　　　　 　　　～アルコールチェック義務化を含む

安全運転管理者制度～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　 　　　講師：京都府南警察署交通課交通総務課　

溝口係長
　　　　　［第二部］アルコールチェック管理システム紹介　
　　　　　 　　　　 　 メーカー等によるアルコールチェッ

ク管理システムの紹介及び個別相談 
（㈱城山／リコージャパン㈱）

　

■産業廃棄物処理施設安全パトロールの実施

　産業廃棄物処理業界における安全衛生水準の向上を目的に、中災防事業を活用した KY 活動推進事業
として処分業会員を対象とした安全パトロールを実施しています

訪問先：㈱美創（京都市西京区）
訪問日：2022 年 10 月 5 日（水）（約 2 時間）

安全衛生事業の推進について（安全衛生委員会）安全衛生事業の推進について（安全衛生委員会）

溝口講師

２社のデモンストレーション

訪問の様子 施設の現場確認

INFORMATION

8



　京都府及び関係市町の防災会議が主催する京都府総合防
災訓練が 2022 年 9 月 4 日（日）に精華町で実施され、多
くの機関が参加し、大雨と地震の複合災害を想定したさま
ざまな訓練が行われました。
　当協会は、精華町東光小学校グラウンドで実施された「車
両展示」に参加し、三重中央開発株式会社のご協力を得て
４ｔコンテナ車を展示し、西脇知事をはじめ多くの方に見
学いただきました。

京都府総合防災訓練に参加しました。京都府総合防災訓練に参加しました。

左から三宅専務理事、穂苅理事、西脇知事、竹村チームリーダー

行政等からの主なお知らせ 文書等で会員の皆様にお知らせしたタイトルです

７月

⃝�感染性廃棄物の取り扱いについて（国内でのサル痘
患者の発生を受けて）
⃝�新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった産

業廃棄物処理業従事者の職場復帰までの待機期間の
変更等について

８月

⃝�産業廃棄物処理業者対象令和４年度政府支援策一覧
について
⃝�医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配

慮に関する要請書について
⃝�コロナによる感染性廃棄物の増加に伴う処理停滞回

避のための京都府・京都市連盟文書の発出について

９月

⃝�令和４年度地域別最低賃金について

10月

⃝�産業廃棄物処理業の景況動向調査（ご協力のお願い）
⃝�改正フロン排出抑制法に関する説明会のお知らせに

ついて
⃝�「全国産業資源循環連合会女性部協議会設立総会及

び第1回女性部会のつどいon the web」の開催につ
いて

※ 当協会ホームページでお知らせしたその他の文書等
は除いています。

理事会・委員会開催状況（2022年８月～ 2022年11月）
１　理事会　　

　　（１）第３回理事会（2022年９月20日開催） 　　（２）第４回理事会（2022年11月15日開催）
　　　 　出席理事21名、出席監事２名 　　　 　出席理事20名、出席監事１名
　　 　　＜決議事項＞なし 　　 　　＜決議事項＞正会員新入会承認の件

２　委員会等

　　適正処理推進委員会　・2022年11月15日（ＷＥＢ活用）、13名出席
　　広報委員会　　　　　・2022年10月20日（ＷＥＢ活用）、６名出席

京都環境フェスティバル2022へ参加

　2022年11月11日（金）から12月11日（日）までオンラインを活用して実施された京都環境フェスティ
バル2022において、動画も活用しながら当協会の公益法人としての活動をＰＲしました。

その他の協会活動

INFORMATION
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※許可内容については京都府・京都市のみを掲載しています （敬称略）

2022年7月から2022年11月の間に、
下記の方に新しくご入会いただきました

新入会員紹介新入会員紹介 （2022年7月～2022年11月現在）

京都府 収集運搬
【普通】積替え又は保管を含まない
①廃油、②廃プラ、③ゴム、④金属、⑤ガラス、⑥がれき類
（石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く。）

【特管】積替え又は保管を含まない
①廃油
（揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。）

京都市伏見区深草神明講谷町2番地4

業　　　種

所　在　地

有限会社　加島　　代表取締役　綾部  富男

075－642－6545T 　 E 　 L 075－642－6548F 　 A　 X

京都市 収集運搬
【普通】積替え又は保管を含む
①汚泥、②廃プラ、③金属、④ガラス、⑤がれき類
（石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを含む。）
（水銀含有ばいじん等を除く。）

【普通】積替え又は保管を含まない
①廃油、②紙、③木、④繊維、⑤動植物性残さ、⑥ゴム
（石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを含む。）
（水銀含有ばいじん等を除く。）

京都市 中間処理（破砕）【普通】
①廃プラ、②紙、③木、④繊維、⑤ゴム、⑥金属、⑦ガラス、⑧がれき類
（石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く。）

京都府 収集運搬
【普通】積替え又は保管を含まない
①汚泥、②廃油、③廃プラ、④紙、⑤木、⑥繊維、⑦動植物性残さ、⑧ゴム、⑨金属、
⑩ガラス、⑪がれき類
（水銀含有ばいじん等であるものを除き、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを含む。）

【特管】積替え又は保管を含まない
①廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。）
②廃酸（水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物でるものを除く。）
③廃アルカリ（水素イオン濃度指数12.5以上のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。）
④感染性産業廃棄物、⑤廃石綿等

京都市南区東九条北河原町5番地

業　　　種

所　在　地

株式会社　ＫＥＣ　　代表取締役　金村  晃宏

075－672－2370T 　 E 　 L 075－748－7575F 　 A　 X

正会員 2社

197 社

16 社

213 社

正 会 員

賛助会員

合　　計
２０２2年12月１日現在 会員数

青 年 部 会
の 活 動

会長あいさつ
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※許可内容については京都府・京都市のみを掲載しています （敬称略）

2022年7月から2022年11月の間に、
下記の方に新しくご入会いただきました

新入会員紹介新入会員紹介 （2022年7月～2022年11月現在）

京都府 収集運搬
【普通】積替え又は保管を含まない
①廃油、②廃プラ、③ゴム、④金属、⑤ガラス、⑥がれき類

（石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く。）

【特管】積替え又は保管を含まない
①廃油

（揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。）

京都市伏見区深草神明講谷町2番地4

業　　　種

所　在　地

有限会社　加島　　代表取締役　綾部  富男

075－642－6545T 　 E 　 L 075－642－6548F 　 A 　 X

京都市 収集運搬
【普通】積替え又は保管を含む
①汚泥、②廃プラ、③金属、④ガラス、⑤がれき類

（石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを含む。）
（水銀含有ばいじん等を除く。）

【普通】積替え又は保管を含まない
①廃油、②紙、③木、④繊維、⑤動植物性残さ、⑥ゴム

（石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを含む。）
（水銀含有ばいじん等を除く。）

京都市 中間処理（破砕）【普通】
①廃プラ、②紙、③木、④繊維、⑤ゴム、⑥金属、⑦ガラス、⑧がれき類

（石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く。）

京都府 収集運搬
【普通】積替え又は保管を含まない
①汚泥、②廃油、③廃プラ、④紙、⑤木、⑥繊維、⑦動植物性残さ、⑧ゴム、⑨金属、
⑩ガラス、⑪がれき類

（水銀含有ばいじん等であるものを除き、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを含む。）

【特管】積替え又は保管を含まない
①廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。）
②廃酸（水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物でるものを除く。）
③廃アルカリ（水素イオン濃度指数12.5以上のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く。）
④感染性産業廃棄物、⑤廃石綿等

京都市南区東九条北河原町5番地

業　　　種

所　在　地

株式会社　ＫＥＣ　　代表取締役　金村  晃宏

075－672－2370T 　 E 　 L 075－748－7575F 　 A 　 X

正会員 2社

197 社

16 社

213 社

正 会 員

賛助会員

合　　計
２０２2年12月１日現在 会員数

青 年 部 会
の 活 動

会長あいさつ （2022 年７月 ～ 2022 年 11 月）

夏休み親子向け環境関連施設等見学バスツアー夏休み親子向け環境関連施設等見学バスツアー

社会貢献事業　保津川清掃活動社会貢献事業　保津川清掃活動

開催日時： 2022年８月５日（金）８時～17時30分【集合時間　８時】
見 学 先：①三重中央開発　株式会社　三重リサイクルセンター（三重県伊賀市）
　　　　　②伊賀の里モクモク手作りファーム（三重県伊賀市）
参加者数： 23名（大人12名　子供11名）　※青年部会員及び事務局４名含む
見学内容：①三重中央開発　株式会社　三重リサイクルセンター
　　　　　　 会議室にて前山所長様より会社及びリサイクルセンターの概要をご説明いただきま

した。その後、バスに同乗していただき、各施設についてご説明をいただきながら
見学をさせていただきました。

　　　　　②伊賀の里モクモク手作りファーム
　　　　　　 ４つのグループに分かれ、ボイルウィンナー作り体験に参加致しました。

　今年度より新事業（公益事業）として地域への社会貢献事業を実施することとし、初回である
今回は保津川遊船企業組合「かめおか保津川エコツアー」に参加致しました。当日は、船頭の方
に保津川下りの歴史や航路中の名所についてご説明をいただきながら保津川下りを楽しみ、投棄
された廃棄物が漂着している箇所にて清掃活動を実施致しました。

開催日時： 2022年10月15日（土）
　　　　　９時15分～12時30分
開催場所：保津川遊船企業組合（京都府亀岡市）
参加者数： 17名  ※他府県青年部１名、報道関係１名、
　　　　　　　　　保津川遊船企業組合３名含む
回 収 量：約180リットル

保津川遊船企業組合
森田専務様

回収した廃棄物清掃活動の様子岡本会長

三重中央開発㈱での見学及び集合写真 伊賀の里モクモク手作りファームでのウィンナー作り体験

青年部会の詳細は
コチラ
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　私達は一緒に活動して下さる方を募集しています。施設見学バス
ツアー等 SDGs につながる活動も実施しておりますので、是非多く
の方のご入会をお待ちしております！

（2022 年７月 ～ 2022 年 11 月）

岩手県青年部会様との交流会岩手県青年部会様との交流会

定例会及び役員会定例会及び役員会
定例会前に役員会を開催しております。
開催日： 2022年8月17日 ( 水 )、2022年10月12日（水）
場　所：（公社）京都府産業資源循環協会　会議室
議　題：夏休みご家族向け環境関連施設等見学バスツアー、勉強会、社会貢献事業　等

　岡村監事が近畿ブロック長の際に実施した近畿ブロック令和3年度社会貢献事業「亀岡市の豊か
な環境資源と伝統産業を守りたい！保津川下り応援プロジェクト」クラウドファンディングにご賛
同いただき、研修旅行とクラウドファンディングの返礼品である保津川下りへのご参加で京都にお
越しいただきました。保津川下り前日には懇親
会を開催し、親交を深めさせていただきました。
開 催 日： 2022年10月11日 ( 火 ) 
場　　所：多から（京都市）
参加者数：  19名（岩手県青年部、兵庫県青年部、 

当協会青年部）

全国産業資源循環連合会青年部協議会　第12回カンファレンスin岐阜全国産業資源循環連合会青年部協議会　第12回カンファレンスin岐阜
開催日時： 2022年11月14日（月）12時30分から
場　　所：高山グリーンホテル（岐阜県高山市）
参加者数：３名（京都からの参加者数）
内　　容：カンファレンス
　　　　　「会員拡大 ～５年後の未来のために今から考え次世代に繋げる～」
　　　　　懇親会

青年部会員を募集中しています!!青年部会員を募集中しています!!

入会案内 入会申込書

全国産業資源循環連合会青年部協議会近畿ブロック活動会全国産業資源循環連合会青年部協議会近畿ブロック活動会
①幹事会
　開 催 日： 2022年7月22日（金）、2022年9月30日（金）、2022年11月25日（金）
　場　　所：大江ビル（大阪府大阪市）等
　議　　題：事業内容確認、カンファレンス、賀詞交歓会　等
　参加者数：３名（京都からの参加者数）
②スポーツ交流会
　開 催 日： 2022年11月25日（金）
　場　　所：ラウンドワン千日前（大阪府大阪市）
　参加者数：３名（京都からの参加者数）

　当協会では、皆様からご提出いただいた情報をHPにて公開させていただいております。
　また、適正処理推進の広報啓発事業の一環として、正会員様の京都府及び京都市の産業廃棄物
処理業許可取得状況について掲載し、排出事業者からの問合せ等に活用させていただいております。
　最新情報を正確に提供させていただくためにも、企業情報（会社情報、許可取得情報等）に変
更があった際には、変更届を当協会にご提出下さい。
　変更届の様式をご希望の方は、当協会事務局（TEL:075-694-3402）までご連絡下さい。

事務局情報 JIMUKYOKU  INFORMATION

会員情報に変更があった時は
「変更届」をご提出下さい！
会員情報に変更があった時は
「変更届」をご提出下さい！

　適正処理推進委員会（委員長：春山直己）では産業廃棄物の適正処理を推進するための広報啓
発活動として適正処理推進カレンダーを作成しております。皆様には 12 月中旬にお届け致しま
したので、ご利用下さい。（各会員 1 部）

2023年適正処理推進カレンダーを
お届け致しました
2023年適正処理推進カレンダーを
お届け致しました

会員の
みなさまへ

保津川下りご参加の際には近ブロの「絆」タオルをお持ちいただきました！
（岩手県協会青年部会の皆様と京都岡村監事）
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　当協会では、皆様からご提出いただいた情報をHPにて公開させていただいております。
　また、適正処理推進の広報啓発事業の一環として、正会員様の京都府及び京都市の産業廃棄物
処理業許可取得状況について掲載し、排出事業者からの問合せ等に活用させていただいております。
　最新情報を正確に提供させていただくためにも、企業情報（会社情報、許可取得情報等）に変
更があった際には、変更届を当協会にご提出下さい。
　変更届の様式をご希望の方は、当協会事務局（TEL:075-694-3402）までご連絡下さい。

事務局情報 JIMUKYOKU  INFORMATION

会員情報に変更があった時は
「変更届」をご提出下さい！
会員情報に変更があった時は
「変更届」をご提出下さい！

　適正処理推進委員会（委員長：春山直己）では産業廃棄物の適正処理を推進するための広報啓
発活動として適正処理推進カレンダーを作成しております。皆様には 12月中旬にお届け致しま
したので、ご利用下さい。（各会員 1部）

2023年適正処理推進カレンダーを
お届け致しました
2023年適正処理推進カレンダーを
お届け致しました

会員の
みなさまへ

マニフェスト及び委託契約書等の販売について

■マニフェスト（産業廃棄物管理票）
※（公社）全産連発行分は2022年９月１日より価格が改定されています。

発行元 種類 単位 価格

公益社団法人
全国産業資源循環連合会

直行用
単票

1袋（ 10部） 500円
1箱（100部） 3,000円

連票 1箱（500部） 15,000円

積替用
単票

1袋（ 10部） 500円
1箱（100部） 3,000円

連票 1箱（500部） 15,000円

建設六団体副産物対策協議会
単票

1袋（ 10部） 400円
1箱（100部） 2,500円

連票 1箱（500部） 12,500円

■建設廃棄物処理委託契約書（発行元：建設六団体副産物対策協議会）
所属 部数及び価格

当協会　会員 20部：500円　　50部：1,000円
当協会　非会員 20部：600円　　50部：1,200円

■購入方法等
　「マニフェスト購入申込書」又は「契約書等購入申込書」をご記入の上、窓口又は郵便（ゆうパック等）
でのご対応となります。
　購入申込書様式等、詳細は当協会HPにてご確認下さい。
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事務局情報 JIMUKYOKU  INFORMATION

経営事項審査（経審）における防災協定締結による加点
　経審の加点対象として、防災協定締結業者に対し加点評価があり、これによって、社団法人等
の団体が防災協定を締結している場合、その団体の会員であること及び災害応急活動に従事する
ことが証明されれば加点の対象となることができます。
　当協会は平成17年12月19日に京都府と災害廃棄物処理等の協力に関する協定を締結しており、
会員の皆さまは当協会交付の証明書により、この制度をご活用いただくことができます。

当協会への証明書申請方法

　「経審の防災協定に係る協会加入証明交付願申請書」をご記入の上、当協会までFAXにてご送付
下さい。
　申請書様式をご希望の方は、当協会事務局（TEL:075-694-3402）までご連絡下さい。

防災協定締結業者としての確認方法

　申請者の防災協定加入者の有無を判断するためには、次の確認書類が必要となります。
　・・国、特殊法人等又は地方公共団体と締結している防災協定の写し
　・・ 社団法人等の団体が国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を締結している場合

は、当該団体に加入していることを証する書類及び申請者が防止活動に一定の役割を果たす
ことが確認できる書類（当該団体の活動計画書や証明書等）

会報誌「みやこ」への広告掲載のお願い会報誌「みやこ」への広告掲載のお願い
広告掲載を募集させていただいております。貴社のＰＲ等に是非ご活用下さい。

会報誌発行スケジュール（予定）
　年３回　　４月、８月、１月

広告掲載概要
　サイズ：A ５（A ４ 半面サイズ）又はＡ６(A ４ １/ ４面サイズ)　　色：カラー印刷

広告掲載価格　 ※単発（１回分）と１年間（３回分）の２パターンの価格設定がございます。

▪当協会会員

回数 A５
（A４ 半面サイズ）

A６
(A４ １/４面サイズ)

単発（１回分） 22,000円 11,000円

１年間（３回分） 61,000円 28,000円

▪当協会非会員

回数 A５
（A４ 半面サイズ）

A６
(A４ １/４面サイズ)

単発（１回分） 25,000円 13,000円

１年間（３回分） 70,000円 34,000円

募集方法
　当 協 会 会 員：毎年1月頃に次年度会報誌について広告募集を行います。
　当協会非会員：当協会事務局（TEL:075-694-3402）までご連絡下さい。
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事務局情報 JIMUKYOKU  INFORMATION

　先日全国青年部事業のカンファレンス出席のため、岐阜の高山に行っ
てきました。車でみっちり４時間かかりましたが久しぶりの100人以上
の事業で遠方にも関わらず大盛況でした。しかし、帰宅後はしばらく疲
れが抜けず、私も気づけば45歳、無理するとすぐダメージがくる年頃
だと感じました。
　そんな疲れた時におすすめなのが火鍋です。食べておいしい食事はご

まんとありますが、元気になるのは火鍋かすっぽんか、私は火鍋派です。
　河原町通から六角通を西に入って一筋目角によく行くお店があります。小肥羊（しゃ
おふぇいやん）京都河原町店といいます。漢方エキスたっぷりのスープに沢山の具材、
特にラム肉は疲れた体に良いので、忙しい皆さんにはうってつけです。翌日元気になっ
て終日元気に過ごせます。大事な仕事がある前日にぜひ食べてもらいたいです。
　私がよく食べるのは、「小肥羊コース」で鍋は白湯と麻辣（中辛）の２色、お肉はすべ
てラム肉に変更がおすすめです。付けダレはニンニクごま油・ごまだれ、あと夫婦でパ
クチーが好きなのできざみパクチーを注文します。
　コースの具材が減ったらうずらの卵やミニトマトなどを追加します。鍋の終盤になる
と、漢方食材に含まれているニンニクがトロトロに柔らかくなり、そのまま食べてもい
いし、締めの麺のスープに混ぜて食べると絶品です。ただその後人に会えませんがwww
　お正月においしい物食べ過ぎて食傷気味の時はぜひ小肥羊の火鍋を食べて体調を整え
てください。
　小肥羊京都河原町店
　京都市中京区河原町通六角西入ル松ヶ枝町457 ホテルビスタプレミオ京都B1F
 　（記事：青年部　岡村　光一）

　2022年8月28日(日)に亀岡市役所で開催された「みんなでつくる環境フェスティ

バル」に当協会会員の南丹清掃株式会社が参加し、同社の廃棄物収集運搬車にペイ

ントアーティストのSHOGENさんと子供さん達等の参加者が鳥や花等のイラストを

描かれました。

　また、同イベントでは、マイクロプラスチックに係る映画の上映会やコンポスト

のワークショップ、環境問題に取組む団体の展示等が行われました。
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建設発生木材
柱 梁　角材　生木
幹 枝葉 根 竹

木製パレット・梱包材

家具・建具

ISO14001認証取得

新年あけましておめでとうございます
製紙メーカーへ

紙に生まれ変わります
ボードメーカーへ

再生ボードに生まれ変わります

バイオマスボイラー燃料として

電気を生みます
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Festival
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建物解体撤去工事

寺村建材株式会社

・ 環境調査・分析
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公益社団法人 京都府産業資源循環協会
http://www.kyoto-sanpai.or.jp

1 月
田端会長が環境大臣表彰を受賞

春山副会長が京都府知事表彰を受賞

産業廃棄物処理業研修会を開催

適正処理推進事業を実施

安全衛生研修会及び安全パトロールを実施

京都府総合防災訓練に参加

表紙の写真 「うさぎみくじ（岡崎神社）」
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URL  http://www.kyoto-sanpai.or.jp　　E-mail  info@kyoto-sanpai.or.jp
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