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■ダイセキ環境ソリューション事業所案内
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してゆくことが、環境の貢献につながるということは、私たちに
とって大きな喜びでもあります。

環境･社会報告書の創刊にあたり
時はまさしく「環境の時代」を迎えようとしています。昨年

ダイセキ・グループと世界同時不況
親会社である株式会社ダイセキは、1958 年に廃油再生事業

7 月に開催された北海道洞爺湖サミットでは、環境・気候変動

を開始。創業以来「限られた資源を活かして使う」を理念と

について、特に世界全体の温室効果ガス排出量の削減が重要な

し、現在では全国 6 か所で産業廃棄物処理と資源リサイクルに

テーマとなり、2013 年以降のポスト京都議定書も睨んだ実質的

取り組んでいます。私どももその理念を引き継ぎ、
「リサイクル」

な議論が行われました。一方、今年１月にアメリカ合衆国の新大

を事業モデルとして取り組んでいます。

統領に就任したオバマ氏は、
「グリーン・ニューディール政策」を

汚染された土壌は現地から運び出され、当社のリサイクルセ

掲げ、それをアメリカ発の世界同時不況から脱出するための主

ンター（横浜・名古屋・大阪）において中間処理し、セメント

要施策と位置付けています。

原材料として再資源化されています。当社は、平成 21 年 2 月

そのような時代の流れの中において、当社は今年初めて「環境・

期において年間約 70 万トンの中間処理を施しました。これは、

社会報告書」を発行することになりました。社会の一員である

ナゴヤドーム全体の容積に対し、約 3 分の 1 のスケールとなっ

企業として、環境を意識して活動をしてゆくことは当然であり、

ています。

これを契機により一層の環境負荷低減や環境保全の取り組みを

2008 年 9 月、リーマン・ブラザーズが破綻。アメリカの金

社員一人ひとりが当事者意識をもって取り組んでゆきます。そ

融危機は急速に悪化、その影響は瞬く間に世界に広がり、世界

の一環として、本年 4 月に「環境方針」の改定を行っています。 経済は失速、環境意識の高まりや不動産市況の活性を受け、
また、ISO14001 での 3 カ年計画（目的・目標一覧表）において

順調に推移していた当社の実績も当然、影響を受けることにな

自らに定めたしかるべき基準を順守するとともに、取引先の皆

りました。そんなある日、私は、社員にダーウィンの格言を披

様にも共に取り組んで頂くプログラムを実行しています。

露しました。

「環境・社会報告書」の発行は、今後の事業展開を考える上に
おいても、とても大きな意味、意義を持っています。なぜなら、
当社の事業そのものが直接的に「環境改善」
、
「環境保全」活動に
つながっているからです。

2

「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延び
るでもない。唯一生き残るのは、変化できる者である」
今なぜ「進化論」の話をしたかと申しますと、「100 年に一
度の世界同時不況という激変する経済環境の中で、いかにその

私ども株式会社ダイセキ環境ソリューションは、土壌汚染問

変化に対応し、また私たち自身が、どのように積極的に変化し

題にかかわる「ワン・ストップ・ソリューション」企業として、

ていけるか。」その重要性を社員全員の共通認識としたかった

コンサルティングから始まり、土壌汚染の調査、採取された土

からです。

壌の分析、汚染が判明された場合の浄化対策に至るまで一貫し

特に、今回の変化は、「グリーンニューディール政策」の言

て行う体制を確立しています。土壌汚染問題の放置は、まさし

葉のとおり、景気回復と環境保全対策を同時に成し遂げるとい

く環境破壊問題であり、人間の健康にも影響を及ぼします。私た

う画期的な考え方で、なかなか進まなかった大量生産・大量消

ちの仕事ぶりが評価され、多くの方から支持を得て業績を伸ば

費型経済から資源循環型経済への転換を、世界規模で大きく加

速・促進するものであると思います。であるならば、資源リサ

に、最善のソリューション（解決策）を提供し続け、お客様の

イクルと環境浄化を事業の中心に置いた私たちダイセキグルー

環境への取り組みや環境経営のお役に立てるよう日々精進しま

プは、世の中が向かおうとしている理想的な未来環境を創造す

す。

るために積極的に貢献しなければなりませんし、それができる
チャンスだと思います。
当社グループには、創業者が残した「発想・構想・構造・実

「取引先」の方々とは、品質・安全・環境・効率化をととも
に模索し、お互いにとって最善のパートナーとなる努力を行い
ます。

行」という経営理念があります。これは、「現状に満足するこ

企業の価値は「社員」の質の集合体であり、ともに高め合う

となく、常に新しい発想を持ち、その発想を体系的・普遍的な

ことにより一人ひとりの夢の実現のために、社員とともに歩ん

構想に発展させ、その構想が実現できる仕組み（構造）を整え、

でゆきます。

実行に移そう。」つまり、「堅実さを失うことなく、しかし、原

「株主」の皆様には、長く私どもとお付き合いをして頂ける

位置に留まることなく常に変化し続けなさい」という、創業者

よう、常に、短期と長期視点においてベストミックスとなるよ

から現経営陣に託されたメッセージですが、今こそ、その真価

う経営の舵取りを行います。

が問われる時であると考えています。

「地域社会」の皆様のご理解なくして当社の事業は成り立ち
ません。たゆまずコミュニケーションを継続し、地域への貢献

ダイセキ環境ソリューションが目指す方向

をお約束します。
そして、
「環境」
。

人々の健康や生活環境に重大な影響をもたらす危険のある環

当社の事業そのものが循環型社会の形成推進に寄与するとい

境問題。多様化する様々な環境問題に対して、当社は、積極的

うことをしっかりと自覚し、責任と使命感をもって事業を推進

に取り組み、一つでも多くの環境問題を解決することで、社会

します。

に貢献していきたいと思います。そのためには、現在の主力事

この「環境・社会報告書」がステークホルダーの皆様にとっ

業である土壌汚染対策事業をさらに推進していくとともに、そ

て有益なものであり、ダイセキ環境ソリューションの活動をご

の他の環境問題に対しても、的確なソリューション（解決策）

理解いただく一助になれば幸いです。

が提供できるよう技術革新に努め、事業の拡大を図りたいと思
います。
具体的には以下の方針を実行し、さらに進化を続けていきた
いと考えています。
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「お客さま」には、常に最新情報を素早くお伝えするととも
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ޔߪߜߚ⑳ޓფᳪᨴࠍ⸃ߔࠆߚߩ╵߃ࠍ߽ߞߡ߹ߔޕ

ߥޘ⦡ࠄ߆ࠇߎޓⅣႺᖱႎࠍߏឭ␜ߔࠆߦߚߞߡޔవߦᒰ␠ߩᬺౝኈߦߟߡߏ⺑ߔࠆᔅⷐ߇ࠆߣᕁ߹ߔޕ
߹ߕߪᒰ␠ߩਥⷐᬺߢࠆფᳪᨴኻ╷ᬺߦߟߡߏ⺑ߒ߹ߔޕ

1PG5VQR5QNWVKQP%QORCP[
ޓᒰ␠ߩფᳪᨴኻ╷ᬺߪࠄ߆ࡦ࡚ࠪࠢߩߟ ޔ᭴ᚑߐࠇߡ߹ߔ߅ޕቴ᭽ߩ߅ࠍ⡞߈ޔឭ᩺ࠍⴕⴕޔߩኻ
ᔕࠍⴕ߁ࠦࡦࠨ࡞࠹ࠖࡦࠣޕߢࡏࡦࠣߥߤߢფߩࠨࡦࡊ࡞ࠍណขߔࠆࡏࡦࠣ⺞ᩏޕណขߐࠇߚࠨࡦࡊ࡞
ࠍಽᨆߔࠆფᚑಽಽᨆޕფᳪᨴ߇⏕ߐࠇߚ႐วޔஜᐽࠬࠢߩߥࠃ߁ߦኻ╷ࠍⴕ߁ფᳪᨴኻ╷Ꮏ߿៝ߐ
ࠇߚᳪᨴფࠍಣಽߔࠆᳪᨴფಣℂ߆ࠄߥࠅ߹ߔޕ
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ޓᒰ␠༡ᬺࠬ࠲࠶ࡈ߇߅ቴ᭽ߩ᭽ߥޘ㗴ࠍ߅ુߒߡ߅ޔቴ᭽ߦวߞߚᦨㆡߥ
࿁╵ࠍߏឭ᩺ߐߖߡߚߛ߈߹ߔޕ
ޓფᳪᨴߦ㑐ࠊࠆߩਛߢࠨࡦࠦޔ
࡞࠹ࠖࡦࠣߪޔᄢಾߥߩ৻ߟߢߔޕ
߅ޔࠄߥߗߥޓቴ᭽ߪޔೋߡ̌ფᳪ
ᨴ̍ߣ⸒߁⸒⪲ࠍ⡞ߊᣇ߇ᄙ߆ࠄߢߔޕ
ޔߪߜߚ⑳ޓฦࠬ࠹࠶ࡊߢ߅ቴ᭽߆ࠄ
ࠍ⡞߈ޔࠍવ߃ࠆߴ߈߆ࠍᏱߦ⠨߃ޔ
ࠦࡦࠨ࡞࠹ࠖࡦࠣࠍⴕߞߡ߹ߔޕ
ޓᐔᚑᐕᐲ߆ࠄ⟵ോઃߌࠄࠇࠆ㨬⾗↥
㒰ௌോ㨭̪ߦߟߡ߽ᒰ␠ߢኻᔕߒߡ
߅ࠅ߹ߔޕ

ߦ⊛⋡ޓวࠊߖߚ⺞ᩏ⸘↹
・土地を売るため
・工場の汚染を浄化するため

⺞ᩏ⸘↹

⺞ޓᩏ⚿ᨐࠍߤ߁ℂ⸃ߒߡ߽ࠄ߁߆

ფ⺞ᩏ㨯ಽᨆ

・健康リスクはどうなのか ・経済的なリスクはどうなのか
・コンプライアンスリスクはどうか

⺞ᩏ⚿ᨐႎ๔

・結果の公表はどうするのか
・行政への報告はどうするのか

ޓ㒰ௌോߦ㑐ߔࠆળ⸘㨭ߩߎߣޕ

・様々な対策の中から適切な工法を選定
・行政から必要とされる対策工事計画 等

Ꮏታᣉ

ޓᎿࠍታᣉߔࠆߦᒰߚࠅ

ޓޓᎿ႐ᑪ‛ߥߤࠍ⸃ߔࠆ㓙ߩ⾌↪ࠍ⽶ௌߣߒ
⸘ߡޓߔࠆ߽ߩߢޔფᳪᨴ⺞ᩏ⾌ߥߤߩ⾌↪߽
ޓኻ⽎ߣߥࠅ߹ߔޕ

等

߅ޓቴ᭽ߩ⋡⊛ߦวߞߚኻ╷Ꮏ⸘↹

ኻ╷Ꮏ⸘↹

̪⾗↥㒰ௌോߣߪޔᐔᚑᐕߦડᬺળ⸘ၮḰᆔຬ
ޓળࠃࠅડᬺળ⸘ၮḰ╬ߦߟߡߐࠇߚ㨬⾗↥

等

・対策工事を住民にどのように伝えたらいいか。
（住民説明会、個別訪問等）

Ꮏቢੌႎ๔
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サンプル

サンプル

地質図

地形図

2JCUG㧦⁁ᴫ⺞ᩏ㧔ጀߩᐔ㕙ᳪᨴ▸࿐⺞ᩏ㧕
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ޓԙጀࠟࠬណข㧔ើ⊒ᕈᯏൻว‛㧕
ޓԚណข⹜ᢱಽᨆ㧔ფṁ㊂ޔფ㊂ޔფࠟࠬỚᐲ㧕

表層土壌調査の様子

2JCUG㧦⚦⺞ᩏ㧔ᳪᨴ▎ᚲߩᷓᐲ⏕⺞ᩏ㧕
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ޓԚណข⹜ᢱಽᨆ
⁁ᴫ⺞ᩏߦࠃࠆ㜞Ớᐲᳪᨴ
▸࿐ߩ⛉ㄟߺ
ޓޓ㧔ფಽᨆޔਅ᳓ಽᨆ㧕

ᳪᨴ▸࿐ߩᛠី
ជ㒰▸࿐ߩ⸳ቯ
▸
⛉

サンプル
ࡏࡦࠣ⺞ᩏߦࠃࠆ⾰
᭴ㅧਅ᳓⁁ᴫߩᛠី
▸
⛉
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ޓలታߒߚ⸳ߣࠬ࠲࠶ࡈߦࠃߞߡ⍴⚊ᦼޔ㜞♖ᐲߢ߅ቴ᭽ߩߏⷐᦸߦ߅ᔕ߃ߒޔ
߅ቴ᭽ߩᳪᨴფኻ╷ࠍࠨࡐ࠻ߚߒ߹ߔޕ
ޓⅣႺಽᨆㇱߢߪޔფޔ᳓ࠍਛᔃߣߒߚಽᨆࠍⴕߞߡ߹
ߔޕᢙᐕ೨߹ߢⴕߞߡߚᬺⅣႺ᷹ቯ߿࠳ࠗࠝࠠࠪࡦಽᨆޔ
ᴤಽᨆߥߤࠍ߿ߡᳪᨴფࠍਛᔃߣߒߚಽᨆߦ․ൻߔࠆߎ
ߣߢޔფᳪᨴ⺞ᩏ߿ኻ╷ߦ߁ಽᨆߦ߆߆ࠆᤨ㑆ߩ⍴❗ࠍ
ታߒߡ⍴⚊ᦼߢ⺞ᩏ⚿ᨐ╬ࠍߏឭଏߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒ߹ߒߚޕ
ޓᗲ⍮⋵ߢ⸘㊂⸽ᬺ⊓㍳ࠍߒߡ␠࿅ᴺੱᗲ⍮⋵ⅣႺ᷹ቯ

ಽᨆදળߦട⋖ߒߡ߹ߔޕදળߩⴕ߁♖ᐲ▤ℂߩઁ␠⥄ޔ
ߦ߅ߡ߽♖ᐲ▤ℂࠍቯᦼ⊛ߦታᣉߒߡಽᨆ♖ᐲߩ⛽ᜬߣะ
ߦദߡ߹ߔޕ
⸳ޓ㕙ߢ߽㜞ᕈ⢻ߥ᷹ቯེࠍ⸳⟎ߒޔಽᨆߩࠛࠠࠬࡄ࠻
ߣߣ߽ߦ߅ቴ᭽ߩᳪᨴფኻ╷ࠍࠨࡐ࠻ߐߖߡߚߛߡ
߅ࠅ߹ߔޕ

ޣფߩṁ⹜㛎̪ޤ

風乾・ふるい分け

溶出

前処理

測定

振とう操作によって

物質に応じて酸分解、

物質特有の吸光や発色

のふるいを通して測定

水などの媒体に溶出

蒸留、抽出などの処理

などの原理を利用した

の準備をします。

させます。

をして測定用の検液を

風乾した土壌を 2mm

解析・チェック
測定結果を計算・解析の上

最終チェックしてお客様に
測定機器で測定します。 結果をお伝えします。

作成します。
※1

本図は試験方法を分かりやすく説明したものです。試験方法の詳細については、平成 3 年環境庁告示第 46 号、平成 15 年環境省告示第 18 号および
同告示第 19 号をご確認ください。

■測定機器のご紹介

原子吸光光度計

高周波誘導結合プラズマ質量分析計

高周波誘導結合プラズマ（ICP）

（ICP-MS）

水銀測定装置

ガスクロマトグラフィー質量分析計

ガスクロマトグラフィー（GC）

（GC-MS）

イオンクロマトグラフィー（IC)

高速液体クロマトグラフィー（HPLC）

蛍光 X 線分析装置
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ޓფᳪᨴኻ╷㨯ភ⟎ߢߪ᭽ߥޘᣇᴺ߇ࠅ߹ߔޕᒰ␠ߢߪࠦࠬ࠻ޔᎿᦼ↪ޔㅜ
ߥߤ߅ቴ᭽ߩ࠾࠭ߦวࠊߖߡᦨㆡߥಣℂᎿᴺࠍߏឭ᩺ߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ
ޣជ㒰ޤ
ޓᒰ␠ࠨࠗࠢ࡞ࡦ࠲ߢߪޔფᳪᨴߩជ㒰ᓟߩ
ಣℂࠍⴕߞߡ߹ߔޕ
ޓფᳪᨴኻ╷ᴺ㧔એਅޔᴺߣ߁㧕ኻ⽎ᄖߩ81%ᳪᨴფ
ߪߔߴߡߩࠨࠗࠢ࡞ࡦ࠲ߢࡎ࠶࠻࠰ࠗ࡞Ꮏᴺ̪ߦࠃ
ࠆᵺൻ߇น⢻ߢߔޔߚ߹ޕฬฎደࠨࠗࠢ࡞ࡦ࠲ߢߪޔ
ᴺኻ⽎ߩ81%ᳪᨴფߩᵺൻᣉ⸳߇ᗲ⍮⋵ቯࠍขᓧߒߡ߅
ࠅޔᴺኻ⽎ߩ81%ᳪᨴფࠍ㨙ᣣߢಣℂน⢻ߢߔޕ
ޔߚ߹ޓ㊀㊄ዻ╬ߩᳪᨴფ㧔ᴺኻ⽎ᄖ㧕ߦߟߡߪࠨࠗ

ࠢ࡞ࡦ࠲ߢᡷ⾰ޔಽߒߡࡔࡦ࠻ේᢱߣߒߡࠨࠗࠢ
࡞ࠍⴕߞߡ߹ߔޕᐔᚑᐕᐲߩᳪᨴფขᛒ㊂ߪਁVߦ
㆐ߒ߹ߒߚޕ
ޓជ㒰ߦ㑐ߔࠆߩ㗴ߣߒߡ̌ޔᳪᨴფߩਇㆡಾ
ߥಣℂߦࠃࠆᳪᨴߩᢔ̍ࠍߍࠄࠇ߹ߔ߇̌ߪߜߚ⑳ޔᳪ
ᨴფߩㆡಾߥಣℂ̍ࠍᔀᐩߒߡ߹ߔޕ
࠻ࡦࡔޔߚ߹ޓᎿ႐߳ߩ⩄ߢߪޔਥߦ⦁⥾ߢャㅍߒߡ%1
ߩᷫߦ߽ദߡ߹ߔޕ

ࠨࠗࠢ࡞ࡦ࠲

汚染現場

࠻ࡦࡔعේᢱൻ

ع81% ᵺൻ
ൻ

改質
ホットソイル工法

現場搬出

ᵺൻቯᣉ⸳̪
投入

受入

分別

VOC 除去
除去した VOC についての説明は、

振動ふるい

P17『化学物質管理』をご覧下さい。

搬出

搬出

セメント原料として出荷

セメント工場

現地埋め戻し

キルンにて焼成

࠻ࠗࠨࡦࠝޣភ⟎ޤ
ޓᒰ␠ߪᓥ᧪ࠃࠅޔᳪᨴფࠍជ㒰ߦࠃߞߡ
ࡔࡦ࠻ේᢱൻࠍផㅴߒߡ߈߹ߒߚߩߘޕℂ↱ߪޔ
ᳪᨴߐࠇߚߪ⽶ߩࠗࡔࠫ߇ᱷࠅ߇ߜߥߚ
ជ㒰ࠍߔࠆߎߣߢ߅ቴ᭽߇ᔃߢ߈߹ߔޕ
৻ޓᣇޔជ㒰ߩ㗴ὐߣߥࠆಣℂᓟߩ̍ᳪᨴ
ფߩਇㆡಾߥಣℂ̍ߦߟߡ߽ࡔࡦ࠻ળ␠ߣ
ᒰ␠ߣߢㅪ៤ࠍᒝൻߒߡャㅍࠍⴕ࠻ࡦࡔޔ
ຠߣߥࠆᎿ⒟ߢήኂൻߐࠇߡోߦಣℂߐࠇߡ
߹ߔޕ
߅ޔߒ߆ߒޓቴ᭽ߩ࠾࠭㨯ࠨࠗ࠻ߩᳪᨴ⁁ᴫޔ
↪⁁ᴫ╬ߦวࠊߖߚߏឭ᩺߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦࠝࡦࠨ
ࠗ࠻ߢߩភ⟎ߦ߽ജࠍࠇߡ߅ࠅ߹ߔޕ
࠻ࠗࠨࡦࠝޓភ⟎ߦߪ᭽ߥޘᣇᴺ߇ࠅޔ㐳ᚲ߽
⍴ᚲ߽ࠅ߹ߔࠄߚߒ߹ࠅ߇⺣⋧ߏ߿ᦸⷐߏޕ
ᒰ␠ߦ৻ჿ߆ߌߡߚߛߌࠇ߫ᐘߢߔޕ

ࡈࠚࡦ࠻ࡦᎿᴺ

ਇṁൻᎿᴺ

ࡃࠗࠝࡔ࠺࡚ࠖࠛࠪࡦ

ࡎ࠶࠻࠰ࠗ࡞Ꮏᴺ

※1 ホットソイル工法は、株式会社片山化学工業研究所の特許工法です。
※2 名古屋リサイクルセンターにあるVOC汚染土壌の浄化施設ではホットソイル工法 による加熱・揮発方式で愛知県認定を取得しており、
法 対象のVOC汚染土壌を100ｍ3/日で処理可能です。尚、認定施設は改正土壌汚染対策法（平成21年4月24日公布）において処理業に
移行することが決まっており、平成22年4月1日までの 間の政令で定める日までに施行されることとなっています。

8

ʙಅϋܾᲢငಅࡑూཋϼྸᲣ
ޓ㒢ࠄࠇߚ⾗Ḯࠍലߦ߁ߚߦ߅ቴ᭽ߩ࠾࠭ߦᔕߓߚᑄ᫈‛ߩಣℂࠍⴕߞߡ
߹ߔޕ
↥ᬺᑄ᫈‛ಣಽᬺߦߟߡޓ

ߔࠆࠤࠬ߇ࠅࠍࠄࠇߎޔߚᳪᨴფኻ╷ߦኻᔕߔࠆ

ޓᒰ␠ߢߪ↥ޔᬺᑄ᫈‛ߩಣℂ߽⸵นࠍขᓧߒߡⴕߞߡ߹

ߚߢߔߚߒ߁ߎޕᳪᵆ╬ࠍࡔࡦ࠻ࠨࠗࠢ࡞ࠍਥߦਛ㑆

ߔޔߒ߆ߒޕᄙߊߩ⸵นຠ⋡ߪᜬߞߡ߹ߖࠎ↥ޔߪࠇߘޕ

ಣℂߒߡ߹ߔޕ

ᬺᑄ᫈‛ߩਛ㑆ಣℂࠍⴕ߁ࢃ࠳ࠗࠠࠢࠗࠨ࠹࠶ࡃޔ

ޔߚ߹ޓฬฎደᧄ␠ߩᎿ႐ߢߪޔᑄⰯశἮࠨࠗࠢ࡞ߩߚ

࡞ࠍⴕ߁ࢃ࠳ࠗࠠ /%4 ߥߤࠣ࡞ࡊߢᓎഀ߇ࠅޔᒰ␠ߪ

ߩ⎕⎈⸵นࠍขᓧߒߡ߹ߔޕ

ᳪᨴფኻ╷ࠍਥߣߒߚᬺ߇ᓎഀߛ߆ࠄߢߔޕ

ޓᒰ␠ߢߪޔ

ޓಣಽߩຠ⋡ߪฬฎደ㧔ᗲ⍮⋵᧲ᶏᏒ㧕ߣᮮᵿ㧔ᮮᵿᏒ㢬

ࠍ  ⥄ᴦߢขᓧߒߡ߅ࠅߩߘޔຠ⋡ߢߪᳪᵆ ޔΆ߃

㧕ߩࠨࠗࠢ࡞ࡦ࠲ߢᳪᵆޔΆ߃Ზޔ㋶ߐߩ  ຠ⋡ޔ

Ზ ޔ㋶ߐ  ߩ⥄ᴦߢߔޔߚ߹ޕᑄࡃ࠶࠹ߩ㓸

ᄢ㒋㧔ᄢ㒋Ꮢᄢᱜ㧕ߩࠨࠗࠢ࡞ࡦ࠲ߢᳪᵆߩ  ຠ⋡

ㆇ៝ߢ↥ޔᬺᑄ᫈‛㧔㊄ዻߊߕ࠻ࠢࡦࠦߕߊࠬࠟޔ

ߣⓍᦧ߃▤ߢ㧔Ά߃Ზޔ㋶ߐ㧕ߣߥߞߡ߹ߔࠗࠨޕ

ߊߕ߅ࠃ߮㒻⏛ེድ㧕ߣ․▤ℂ↥ᬺᑄ᫈‛㧔⣣㘩ᕈᑄ㉄㧕

ࠢ࡞ࡦ࠲ߢߎߩ  ຠ⋡ߩ⸵นࠍขᓧߒߡࠆℂ↱ߪޔᳪ

ߩ⸵นࠍ  ⥄ᴦ㧔߁ߜޔⓍᦧ߃▤ࠍ߽ߩ  ⥄ᴦ㧕

ᨴფߩ႐ߢߪኂ‛⾰ࠍࠎߛᑪ⸳♽ߩᳪᵆ߿ၒ⸳ᑄ᫈

ߢขᓧߒߡ߹ߔޕ

ᐕ  ᧃߢ↥ᬺᑄ᫈‛㓸ㆇ៝ᬺߩ⸵น

‛ߣߒߡළἯߥߤߩΆ߃Ზߩߤߥࠣࠬޔ㋶ߐ߇⊒↢ߔ
ޓ

ఝ⦟ᕈ⹏ଔޓ
ޓᒰ␠ߢߪޔఝ⦟ᕈ⹏ଔᐲߩၮḰ߳ߩㆡวࠍ㗅ᰴㅴߡ

عᳪᵆ╬ߩࡔࡦ࠻ࠨࠗࠢ࡞

߹ߔ↥ߦߢ߹ࠇߎޕᑄਛ㑆ಣℂߢ  ⥄ᴦ↥ޔᑄ㓸ㆇ៝ߢ
汚泥、燃え殻、鉱さい

 ⥄ᴦ․ޔ▤ℂ↥ᬺᑄ᫈‛ߢ  ⥄ᴦ߆ࠄఝ⦟⹏ଔࠍ㗂
ߡ߹ߔޕఝ⦟ᕈ⹏ଔࠍฃߌࠆࡔ࠶࠻ߪߜߚ⑳ޔಣℂᬺ

収集運搬

⠪ߦߣߞߡᦝᣂᤨߩᚻ⛯߈߇◲⇛ൻߢ߈ߚࠅㆡᱜߦಣℂࠍߒ
ߡࠆߎߣߩᖱႎ⊒ା߇ߢ߈ࠆߎߣ╬ߢߔ߇ޔឃᬺ⠪ߩ
ᣇ߽ߦޘఝ⦟ᕈㆡวᬺ⠪ߦಣℂᆔ⸤ߔࠆߎߣߢឃ⠪⽿છ
ߩ৻ߟߢࠆᵈᗧ⟵ോࠍᨐߚߒߡࠆߎߣߦ߽ߥࠅ߹ߔޕ
ޓఝ⦟ᕈ⹏ଔࠍฃߌࠆࠄࠇࠆߩߪਥߦᦝᣂ߿ᣂⷙขᓧߩ㓙ߣ

受入

ߥࠆߚޔ㗅ᰴขᓧਛߢߔ߇⥄ߩߡߴߔߪߦ⊛⚳ᦨޔᴦ
ߢఝ⦟ᕈ⹏ଔၮḰߩㆡว߇㗂ߌࠆࠃ߁ߦദߚߣ⠨߃ߡ
࿕ൻᷙ✵ᷙว̪

߹ߔޕ
↥ޓᑄᖱႎࡀ࠶࠻㧔JVVRYYYUCPRCKPGVQTLR㧕ߢߪޔᒰ
␠ߩ↥ᑄᖱႎࠍߢ߈ࠆߛߌㅙᰴ㐿␜ߒߡ߅ࠅ߹ߔߩߢⷩߏޔ
㗂ߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔޕ

分級̪

ఝ⦟ᕈ⹏ଔᐲߣߪ㧫
ޓⅣႺ⋭߇ᐔᚑ  ᐕ  ߆ࠄᣉⴕߒߡࠆᐲߢޔㆩᴺᕈޔ
ᖱႎ㐿ᕈޔⅣႺో߳ߩข⚵ߩ  ߟߩ⹏ଔၮḰ߆ࠄክᩏߐ

搬出

ࠇ߹ߔ৻ޕቯߩࡌ࡞ࠍḩߚߔಣℂᬺ⠪ࠍ␠ળ⊛ߦࠄ߆ߦ
ߔࠆߎߣޔ
ឃᬺ⠪߇ᆔ⸤ᬺ⠪ࠍㆬቯߔࠆ㓙ߩෳ⠨ߣߥࠆ
㊀ⷐߥᖱႎߣߥࠆߎߣޔ
ఝ⦟ൻࠍ⋡ᜰߔಣℂᬺ⠪ߩข⚵ߦౕ
⊛ߥ⋡ᮡࠍਈ߃ࠆߎߣߥߤࠍ⋡⊛ߣߒߡ߹ߔޕ
ޓ

※処分の方法については、各自治体によって呼称が異なります。
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عᑄࡃ࠶࠹ࠨࠗࠢ࡞ߩᵹࠇ

ࠨࠗࠢ࡞ᬺ

当社

ޓᒰ␠ߢߪޔᑄⰯశἮ╬ߩ᳓㌁ࠨࠗࠢ࡞ᬺߣᑄࡃ࠶࠹
ߩ㋦ࠨࠗࠢ࡞ᬺߩ৻Ⅳߦ៤ࠊߞߡ߹ߔޕ

積替え・保管

࿁

ޓ᳓㌁ࠨࠗࠢ࡞ߢߪޔᒰ␠߇ᑄⰯశἮޔ᳓㌁ࡦࡊ╬ࠍ㓸

ᑄࡃ࠶࠹

ㆇ៝ߒߡฬฎደߩᧄ␠Ꮏ႐ߦㆇ߮߹ߔޕಣℂࠍᒁ߈ฃߌߚᑄⰯ
శἮߪᧄ␠Ꮏ႐ߢ⎕⎈ࠍⴕޕߔ߹ߒ▤ߡߦ➧ࡓ࠼ޔ

⩄

⎕⎈ᷣߺߩ࠼ࡓ➧߿ᑄੇ㔚ᳰߥߤߪઁߩ㓸ㆇ៝ᬺ⠪ߦࠃߞ
ߡർᶏߦࠆࢃ㊁⥝↥ࠗ࠻ࡓࠞ㋶ᬺᚲ߹ߢㆇ߫ࠇ߹ߔࠗޕ
࠻ࡓࠞ㋶ᬺᚲߢߪޔṁⲢἹߦࠃߞߡ᳓㌁ߩ♖㍰ࠍߒߡ⚐ᐲߩ㜞

࠳ࠗࠠ /%4

᳓㌁ߦ߹ߢౣ↢ߒ߹ߔޕౣ↢᳓㌁ߪౣ߮ⰯశἮߦࠊࠇߚࠅޔ

ಾᢿ

᳓㌁⹜⮎╬ߥߤߦߥߞߡ⽼ᄁߐࠇ߹ߔⰯޕశἮߩࠟࠬߦߟ
ߡ߽㜞ຠ⾰ࠞ࠶࠻ߦߒߡ⽼ᄁߐࠇߡߒߣ࡞࠙ࠬࠟޔ↪
ߐࠇߡ߹ߔޕ
ޓᑄࡃ࠶࠹ߦߟߡߪ៤Ꮺ㔚ળ␠ߩၮዪߩᄢဳࡃ࠶࠹

ケース
ケース

巣鉛

廃液

溶融

࠳ࠗࠠ
中和処理

߿⥄േゞࡃ࠶࠹ߥߤࠍᒁ߈ฃߌߡࡊ࡞ࠣޔળ␠ߩ࠳
ࠗࠠ /%4 ߿ઁߩࠨࠗࠢ࡞ᬺ⠪߳ಣℂᆔ⸤ߒߡ߹ߔޕ

カレット

ع᳓㌁ࠨࠗࠢ࡞ߩᵹࠇ
売却
精製

放流

本社工場
↪ᷣߺ

ࠨࠗࠢ࡞ߣ߁ߦ៤ࠊߞߡ

ⰯశἮ

ਛ㑆ಣℂ

ᑄੇ㔚ᳰ

ฬฎደᬺㇱ
㓸ㆇ៝

ޓ㊁ᵤޓㅴ

᳓㌁
ᑄ᫈‛

ޓᑄⰯశἮ߿ᑄࡃ࠶࠹ߥߤߩ↥ᬺᑄ᫈‛ߩ࿁ޔㆇ
៝ߚ߹ޔᑄⰯశἮߩ⎕⎈ߣߞߚࠨࠗࠢ࡞ߩᬺോࠍߒ
ߡ߹ߔޕⅣႺ߳ߩ㈩ᘦ㕙ߢߪޔ࿁ㆇ៝ᤨߦߪ⩄፣
ⰯశἮᎿ႐

᳓㌁ຠ

ࠟࠬ࠙࡞Ꮏ႐

ࠇ㒐ᱛࠍߒߞ߆ࠅߣߒޔᑄⰯశἮߩ⎕⎈ᤨߦߪ☳ߓࠎߩ
ＪＲ
コンテナ駅

㘧ᢔߦᵈᗧߒߡ߹ߔޕ
࠹࠶ࡃޓㆇ៝ߣ߁ੱຬ㓸ߢ␠ߒ߹ߒߚ߇ޔᑄ
ⰯశἮࠨࠗࠢ࡞ߩᜂᒰߩᣇ߇߿ࠄࠇߚߩࠍ߈ߞ߆ߌ

᳓㌁

高品質
カレット

野村興産株式会社
イトムカ鉱業所

ߦߩࠍߒߡ߹ߔ↥ޕᬺᑄ᫈‛ߩㆇ៝ߦߪࡑ࠾
ࡈࠚࠬ࠻߇ᔅⷐߛߣ߁ߎߣࠍೋߡ⍮ߞߚߎߣ߇ᒰᤨ
ߩශ⽎ߦᱷߞߡ߹ߔ߇⑳ߪޕᢎ߃ࠆ┙႐ߦߥߞߡޔ
ࠦࡦࡊࠗࠕࡦࠬ߿ోߦߟߡᜰዉߣታ〣ߩᲤᣣߢߔޕ
ߪ⑳ޓᐕࠍߣߞߡ߹ߔ߆ࠄߩㅴᣇߢߪ⥄ಽߩ㒢
⇇ࠍ߃ߡ߹ߢήℂࠍߒߥࠃ߁ߦᔃដߌߡ߹ߔޕ
߽⥄ಽ⥄りߩஜᐽߞߡߛߣ⧯ੱߦߒߞ߆ࠅᢎ߃ߡ
ߌࠇ߫ߣᕁ߹ߔޕᭉߒߊࠍߒߡભߺߦߪᅢ߈ߥ
ࠧ࡞ࡈ߿࠰ࡈ࠻ࡏ࡞ࠍߔࠆޕߨࠄ߆ߔߢ⇟৻߇ࠇߘޔ
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ૼᙹʙಅƷኰʼ
ޓᑄ⍹⤉ࡏ࠼ࠨࠗࠢ࡞ࠍⴕ߁ળ␠ࠍᣂߚߦ⸳┙ߒ߹ߒߚޕ
ᑄ⍹⤉ࡏ࠼ࠨࠗࠢ࡞ߩ⁁

ࠣࡦࠕࡠ࠭ਛㇱߩ․ᓽ

ޓ
㧝㧚⊒↢㊂Ⴧട

ޓ
㧝㧚ૐࠦࠬ࠻ߢ⏕ታߥࠨࠗࠢ࡞࡞࠻ࠍ⏕┙ߒߡ߹ߔޕ

ޓޓޓ高度経済成長期以降に多用された石膏ボードが老朽化・ ޓޓޓ排出先、中間処理業者、受入先（メーカー）での共同事
業体として高い結束力を有し、排出からメーカーへの納入
解体により発生量は近年増加しています。石膏ボード工
業会によると、廃棄される石膏ボードの排出量は平成 25

まで一貫した体制が整っています。
㧞㧚㜞ຠ⾰ߥࠨࠗࠢ࡞ේᢱࠍㅧߒ߹ߔޕ

年度には 200 万トンと推計されております。

ޓޓޓ独立した手選別ラインと最新設備の組み合わせにより、

ޓ
㧞㧚ၒ┙ಣಽߩ⚂

高品質な石膏粉と紙を製造します。

ޓޓޓ廃石膏ボードに含まれる多量の有機物が反応して硫化
水素ガスを発生させることが近年問題視され、平成 18 年
6 月の環境省通達により石膏・紙ともに安定型埋立が禁
止され、管理型のみの処分となっています。

㧟㧚ࠦࡦࡊࠗࠕࡦࠬࠍㆩߒߚࠗࡦࠬࠍขᓧߒߡ߹ߔޕ
ޓޓޓ当社は廃石膏ボード処理専門工場ですが、搬入される
ボードへの付着物、混入物などを考慮して、多品目の産廃
許可を保有しています。また再生品については愛知県「再

ޓ
㧟㧚ਇㆡᱜಣℂߩ ᔨ

生資源活用審査制度」に基づく届出を行っています。

ޓޓޓ解体系の廃石膏ボードはリサイクル先が不足し、不適
正処理が多発しています。今後、発生量増加によって不
適正処理がますます増加することが懸念されます。

㧠㧚࿖ౝᦨᄢ⚖ߩᑄ⍹⤉ࡏ࠼ࠨࠗࠢ࡞ᣉ⸳ߢߔޕ
ޓޓޓ廃石膏ボード処理専門工場としては国内最大級の規模
で、建設・解体現場の工程に合わせ、短期・大量からフレ

ޓޓ

コン 1 袋まで多様な排出ニーズにしっかり対応できます。
㧡㧚ਛㇱߩਛᔃߦ⟎ߒߦࠬࠢࠕޔଢߢߔޕ
ޓޓޓ国道 247 号に面し、
伊勢湾岸自動車道

東海 IC 下車 3 分。

その他国道 23 号線等からのアクセスも便利です。

䂓ᑄ⍹⤉䊗䊷䊄䊥䉰䉟䉪䊦䈱䊐䊨䊷
○廃石膏ボードリサイクル施設の概要
受入
解体

選別

240.0ｍ3/日
（12.0ｍ3/時）
廃プラスチック類、金属くず、がれき類、木くず、
紙くず、繊維くず、
ガラスくず、
コンクリートくず

受入検査

廃石膏ボード

及び陶磁器くず
破砕

ࢃࠣࡦࠕࡠ࠭ਛㇱ

97.6t/日
（4.88t/時）
ガラスくず、
コンクリートくず及び陶磁器くず

圧縮

86.2t/日
（4.31t/時） 紙くず

保管

ビスなどの

有価売却

金属くず

選別

コンクリートくず
廃プラ、繊維くず等

リサイクル

委託処分
サイロ貯蔵
固化材、調整材と
して利用

石膏粉

メーカーへ
廃石膏ボードの破砕

再生石膏ボード
メーカーへ

再生紙

圧縮紙

紙くずの圧縮
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ోຬ߇ࡊࡠࡈࠚ࠶࡚ࠪ࠽࡞ࠍ⋡ᜰߒߡ

ࢃࠣࡦࠕࡠ࠭ਛㇱ
ޓᎿ႐㐳᧻ޓỈޓᴦ

ޓᐔᚑ  ᐕ    ᣣߦή┫Ꮏᑼࠍㄫ߃ࠆߎߣ߇ߢ߈߽ߡߣޔᗵᘣᷓߊᕁ
ߞߡ߅ࠅ߹ߔ৻߽ࠇߎޕ㊀ߦᒰ␠ᬺߩਥᣦߦߏ⾥ห㗂ߚ⊝᭽ᣇߩ߅߆ߍ
ߣߩߎޔ႐ࠍ߅୫ࠅߒߡᷓߊᗵ⻢↳ߒߍ߹ߔޕ
ࠅ➅ޓߒߦߥࠅ߹ߔ߇ޔᐔᚑ  ᐕ    ᣣߩ┫Ꮏᑼߪ⑳ߩ↢ᶦᦨ⦟ߩᣣ
ߣߥࠅ߹ߒߚޕߔߢࠄ߆ࠇߎߢߌߛߚߒ࠻࠲ࠬߛ߹ޔߒ߆ߒޕ⍹⤉ࡏ࠼
ࠨࠗࠢ࡞ࠍീᒝߒߡ߈ߡಽ߆ߞߚߎߣߪޔᑄ⍹⤉ࡏ࠼ߪᱜߒߊᛒ߃߫ౣ
↢ේᢱߣߒߡࠨࠗࠢ࡞߇น⢻ߛߣ߁ߎߣߢߔޕᑄ⍹⤉ࡏ࠼ࠨࠗࠢ࡞
ߪ⏕߆ߦߩਛߦᔅⷐߥᬺߛߣ⠨߃߹ߔޕ
ߦߥࠎߤޔߒ߆ߒޓᱜᄢߥᬺߢߞߡ߽ߦߥࠎߤߚ߹ޔፏ㜞ߥᔒߢ
ߞߡ߽ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ⾗ޔࡈࡦࠗޔੱޔᩰ߇ࠇߤޔᰳߌߡ߽߁߹ߊ
߈߹ߖࠎߊ߹߁ࠍࠄࠇߎޕ࿁ߒߡߊߩ߇⑳ߩᓎ⋡ߛߣౣ⼂ߒߡޔຠߩ
ຠ⾰▤ℂޔᎿ႐ߩోޔᬺⅣႺߣㄝⅣႺߩ▤ℂߥߤࠍᔀᐩߒߡ߈߹ߔޕ
ޓᒰ␠߇ᓟ߽ᚑ㐳ߒ⛯ߌࠆߚߦߪ⥄⑳ޔり߽ߘ߁ߢߔ߇ߩߎޔળ␠ߩ␠
ຬోຬ߇ࡊࡠࡈࠚ࠶࡚ࠪ࠽࡞ߦߥࠆߎߣߛߣᕁߞߡ߹ߔⷫޔߛ߹ߪޕળ
␠ߦ߅ࠎ߱ߦᛴߞߎߢߩੱ⚛ޔ㓸߹ࠅ߆߽ߒࠇ߹ߖࠎ߇ߢ⊝ޔ⍮ᕺࠍߒߡ
߇ࠎ߫ࠇ߫⧰ޔ㔍߽ਸ਼ࠅ߃ߡ⚿ᨐߣߒߡᭉߒᕁߦߥࠆߣାߓߡ߹
ߔޕ
ޓᒰ␠ߩࡎࡓࡍࠫࠍߏⷩߦߥࠄࠇߚᣇ߽ࠄߞߒ߾ࠆߣᕁ߹ߔ߇ޔᕯ
ߕ߆ߒߥ߇ࠄ⑳ߩ౮⌀߇タߞߡ߹ߔ⥄ޕಽߢ߽ᗐ߇ߢ߈ߥ╉㗻ߢ౮ߞߡ
߹ߔ߇߽ࠇߎޔ߇ᭉߒ߆ࠄߛߣᢿ⸒ߢ߈߹ߔޕ
ᦨޓᣂ⸳ߣᭉߒખ㑆ߦ࿐߹ࠇߡᬺߒߡ߹ߔߩߢ⊝ޔ᭽߽ᤚ㕖৻ᐲ⿷
ࠍㆇࠎߢߊߛߐ⊝ޕ᭽ߩ߅ߒࠍ߅ᜬߜߒߡ߹ߔޕ

ߜࠛࠦ࠲࠙ࡦࡊࡦߣߪ㧫

ޓᩣᑼળ␠ࠣࡦࠕࡠ࠭ਛㇱߩᑄ⍹⤉ࡏ࠼ࠨ
ࠗࠢ࡞ᬺ߇ߎߩߚ߮㨬ߜࠛࠦ࠲࠙ࡦࡊࡦ㨭ߦ
ቯߐࠇ߹ߒߚޕᒰᬺߩౝኈ߿ᔅⷐᕈࠍ⹏ଔߐࠇߡߩ
ߎߣߣᕁ߹ߔߩߢቯߦᕯߓߥࠃ߁ߦ㗎ᒛߞߡ
߈ߚߣᕁ߹ߔޕ
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ޓᗲ⍮⋵߇ᐔᚑ ᐕ ߦ⾗ߜޟḮᓴⅣဳ␠ળᒻᚑ
ࡊࡦޠ
㧔⋡ᮡᐕᐲ  ᐔᚑ ᐕᐲ ࠍ╷ቯߒ⚻ޔᷣ↥ᬺ⋭
߮ⅣႺ⋭߆ࠄᐔᚑ  ᐕ  ߦࠛࠦ࠲࠙ࡦߩᛚࠍฃߌ
ߡ߅ࠅోޔ࿖ߢ  ⇟⋡ߩᛚߣߥࠅ߹ߔޕ
ޠࠅߊߠࡁࡕޟ
ߩ⋵ޔᗲ⍮ߣߒߡၞߦ⫾Ⓧߐࠇߡ߈ߚ㜞ᐲߥ↥ᬺᛛⴚߣޔ
⥄ޟὼߩซ⍮  ߚߒߣࡑ࠹ࠍޠᐕᗲ⍮ਁඳߩᚑᨐࠍᵴ
߆ߒ⋵ޔ᳃ߩෳടߩਅ↥ޔቇⴕߩᵹㅪ៤ߣᬺ⠪㑆
ߩදߦࠃߞߡޔᣂߒޔ㜞ઃടଔ୯ဳߩᓴⅣࡆࠫࡀࠬഃ
ߩଦㅴߦขࠅ⚵ࠎߢࠆᬺߢߔޕ
㧔JVVRCKEJKUJKIGPLWPMCPLRCKEJKAGEQVQYPKPFGZJVON ᒁ↪㧕

正直に対応できる営業マンに

新しい会社、新しい設備で

ࢃࠣࡦࠕࡠ࠭ਛㇱ

ࢃࠣࡦࠕࡠ࠭ਛㇱ

ޓ༡ᬺޓ┻᧻ޓ౻᮸

ޓ࠲ࡍࠝޓᑝㇱޓ⍮ᴦ

ޓ༡ᬺࡑࡦߣߒߡࡀࠦࡦߐࠎ⸃ޔደߐࠎޔᑪ᧚ደߐࠎߥ

ߩ‛⩄ߡߒߣ࠲ࡍࠝ࠻ࡦࡊޔߪ⑳ޓฃߌࠇ߆ࠄਛ

ߤࠍᲤᣣ࿁ߞߡᒰ␠ߩ 24 ࠍߐߖߡ㗂ߡ߹ߔࠛߜޕ

㑆ಣℂޔ⩄ᬺ߹ߢⴕߞߡ߹ߔޕᬺ㕙ߢߪޔᣂߒ⸳

ࠦ࠲࠙ࡦߩቯ߽ߚߛ߈ ߔ߹ߔ߹ޔ24 ߦ߽ᾲ߇ࠅ߹ߔޕ

ߢߔߩߢขᛒߦᵈᗧߔࠆߣߣ߽ߦᯏ᪾ߩࡔࡦ࠹࠽ࡦࠬ߿

⑳߇༡ᬺࠍߔࠆߦߚߞߡޔᣂⷙෳߩળ␠ߢࠆߩߢ߹ߕ

ಣℂߩຠ⾰ޔㄝⅣႺ߳ߩ㈩ᘦࠍߒߡߎ߁ߣᕁߞߡ߹ߔޕ

ߪੱ㑆㑐ଥߩ᭴▽ࠍᄢಾߦᱜ⋥ߦኻᔕߔࠆߎߣߦ᳇ࠍઃߌߡ

ޓォ⡯ߒߡࢃࠣࡦࠕࡠ࠭ਛㇱߦ␠ߒ߹ߒߚ߇ޔએ೨

߹ߔ߅ޔߚ߹ޕቴ᭽ߩ࿎ࠅߏߣࠍߢ߽ߏ⋧⺣ߚߛߌࠆ

߆ࠄࠨࠗࠢ࡞ᬺߦ⥝߇ࠅⷡ߃ࠆߎߣ߇ᄙߊߡᔔߒ

㔓࿐᳇ࠅߦ߽᳇ࠍߟߌߡ߹ߔޔߡߒ߁ߎޕ᧪⊛ߦ᧲ᶏ

Ფᣣࠍㅍߞߡ߹ߔߩߎޕળ␠ߦߞߡ┫Ꮏᑼߥߤ߹ߢߦ

ᣇߩᑄ⍹⤉ࡏ࠼ߩಣℂߪߔߴߡᒰ␠ߦߏ↪㗂ߌࠆࠃ߁

⚻㛎ߒߚߎߣߩߥ߆ߞߚߎߣࠍ㛎ߒߡ⥄ޔಽ߇ળ␠ࠍߞ

ߦޔታ❣ߣ߅ቴ᭽ߩା㗬ࠍᓧࠄࠇࠆࠃ߁ߦ㗎ᒛߞߡ߈ߚ

ߡࠆߩߛߣ߁ታᗵ߇ḝߡ߈߹ߔ⸳ޕࠍ߈ࠇߦ

ߣᕁ߹ߔޕ

ߥ߇ࠄޔᡷༀὐࠍߟߌߡ߽ߞߣࠃࠅ⦟ߊߒߡ߈ߚߣᕁ

ޓᒰ␠ߩ␠ຬߪߔߴߡォ⡯⠪ߢߔ߇⥄ޔಽߚߜߩ⚻㛎ࠍ↢߆

߹ߔޕ

ߔᦨᄢߩ࠴ࡖࡦࠬ߇ਈ߃ࠄࠇߡࠆߣታᗵߔࠆᲤᣣߢߔޕ
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ʙಅؾƴˤƏࢨؾ᪪
ޓᒰ␠ߪޔᬺᵴേߦ߅ߡ᭽ߥޘⅣႺᓇ㗀߇ࠅߩࠄࠇߘޔⅣႺ⽶⩄ߩૐᷫ
ߦข⚵ࠎߢ߹ߔޕ
⪺ߒⅣႺᓇ㗀ߦߟߡ

ޓᒰ␠ߩ⪺ߒⅣႺᓇ㗀ߦߪ⋥ޔធ⊛ߥ߽ߩߣߒߡࠨ
ࠗࠢ࡞ࡦ࠲ߢߩ☳ߓࠎߩ⊒↢ߪࠍขࠅᛒ߁ߎߣ߆
ࠄචಽߥ▤ℂ߇ᔅⷐߢߔޔߚ߹ޕ႐⺞ᩏᤨߩߪߔ
ߋߦⅣႺᳪᨴߦߥࠆࠤ߽ࠬࠅ߹ߔߩߢ✕ᕆᤨߩ⪺ߒ
ⅣႺᓇ㗀ߣߒߡᝒ߃ߡ߹ߔޕ
ޓᒰ␠߇㑆ធ⊛ߦ㑐ਈߢ߈ࠆ߽ߩߣߒߡߪ‛ޔᵹᆔ⸤ߦ
ࠃࠆࠛࡀ࡞ࠡᶖ⾌ߥߤ߇ࠅ߹ߔޕᄙߊߩャㅍ߇ᔅⷐ
ߥߎߣ߆ࠄޔャㅍߩࠛࡀ࡞ࠡല₸ൻ߿ࡕ࠳࡞ࠪࡈ࠻
ߥߤᒰ␠ߩᓎഀ߽ᄢ߈ߣ⠨߃߹ߔޕ

عᄙ㊂ឃᬺ⠪ߣߒߡ
ޓᒰ␠ߩᬺᵴേߩ․ᓽߣߒߡޔ႐ᄖ៝ߢࠨࠗࠢ࡞
ࡦ࠲ߦฃߌࠇߚფߩਛߦᧁߊߕ߿ᑄࡊࡦࠦޔ
ࠢ࠻ࠟ╬ߩ߽ߩ߇ߞߡࠆߎߣ߇ᄙߊࠄࠇߎޔ
ߪᒰ␠ߩ↥ᬺᑄ᫈‛ߣߒߡ⽿છࠍ߽ߞߡㆡᱜߦಣℂߒߡ
߹ߔޔߚߩߘޕᐕ㑆ߩ✚ឃ㊂ߪ߅ࠃߘ  ජ㨠
㧔ᐔ
ᚑ  ᐕᐲႎ๔࠺࠲㧕ߣߥࠅޔᑄ᫈‛ಣℂᴺߩᄙ㊂ឃ
ᬺ⠪ߣߒߡᒰ⥄ᴦߦዯࠍߒߡឃ㊂ߩૐᷫߦ
ദߡ߹ߔޕ

 ᐕᒰ␠ోߩࡑࠬࡃࡦࠬ
࠳ࠗࠠⅣႺ࠰ࡘ࡚ࠪࡦ
൲௨ٓםϼྸ

ȪǵǤǯȫè

൲௨ٓם

ųųᲱᲲᲳҘᳮ

ᲱᲫᲪҘᳮ

èųȞȆȪǢȫȪǵǤǯȫƱǵȸȞȫȪǵ
ųųǤǯȫǛԃǉŵ

ࡑూཋ

ȪǵǤǯȫɧᏡཋè

ᲱᲳҘᳮ

ųᲬᲳᲪᳮ

̅ဇƠƨเ
ჽ໋ȷǻȡȳȈᲫᲰҘᳮ
ɥ൦ųųųųųųᲰҘ᳧

ငಅࡑూཋ
ɶ᧓ϼྸȷӓᨼᢃ

èųۀᚠϼྸưǋȪǵǤǯȫưƖƣƴ؈ᇌ
ϼЎǛƠƨࡑూཋŵۀᚠࡑూཋƷлӳ
ųų
ᲢᐯᅈᛦǂᲣƔǒӲŷƷȪǵǤǯȫྙǛ
ʈơƯምЈŵ

൦
ᲭҘ᳧

̅ဇƠƨǨȍȫǮȸè
ᩓൢųųųųᲫᲭҘ᳁᳄
ᣃࠊǬǹųųųᲫҘ᳁᳄
ǬǽȪȳųųųᲫҘ᳁᳄ų
᠉ųųųųᲬᲪҘ᳁᳄
໊ųųųųųᲭҘ᳁᳄
ųųųųᲫҘ᳁᳄

ዮ %1 Јè
ᲬᲨᲭҘᳮ%1
èų̅ဇƠƨǨȍȫǮȸƴภଡ଼̞҄ૠ 
ؾႾᳺʙಅᎍƔǒƷภܴјௐǬǹЈም
૾ܭඥǬǤȉȩǤȳᲢ8GTᲣ
ᲣǛʈơ
Ư %1 ႆဃǛምЈŵ

èų̅ဇƠƨǨȍȫǮȸƴƸŴ࢘ᅈƕཋ්ۀᚠ
ųųư̅ဇƠƨǨȍȫǮȸƸԃǇǕƯƍǇƤǜŵ

ⅣႺᓇ㗀ߩ߹ߣ

ࠨࠗࠢ࡞₸ߦߟߡ

ᒰ␠ߩᬺߢߪ␠ળోߦኻߒߡࡊࠬߩᓇ㗀ߣࡑࠗ࠽ࠬߩ

ޓᳪᵆ߿ფߦߟߡߪࡔࡦ࠻ේᢱߪ╬߈ࠇ߇ޔਥ

ᓇ㗀߇ࠅ߹ߔߩࠬࡊޕᓇ㗀ߢߪᳪᨴფ߿↥ᬺᑄ᫈‛ߩಣ

ߦ〝⋚᧚╬߳ࡑ࠹ࠕ࡞㧔ේᢱ♽㧕ࠨࠗࠢ࡞ࠍⴕߞ

ℂ߿ࠨࠗࠢ࡞ࠍⴕ߁ߎߣߢޔోߩᳪᨴფ߿ᑄ᫈‛

ߡ߹ߔߥ߁ࠃߥ߈ߢ࡞ࠢࠗࠨ࡞ࠕ࠹ࡑޕᑄࡊ

㗴ߩシᷫޔၒ┙ಣಽ႐ߩᑧޔឃ⠪ߩࠨࠗࠢ࡞₸ߩะߦ

߿ᧁߊߕߥߤߢߪᆔ⸤ಣℂᬺ⠪ࠍㅢߓߡࠨࡑ࡞㧔Ά

ነਈߒ߹ߔߩࠬ࠽ࠗࡑޔߚ߹ޕᓇ㗀ߢߪޔფ߿ᑄ᫈‛ߩಣℂ

ᢱ♽㧕ࠨࠗࠢ࡞ࠍⴕߞߡ߹ߔޕ

߿ャㅍߦߪᄙߊߩࠛࡀ࡞ࠡࠍᶖ⾌ߔࠆߎߣߦ߁ࠃߩࠎߓ☳ޔ
ᬺᵴേߦߞߡⅣႺ⽶⩄ࠍ↢ߓࠆߎߣ߇ߍࠄࠇ߹ߔޕ

̪₸࡞ࠢࠗࠨޓ㧩㧑

̪ ₸࡞ࠢࠗࠨޓ㧑 㧩

ࠨࠗࠢ࡞㊂
ࠨࠗࠢ࡞㊂㧗ࠨࠗࠢ࡞ਇ⢻‛

ߩࠬ࠽ࠗࡑߣࠬࡊߚߒ߁ߎޓⅣႺᓇ㗀߇Ᏹߦ↢ߓߡࠆߎߣ
ࠍⅣႺࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ࠪࠬ࠹ࡓࠍㅢߓߡ⼂ߒ੍ޔ㒐ߣᡷༀߦข
⚵ࠎߢ߹ߔޕ
ޓᰴ㗄ࠃࠅޔⅣႺࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ࠪࠬ࠹ࡓࠍߚᒰ␠ߩข⚵ߺ
ࠍߒߊߏ⚫ߒ߹ߔޕ
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ⅣႺో
ޓ㧔ᧄ᧪ᬺോߩᒝൻ㧕
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ޓฬฎደᧄ␠▤ロߩฬฎደࠨࠗࠢ࡞ࡦ࠲㧔᧲ᶏᏒᣂ

ޓⅣႺ  ઙߩ⊒↢ߪ᧲੩ᬺㇱߩ߽ߩߢޔფ⺞ᩏᤨ

ቲ↸㧕ߦ߅ߡ⧰ߩࠎߓ☳ޔᖱࠍ  ઙฃߌ߹ߒߚޕේ࿃ߩ

ߩࡏࡦࠣࡑࠪࡦࠍ⺞ᩏ႐ᚲ߹ߢ⒖േߐߖࠆ㓙ߦᑪደࠛ

 ઙߪ⦁ⓍߺᤨߦⓍ⩄ߩࠍᆔ⸤ߒߚ⦁߇ࠟ࠶࠻ߢ㚔ࠄߒ

ࠕࠦࡦቶᄖᯏߦធ⸅ߒߡలႯߐࠇߡߚࡈࡠࡦࠟࠬࠍṳᵨ

ߚ㓙ߦ⊒↢ߒ߹ߒߚ⦁ޕⓍ⸳ߪޔⓍߺㄟߺᤨߦᶏ㘑ߩᓇ

ߐߖߚઙߢߔޕේ࿃⺞ᩏࠍߒ߹ߒߚߣߎࠈ⺞ޔᩏ▎ᚲ߹ߢ

㗀ࠍฃߌ߿ߔߊᒝ㘑ᤨߦࠃߊ☳ߓࠎࠍ⊒↢ߐߖߡ⧰ᖱߩ╙

ߩㅢ〝߇⁜ߊޔᏀฝߦ✭߿߆ߥᢳ߇ߞߚߚㅴᓟߦ

৻▎ᚲߢߞߚߚ৻ޔᤓᐕߦᡷㅧᎿࠍቢੌߐߖߡኻ╷

ࡑࠪࡦ߇ߡធ⸅ߒߚ߽ߩߢߒߚޕ႐ౝߩਅߩታᣉ

ࠍਁోߦߒߚߎߣߦࠃࠆᘟᔃ߇ߞߚߣᕁ߹ߔޕᆔ⸤ᬺ

ߣෂ㒾▎ᚲߩ⼔ߩᔀᐩࠍ⥌ߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ

⠪ߩ⦁ຬߦᜰዉߒߚ⦁ޔⓍߺᤨߦߪ⋙ⷞຬࠍ┙ߡࠆߎߣ
ߢᡷༀߒߡ߹ߔޕ
ޔߦઁߩߘޓ႐ౝㅢ〝ߩ⠧ൻߦࠃߞߡ☳ߓࠎߩḳ߹ࠅ߇
↢ߓߚߚߦ࠳ࡦࡊㅢⴕᤨߦ⊒↢ߒߚ߽ߩߣㅢᏱಣℂ‛ࠃ
ࠅ߽㜞᳓ߩ߽ߩ߇⩄ߒߚߚỗߒߊᔕߒߡ⊒↢ߒߚ
߽ߩߩ  ઙ߇ࠅ߹ߒߚ߇ⵝ⥩ޔᡷୃᎿߣ⩄‛ߩ࠴ࠚ࠶
ࠢߩᒝൻߦࠃߞߡᡷༀ߇ታᣉߐࠇߡ߅ࠅ߹ߔޕ

ع
 ₸⾼ࡦࠣޡ㧑ߡߟߦٌߩޢ
ޓᤓᐕᐲߪౣ↢⚕னⵝ㗴ߩᓇ㗀ࠍฃߌߡࠣࡦຠߩ
್ߦᷙㅅߒߚ⚿ᨐ⚕ޔຠోߡࠍ㓸⸘߆ࠄᄖߒߡߩ⋡ᮡ
㆐ᚑࠍ⋡ᜰߒ߹ߒߚ⚕ޔߒ߆ߒޕຠߩ⾼ഀว߇ᄢ߈ߥ
࠙ࠚࠗ࠻ࠍභߡߚߚ⾼₸ 㧑ߩ⋡ᮡߩ⋥ߒ߇ᔅ
ⷐߢߒߚ⚿ޕዪ⚕ޔຠߢߩ੍ᗐ⾼₸ࠍᏅߒᒁߚ⋡ᮡ
㧑߳ߣਅᣇୃᱜࠍߒߡߩ㆐ᚑߣߥߞߚߚ㨬ٌ㨭ߢߒߚ
߽ߩߢߔޕ⒘ߥࠤࠬߢߒߚ߇ࠍ⾼ࡦࠣޔߩߚ
ߦߔࠆߩ߆ࠍౣ⼂ߔࠆ⦟ᯏળߢߞߚߣᕁ߹ߔޕ
ޓߪౣ↢⚕㗴߽⪭ߜ⌕ߡ⚕ຠ߽ߡߩ⋡ᮡߢ
ขࠅ⚵ࠎߢ߅ࠅ߹ߔޕ

18
1
8
15

ྶעภଡ଼҄᧸ഥ
ޓ᷷ᥦൻ㒐ᱛߪࠣࡠࡃ࡞ߥⅣႺ㗴ߢߔߩߜߚ⑳ޕᬺᵴേߢࠍᳪߐ
ߥࠃ߁ߦ %1 ᷫࠍᦨૐ㒢ߩࡑ࠽ߣߒߡข⚵ࠎߢ߹ߔޕ
%1 ឃ㊂
V%1

V%1 ⊖ਁ㧕

























ᐔᚑ  ᐕᐲ ᐔᚑ  ᐕᐲ

ᐔᚑ  ᐕᐲ

%1 ឃ㊂  ᄁ

%1 ឃ㊂

ޓᐔᚑ  ᐕߩ੩ㇺ⼏ቯᦠߩណᛯ☨ޔ࿖ࠝࡃࡑᄢ⛔㗔ߩឭ
໒ߔࠆࠣࡦ࠾ࡘ࠺ࠖ࡞ߣ᷷ᥦൻ㒐ᱛߩേ߈ߪ
ᕆㅦߦടㅦߒߡ߈ߡ߅ࠅޔᒰ␠ߢ߽᷷ᥦൻ㒐ᱛߩขࠅ⚵ߺ
ࠍߐࠄߦᒝൻߒߡ߹ߔޕ
ޓᏀࠣࡈߪޔᒰ␠ߩߎߎ  ᐕ㑆ߩ %1 ឃ㊂ߩផ⒖ߣข
⚵ߺ⁁ᴫࠍ␜ߒߡ߹ߔޕ%1 ឃ㊂ߪᬺᵴേߩᄢߦ
ߞߡჇടะߦࠅ߹ߔ߇ޔᄁ㜞ߚࠅߩ %1 ឃ㊂
ߪᷫߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕ
ޓᓟ߽ %1 ᷫߩߚߦᓟ߽Ⓧᭂ⊛ߦข⚵ࠎߢ߹ࠅ
߹ߔޕ

%1 ឃ㊂  ᄁ
%1 ឃ㊂

⋭⾗Ḯ⋭ࠛࡀ࡞ࠡ
V%1㧕

ජ ),











%1 ឃ㊂

ࠛࡀ࡞ࠡ↪㊂



̪ޔߪߦࠡ࡞ࡀࠛߚߒ↪ޓᒰ␠߇ᆔ⸤ャㅍߢ↪ߒߚࠛࡀ࡞ࠡߪ

㨾㩒㩣㩁㩨㨺↪㊂
%1 ឃ㊂

ᴤ

ᴤ

Ἦ

ᴤ

㊀
㧭

ࡦ


ࠟ

࠰

シ

ࠬ
ࡄ

ࡦ

ࠟ

᳇

ࠟ
Ꮢ
ࡊ

ㇺ

㔚

ࠬ



߹ࠇߡ߹ߖࠎޕ

ࡠ

ޓᒰ␠߇ᤓᐕᐲߦ↪ߒߚࠛࡀ࡞̪ࠡ ߪోߢ  ජ ),
ߢߒߚߩߘޕౝኈߪฝࠣࡈߦ␜ߔࠃ߁ߦޔシᴤߣ㔚᳇ߩ
ഀว߇⓭ߒߡᄙߊߥߞߡ߹ߔޕ%1 ឃ㊂ߩഀว߽ᒰ
ὼߥ߇ࠄシᴤߣ㔚᳇ߩ↪㊂ߦᄢ߈ߊଐሽߒߡ߹ߔޕ
ޔߚߩߎޓᒰ␠ߢߪ․ߦ㔚᳇↪㊂ߣΆᢱ↪㊂ߩᷫ
ߦജࠍࠇߡข⚵ࠎߢ߹ߔޕ

ᆔ⸤ャㅍ
ජ ),

ජ V%1㧕










%1 ឃ㊂

㨾㩒㩣㩁㩨㨺↪㊂ ),㧕

ޓᐔᚑ  ᐕ  ᣉⴕߩᡷᱜ⋭ࠛࡀᴺ̪ ߢᒰ␠ߪ․ቯ⩄ਥ
ߣߒߡᜰቯߐࠇޔห᭽ߦ᷷ኻᴺ̪ ߩႎ๔⟵ോ߽ࠅ߹ߔޕ
ޓฝࠣࡈߦߪޔ㓸⸘ࠍขࠅᆎߡ߆ࠄߩᦨㄭ  ᐕߩࠛࡀ
࡞ࠡャㅍ㊂ߣ%1 ឃ㊂ࠍ␜ߒߡ߹ߔޕ
ᬺߩᄢߦߞ
ߡࠛࡀ࡞ࠡャㅍ㊂߽ %1 ឃ㊂߽Ⴧടߒߡ߅ࠅ⩄ޔਥߣ
ߒߡขࠅ⚵㊀ⷐᕈ߇ߪߞ߈ࠅಽࠅ߹ߔޕ
ޓᒰ␠ߢߪޔේනߦࠃࠆࠛࡀ࡞ࠡ↪㊂ߩᷫ⋡ᮡࠍ
⸳ቯߒߩ╬࠻ࡈࠪ࡞࠳ࡕޔขࠅ⚵ߺࠍታᣉߒߡ߹ߔޕ





%1 ឃ㊂

̪ ᡷᱜ⋭ࠛࡀᴺ㨯㨯㨯
ߩ↪ߩࠡ࡞ࡀࠛޟวℂൻߦ㑐ߔࠆᴺᓞ߇ޠᡷᱜߐ
⩄ߩߡߴߔޔࠇޓޓޓޓޓޓޓޓޓਥડᬺߦ⋭ࠛࡀ߳ߩข⚵ߺ⟵ോ߇⺖ߖ



ᐔᚑ  ᐕᐲ ᐔᚑ  ᐕᐲ

ᐔᚑ  ᐕᐲ



㨾㩒㩣㩁㩨㨺↪㊂

ࠄࠇߚ߽ߩޕ
̪ ᷷ኻᴺ㨯㨯㨯㨬᷷ᥦൻኻ╷ߩផㅴߦ㑐ߔࠆᴺᓞ㨭ޕ࿖ޔᣇ⥄ᴦޔ
ᬺ⠪ޔ࿖᳃╬߇৻ߣߥߞߡ᷷ᥦൻኻ╷ߦขࠅ⚵ߚ
ߩᨒ⚵ࠍቯߚᴺᓞޕ

 ᐕᐲขࠅ⚵ߺ⁁ᴫ
࠹ࡑ
㔚᳇ߩ▵ᷫ

ャㅍߩല₸ൻ

Άᢱߩ▵ᷫ

16

⋡ޓޓޓᮡ

ታ❣ޓ

್ቯ

ᄁᒰࠅߩ㔚᳇↪㊂ᐔᚑ  ᐕᐲᲧ 㧑
ᷫ

㧑ᷫ

٤

ᆔ⸤ャㅍߦଥࠆ㨾㩒㩣㩁㩨㨺ᶖ⾌㊂ࠍᐔᚑ  ᐕ
ᐲᲧ 㧑ᷫ

㧑ᷫ

⩄㊂ߚࠅߩΆᢱ↪㊂ࠍᐔᚑ  ᐕᐲ
Ყ 㧑ᷫ

٤

ᒰ␠ߩขࠅ⚵ߺ⁁ᴫ
ਇⷐᾖ╬ߩᶖἮ
ࡄ࠰ࠦࡦߩࡕ࠾࠲ᶖἮ
ฦᬺᚲߩㅪ៤
ᆔ⸤ᬺ⠪߳ߩදജⷐ⺧
ಣℂߩല₸ൻ

㧑ᷫ

٤

㊀ᯏߩࠕࠗ࠼ࡦࠣ
ࠬ࠻࠶ࡊ

ӕǓኵǈኰʼ
ޓᒰ␠ߩขࠅ⚵ߺࠍߏ⚫ߒ߹ߔޕ
■燃料使用量削減

■廃棄物発生量の削減

燃費向上で温暖化に歯止めを

3R で廃棄物発生量の削減
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■リサイクル率アップの取組み
リサイクルの方法から見直す

■輸送に係るエネルギー使用量の削減
運転手とのコミュニケーションが大切です
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■グリ
ン購入
■グリーン購入

■環境分析部の取組み

エコ商品を選んでます

『早く、正確に』が信条です

ޓડ↹▤ℂᧄㇱ

ޓⅣႺಽᨆㇱ

▤ޓℂㇱ✚ോ⺖

ޓޓၔਅ⑲ޓඳ

ޓޓᎹޓෘᒎ
ޓᒰㇱ⟑ߢ᷹ቯߐࠇߚ࠺࠲ߪ႐ߩߩᵹࠇࠍ

ޓᐕ߆ࠄ⾼⾈ᜂᒰߦߥߞߡᣧㅦࡦࠣޔ

Ꮐฝߔࠆߩߢߌߛࠆ߈ߢޔᣧߊޔᱜ⏕ߥಽᨆ⚿ᨐࠍ

⾼ߦജࠍࠇߡࠆᬺ⠪ߩㆬቯߦขࠅដ߆

ឭଏߢ߈ࠆࠃ߁ߦദജߒߡ߹ߔౕߩߜߚ⑳ޕ⊛

ࠅ߹ߒߚߪߢ߹ޕຠߏߣߦᬺ⠪ࠍㆬࠎߢ

ߥขࠅ⚵ߺߣߒߡߪޔࠄࠇߚᚻ㗅ߦࠃࠅಽᨆߔ

߹ߒߚ߇ޔㆬࠎߛຠ߇ࠛࠦߢߥ߆ߞߚࠅޔ

ࠆߎߣ࡞࡞ޔൻߐࠇߚၮḰߦᴪߞߡౣᬌࠍⴕ⚿

ᬺ⠪Ფߦࠣࡦ⾼ߩ㓸⸘ࠍߒߡᚻ㑆߇߆

ᨐߩ⏕ࠍⴕ߁ߎߣ ߚ߹ޔ.+/5㧔ಽᨆᖱႎ▤ℂࠪࠬ

߆ߞߚࠅߣᄢᄌߢߒߚࡦࠣޔߡߞ߃߆ޕ

࠹ࡓ㧕ߩዉߦࠃࠅ⚛ᣧ⚿ᨐߩዷ㐿ࠍᱜ⏕ߦⴕ߁

⾼ߦᵈജߒߡࠆᬺ⠪ߦ⛉ߞߚᣇ߇߹ߣ

ߎߣߥߤߢߔޕಽᨆߢ߁ᯏ᪾߽㔚᳇↪㊂ߪᄙ

⾈ߢߊߥߞߡޔലᨐ⊛ߥขࠅ⚵ߺ߇ߢ߈

ߩߢߔ߇᧪ᧄߚߒ߁ߎޔᬺോߩᡷༀ߇ⅣႺ߳ߩขࠅ

ࠆࠎߢߔࠃߨޕ

⚵ߺߦ৻⇟ലᨐ߇ࠆߣᕁ߹ߔޕ

■電気使用量削減
減

■技術課の取組み

こまめな消灯を心がけています
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業務品質管理で土壌調査の精度も向上
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ISO14001 登録の状況
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大阪リサイクルセンターを登録、関西オフィスを関西支社
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ขࠅᛒᵈᗧ㗄ߩឝ␜

෩㊀ߥ⮎ຠᐶߢߩ▤ℂ

2464 ኻ⽎‛⾰
ޓᒰ␠ߢߪޔ2464̪ ኻ⽎‛⾰ߣߒߡਥߦ࠻࡞ࠛࡦߩขࠅᛒ
߇ࠅ߹ߔ߇ޔᐔᚑ  ᐕᐲߩ↪⁁ᴫߦ߅ߡዯၮḰߣ
ߥࠆ㊂ߢ 㨠ᧂḩߢߒߚޕᓟ↪ޔ㊂ߩჇടߦࠃߞߡ
ߪዯߩᔅⷐ߇ࠅ߹ߔߩߢ↪ޔ㊂ߩ㓸⸘߆ࠄ⒖േޔขࠅ
บᏭߦࠃࠆᐶ▤ℂ

ᛒߦ㑐ߒߡߒߞ߆ࠅߣ▤ℂߒߡ߈߹ߔޕ
̪ޓ2464㨯㨯㨯․ޟቯൻቇ‛⾰ߩⅣႺ߳ߩឃ㊂ߩᛠី╬߮▤ℂߩᡷༀߩଦㅴ
ߦޓޓޓޓޓޓ㑐ߔࠆᴺᓞ㧔ൻቇ‛⾰ᛠី▤ℂଦㅴᴺ㧕
ࠆࠃߦޠዯᐲߢ
ޓޓޓޓޓޓᬺᚲߏߣߦൻቇ‛⾰ߩⅣႺ߳ߩឃ㊂⒖േ㊂ߩᛠីߣႎ๔

عᯏṁ▤ℂ

⟵ࠍޓޓޓޓޓޓോઃߌߚ߽ߩޕ

ޓಽᨆߦ߅ߡᯏṁߪޔಽᨆߩ߿ౕེߩᵞᵺ╬ߩߚ
ߦᰳ߆ߖߥ߽ߩߢߔߩࠄࠇߎޕᯏṁࠍᵹߒบߥߤߢ
↪ߒߡࠊߌߪߥߊߥࠎߤޔ⒳㘃ߩᯏṁࠍߤߎߢ
↪ߔࠆ߆ࠍ⏕ߦߔࠆᔅⷐ߇ࠅ߹ߔޕᒰ␠ߢߪ↪ޔ
႐ᚲߦ␜ࠍߒ↪ޔᓟߪ࿁ߩߦࠠࠗ࠳ࢃޔᆔ⸤ಣℂ
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൦ឋŴٻൢŴफᐰሁƷሥྸ
⺞ޓᩏ႐߿ࠨࠗࠢ࡞ࡦ࠲ߦ߅ߌࠆ᳓⾰ޔᄢ᳇ޔᖡ⥇╬ߩ▤ℂߦߟߡߏ
⺑ߒ߹ߔޕ
᳓⾰▤ℂ
ޔߪߢ࠲ࡦ࡞ࠢࠗࠨޓಣℂᎿ⒟ߢ᳓ࠍ↪ߒߡ߹
ߖࠎ߇ޔോᚲߩ↢ᵴឃ᳓㧔ᵺൻᮏ╬㧕߿ᢝౝߩ㔎᳓ࠍㆡ

リサイクルセンターでの監視･測定

ᱜߦឃ᳓ߔࠆߚߦᴡᎹᵹ᳓߿ਅ᳓ᵹ᳓ߦߟߡቯᦼ⊛
ߦᵹᮏ߆ࠄࠨࡦࡊࡦࠣߒߡឃ᳓ߩ⥄ਥᬌᩏࠍߒߡ߹ߔޕ

᧲੩ᬺㇱ

ޔߚ߹ޓ㨜* ୯߇᥉Ბ߆ࠄ㜞ࡇ࠶࠻ߢߪޔ
㨜* ⺞ᢛⵝ⟎ࠍㅢߒ

ᮮᵿࠨࠗࠢ࡞ࡦ࠲

ޓᣂޓᩕ৻

ߡ㨜* ⺞ᢛߒߚᓟߦᵹᮏ߆ࠄឃ᳓ߒߡ߹ߔޕ

ޓᒰࡦ࠲ߢߪ᭽߿ⷞ⋙ߥޘ᷹ቯࠍታᣉߒߡ߹ߔޕ
᳓⾰▤ℂޔ㘑ะ㘑ㅦ⸘ߦࠃࠆ⸥㍳ޔ㛍㖸߿ᖡ⥇㒐ᱛߩߚ
႐ౝࡄ࠻ࡠ࡞ߥߤ߇⑳ߩᣣ⺖ߢߔޕᒰࡦ࠲ߩ
ឃ᳓ߩ㨜* ᷹ቯ
㧔ᮮᵿࠨࠗࠢ࡞ࡦ࠲㧕

⩄‛߇ṳᵨߒߡߥ߆ޔឃ᳓߆ࠄᳪ᳓߇ߡߥ߆ޔ
㛍㖸߿ᖡ⥇ߥߤ⊒↢ߒߡߥ߆ࠍ႐ౝࠍ࿁ߞߡὐᬌ
⏕ߔࠆ৻ᣇߢޔ೨ߩ⩄‛ߩᕈ⁁࠴ࠚ࠶ࠢߥߤߦ߽
ᔨ߇ࠅ߹ߖࠎޕㅢᏱߩᕈ⁁ߣ㆑߁⩄‛ߪޔᬺߢ
ήℂࠍߒߚࠅޔᖡ⥇߿☳ߓࠎޔᑄ᫈‛ߩᄙ㊂ឃߥߤ႐
ౝⅣႺ߽ᄌࠊࠆᕟࠇ߇ࠅ߹ߔޕ

㨜* ⺞ᢛⵝ⟎
㧔ᮮᵿࠨࠗࠢ࡞ࡦ࠲㧕

⥇᳇▤ℂ
ޓ႐ߢߩ⺞ᩏ㨯ជ㒰ߦ߅ߡޔᖡ⥇ߩ⊒↢ߪߔߋߦㄭ㓞
᳃ߩᣇߦޘᓇ㗀ࠍ߷ߒߡߒ߹߹ߔߩ⚦ᔃߩᵈᗧࠍᛄߞ

リサイクルセンターでの臭気対策

ߡᬺߒߡ߹ߔޕᔅⷐߦᔕߓߡᶖ⥇╬ࠍᢔᏓߒߡኻᔕߒ
ߡ߹ߔ߽ߢ࠲ࡦ࡞ࠢࠗࠨޕᲤᣣޔ႐ౝὐᬌߢ⥇᳇ߩ

㑐ᬺㇱ

⁁ᴫࠍ⏕ߒߚࠅޔ㘑ะ㘑ㅦ⸘߽↪ߚࠅߒߡᢝᄖ߳ᖡ⥇

ᄢ㒋ࠨࠗࠢ࡞ࡦ࠲

ࠍߐߥࠃ߁ߦ᳇ࠍߟߌߡ߹ߔޕ

ޓဈ↰ޓൎೣ

ޓၮᧄ⊛ߦ⥇᳇ߩࠆ⩄‛ߪᄙߊࠅ߹ߖࠎ
߇⥇ޔ᳇ߩࠆ‛߇ࠆߣ߈ߪ೨ߦ༡ᬺ߆ࠄㅪ
⛊߇ࠆߚ੍ߪߢ࠲ࡦޔኾ↪ࡗ࠼ߩ⏕
႐ౝὐᬌࡄ࠻ࡠ࡞

߿ኻ╷ࠍᛂߟߎߣ߇ߢ߈߹ߔޕኾ↪ࡗ࠼ߢߪ

㧔ฬฎደࠨࠗࠢ࡞ࡦ࠲㧕 ᶖ⥇ࡒࠬ࠻ߩᢔᏓߢ⥇᳇ߩૐᷫࠍߔࠆߩߢߔ߇ޔ
ᶖ⥇⸳߇⋡߹ࠅࠍߒߥࠃ߁ߦὐᬌߪᰳ߆ߖ
߹ߖࠎޔߚ߹ޕᒰ␠߆ࠄ⥇᳇߇႐ᄖߦߡߥ
߆ࠍቯᦼ⊛ߦ႐ౝࠍ࿁ࠅ߽ߒߡ߹ߔࠄࠇߎޕ
ߪߔߴߡㄝၞ߳ߩⅣႺ⽶⩄ࠍૐᷫߔࠆߚߩ
ขࠅ⚵ߺߢߔ߇ޔࠃࠅᬺⅣႺߩᡷༀߦ߽❬߇ߞ
㘑ะ㘑ㅦ⸘ߦࠃࠆ᷹ቯ
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ߡ߹ߔޕ

☳ߓࠎኻ╷
↢⊒ߩࠎߓ☳ޔߪߢ࠲ࡦ࡞ࠢࠗࠨޓᛥࠍ╙৻ߦ⺞ᢛ
᧚ߩᷝട㊂ߩᛥ߿ᬺ႐ߢߩ⇐ᗧޔዪᚲ⊛ߥ㓸Ⴒᯏߩ↪

データの解析で予防に役立てる

ࠍታᣉߒߡ߹ߔޔߚ߹ޕᑪደౝ߆ࠄ☳ߓࠎࠍߐߥࠃ߁
ߦࡒࠬ࠻ߦࠃࠆ㒐ߓࠎࠞ࠹ࡦࠍዉߒޔᎿ႐ౝߢߪᷡゞ
᧲੩ᬺㇱ

ߦࠃߞߡ႐ౝᐥ㕙ߩᷡࠍታᣉߒߡ☳ߓࠎኻ╷ࠍᔀᐩߒߡ

ᮮᵿࠨࠗࠢ࡞ࡦ࠲ޓ

߹ߔޕ

ޓᎿ႐㐳ޓᧄ⮮ޓᒾ

ޓᲤᣣޔ႐ᄖ☳Ⴒࡄ࠻ࡠ࡞ࠍⴕޔᢝᄖߦ
☳Ⴒߩ㘧ᢔ߇ߥ߆ࠍ⏕ߒߡ߹ߔޕᬺᤨ
ࡒࠬ࠻ߦࠃࠆ㒐Ⴒࠞ࠹ࡦ

ߩⅣႺ߳ߩ㈩ᘦߪޔᷡゞߢߩᷡ߿႐ౝߩᢔ

㧔ᮮᵿࠨࠗࠢ࡞ࡦ࠲㧕

᳓╬ߢ႐ౝⴕゞਔ߆ࠄᏎ߈߇ࠆ☳Ⴒߦ߽᳇
ࠍߟߌߡ߹ߔޕᒰࡦ࠲ߢߪޔ㘑ะ㘑ㅦ⸘
ࠍ⸳⟎ߒߡ࠺࠲ࠍ⸃ᨆߔࠆߎߣߢ੍㒐ߦ߽ᓎ
┙ߡߡ߹ߔޕᬺ⒳߇ࠄ☳ޡႲߩ⊒↢ߪޢㆱߌ
ߡㅢࠇ߹ߖࠎ߇ޔᓟ߽ࠃࠅ৻ጀߩᛥࠍߒߡ
߈ߚߣᕁ߹ߔޕ

ᷡゞߦࠃࠆ႐ౝቯᦼᷡ
㧔ᮮᵿࠨࠗࠢ࡞ࡦ࠲㧕

㛍㖸▤ℂ
ޓ႐ߢߩ⺞ᩏ㨯ជ㒰Ꮏߢߪᑪ⸳㛍㖸߇߁ߚޔㄭ㓞
᳃ߩᣇ߿ޘㄭ㓞ડᬺߦߏㅅᖺࠍ߅ដߌߔࠆߎߣߦߥࠅ߹ߔޕ

調査現場等の騒音対策

ޔߚߩߘޓᏒⴝߥߤߢߩࡏࡦࠣ⺞ᩏߢߪ㒐㖸ࠪ࠻
ࠍ⸳⟎ߒߡ㛍㖸ߩૐᷫߦദߚࠅޔᣧᦺ߿ᄕᣇࠍㆱߌߚᤨ㑆
ᏪߦᎿࠍⴕ߁ߥߤߩኻ╷ࠍታᣉߒߡ߹ߔޕ

㑐ᬺㇱᛛⴚ⺖
ޓᄢ࿑ޓผޓ
⺞ޓᩏ႐╬ߢ↪ߔࠆᯏ᪾ߪૐ㛍㖸ဳߩ߽ߩ
ࠍ↪ߔࠆࠃ߁ߦߒߡ߹ߔޕ
႐วߦࠃߞߡߪ㧘
㖸ߩᄢ߈ᯏ᪾ࠍ↪ߖߑࠆࠍᓧߥߎߣ߽

⺞ᩏ႐ߦ߅ߌࠆ㛍㖸ኻ╷

ࠅ߹ߔ߇㧘
ਇⷐᤨߪߎ߹ߦࠛࡦࠫࡦࠍಾߞߡ㧘
㛍㖸ࠍૐᷫߔࠆࠃ߁ߦߒߡ߹ߔ␠ޕຬ৻ੱ৻
ੱ߇㧘ⅣႺߦߟߡ⠨߃ขࠅ⚵ࠆᯏળࠍჇ߿
ߔߎߣ߇ᄢಾߛߣᕁ߹ߔޕ
⺞ޓᩏ႐ߪ㧘Ᏹߦߘߩၞߦࠎߢࠆᣇ߇
ࠆ⸶ߢߔ߆ࠄ㧘Ᏹߦ߅ޟ㇎㝷ߒߡࠆޠ
ޟ
ᬺߐߖߡߚߛߡࠆ߁ߣޠ᳇ᜬߜࠍᜬߞ

Ꮏ႐ߦ߅ߌࠆ㛍㖸᷹ቯ

ߡᬺߒߡ߹ߔޕ
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ؾᏋȷǳȳȗȩǤǢȳǹ
ޓᳪᨴფ߿↥ᬺᑄ᫈‛ߩขࠅᛒߦߪޔ⍮⼂ߣᾫ✵ߩᛛⴚ߇ᔅⷐߢߔߩߘޕ
ߚ␠ޔຬߦኻߔࠆⅣႺ߿ోߦ㑐ߔࠆᢎ⢒ߪߣߡ߽㊀ⷐߢߔޕ
ޓ
ⅣႺᢎ⢒

␠ޓᄖ߳ߩᢎ⢒߽Ⓧᭂ⊛ߦⴕߞߡ߅ࠅޔᒰ␠ߩ⍮⼂߿⚻㛎ߦ

ޓᒰ␠ߩⅣႺᢎ⢒ߪޔ
ԘⅣႺ⊒ᢎ⢒ޔ
ԙᬺၮ␆ᢎ⢒ޔ
Ԛ⢻

ၮߠߡ᭽ߥޘ႐ߢ⻠Ꮷࠍോߡ߹ߔޕ

ജቯޔԛᄖㇱ⾗ᩰߣߦಽߐࠇ߹ߔޕ
ԘߩⅣႺ⊒ᢎ⢒ߪ

ၒ⸳ᑄ᫈‛ߩㆡᱜಣℂߦߟߡᑪ⸳࿅ߦࠃࠆޟᑪ⸳↥

+51 ߩ⍮⼂⠌ᓧߩߚߩᢎ⢒ߣࠣࡠࡃ࡞ߥⅣႺ㗴ߦ

‛ኻ╷⻠⠌ળ߇ޠ㐿ߐࠇޔᒰ␠ᓎຬ߇⻠Ꮷߣߒߡޟᳪᨴ

ኻߔࠆᢎ⢒ߢߔޕᤓᐕߪ⊒ᵴേߣߒߡⅣႺࠢࠗ࠭ࠍೋߡ

ფߩಣℂ⻠ߡߟߦޠṶࠍߒ߹ߒߚޕ

ታᣉߒ߹ߒߚޕ+51 ផㅴോዪ߆ࠄ㨬ᵢῶḓࠨࡒ࠶࠻ߦ㑐ߔࠆ

ޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓ

㗴ࠍ㗴ߔࠆ㨭ߣ੍๔ࠍߒߚߣߎࠈ⾰ߥࠢ࠶ࠕ࠾ࡑޔ߽
ᄙ߆ߞߚߩߢߔ߇ޔㅢᏱࠃࠅ߽㜞ᐔဋὐߢ␠ຬߩ⥝ઃߌ
ߦ৻ᓎ⾈߁ߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕ
ޔߚ߹ޓԙߩᬺၮ␆ᢎ⢒ߢߪߩ࠲ࡦ࡞ࠢࠗࠨޔᬺ
߿㓸ㆇ៝ᬺߦߟߡߪ߽ߜࠈࠎޔ༡ᬺߢߪფᳪᨴኻ╷
ߦߟߡࠦࡦࠨ࡞࠹ࠖࡦࠣߢ߈ࠆߎߣ߇ᔅⷐߣ⠨߃ޔფⅣ
Ⴚࡦ࠲ߩ㨬ფࠬࠢ▤ℂ⠪㨭ߩวᩰࠍᔅ㗇ᢎ⢒ߣߒߡ
߹ߔޔߚ߹ޕോຬߢߞߡ߽↥ᑄࡑ࠾ࡈࠚࠬ࠻߿ᳪᨴფ
ߩ▤ℂߩขᛒߦ៤ࠊࠆ⠪ߦߪߩࠄࠇߎޔၮ␆ᢎ⢒ࠍᔅ㗇
ߣߒߡ߹ߔޕ
ޓԚߩ⢻ജቯߢߪߒ⪺ޔᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆᬺߦߟߡᜂᒰ
⠪ߦታോࠍⴕ߁ߚߩജ㊂ࠍᜬߚߖࠆߚߩᐲߢޔၮ␆ᢎ
⢒ᓟߦߐࠄߦታ⠌ߣ࠹ࠬ࠻ߦࠃߞߡ㨬৻ੱߢోߦᱜ⏕ߥ
ᬺ߇ߢ߈ࠆ㨭ࠃ߁ߦߥߞߚ⠪ߛߌ߇ᬺߦߚࠆߎߣ߇ߢ߈
߹ߔޕ
ޓԛߩᄖㇱ⾗ᩰߢߪ⸵ޔนߥߤᬺ⊓㍳ࠍߔࠆߢᔅⷐߥ
⾗ᩰޔഭోⴡ↢ᴺߢቯࠄࠇߚᬺਥછ⠪߿․ᢎ⢒ߥ
ߤ߇ࠅ߹ߔޕᒰ␠ߪ↥ᬺᑄ᫈‛ಣℂᬺߣߒߡࠦࡦࡊࠗࠕ
ࡦࠬࠍㆩߔࠆߚߦޔᢙᐕ೨߆ࠄ⽷࿅ᴺੱޓᣣᧄ↥ᬺᑄ᫈
‛ಣℂᝄ⥝ࡦ࠲߇ⴕ߁⸵น↳⺧ߦ㑐ߔࠆ⻠⠌ળߦᓎຬએ
ᄖ߆ࠄᲤᐕᢙฬߕߟߢߔ߇ฃ⻠ߐߖߡ߹ߔޕ

資格保有者一覧
資格名

取得者数
日刊工業建設新聞より

6

環境計量士 ( 濃度 )

特別管理産業廃棄物 収集運搬過程

4

環境計量士 ( 騒音・振動 )

1

産業廃棄物中間処理施設技術管理者

2

一般計量士

4

ޔ߽ߦઁߩߘޓᤓᐕߪਛ࿖ߩ⥄ᴦ߆ࠄფᳪᨴኻ╷ߩ⻠Ṷ

特別管理産業廃棄物管理責任者

4

水質関係第一種公害防止管理者

9

ߩⷐ⺧߇ࠅޔᒰ␠ߩᬺ߿ಣℂߦߟߡ⻠Ṷࠍⴕ߁ᯏળࠍ

土壌環境監理士

2

水質関係第二種公害防止管理者

1

߽ߜ߹ߒߚޕ

土壌環境保全士

15

大気関係第一種公害防止管理者

1

土壌環境リスク管理者

36

ダイオキシン類関係公害防止管理者

7

地質調査技師

8

電気主任技術者

2

地質汚染診断士

1

危険物甲種

7

技術士

2

危険物乙種 4 類

14

技術士補

7

環境カウンセラー

1

特別管理産業廃棄物 処分過程
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資格名

取得者数

4

ޓ

（平成 20 年 10 月 27 日）

ࠦࡦࡊࠗࠕࡦࠬ
ޓડᬺߩ␠ળ⊛⽿છߣߒߡ╙৻ߦߍࠄࠇࠆߩ߇ࠦࡦࡊ

ޓਇᴺࠦࡇߥߤߩ⍮⊛⽷↥ᮭߦ㑐ߔࠆౝኈ

ࠗࠕࡦࠬ㧔ᴺㆩ߅ࠃ߮୶ℂ✁㗔␠ౝ࡞࡞ߩㆩ㧕

ޓᯏኒᜬ╬ߩᄾ⚂㗄ߦ㑐ߔࠆౝኈ

ߢߪߥߢߒࠂ߁߆ޕળ␠߇ࠄߨ߫ߥࠄߥᴺޔੱ
߇ࠄߨ߫ߥࠄߥᴺߪ᭽ޔࠅޘᣣ㗃߆ࠄᗧ⼂ߒߡ
ߥߌࠇ߫ߘߩᴺ߇ߤࠎߥౝኈߢࠆ߆ಽ߆ࠄߕߦޔ⍮ࠄ
コンプライアンス教育

ߥ߁ߜߦᴺ㆑ߒߡߚߣ߁ߎߣ߽ࠅᓧ߹ߔޕᒰ

（名古屋本社）

␠ߦ߅ߡߪᄙߊߩᴺߦၮߠߊ༡ᬺ⸵นࠍขᓧߒߡ߅ࠅޔ
ᴺ㆑ߦࠃߞߡᒰ␠ߩା↪ࠍ்ߟߌ⹏್ࠍ៊ߥ߁ߛߌߢ
ߥߊᦨޔᖡߩ႐วߪ༡ᬺ⸵นࠍขࠅᶖߒߣߥࠅޔᩣਥ߆ࠄ
߅ቴ᭽߹ߢᄙߊߩᣇߏߦޘㅅᖺࠍ߆ߌࠆߎߣߦߥࠅ߹ߔޕ

ޓᐔᚑ  ᐕᐲߦߪߩࠬࡦࠕࠗࡊࡦࠦޔℂ⸃ᐲ࠹ࠬ࠻߽ታ

ޔߚߩߘޓᒰ␠ߢߪᴺߩᖱႎ㓸ޔᢎ⢒ࠗࡊࡦࠦޔ

ᣉߒߡᒰ␠ߩᒙὐࠍ⺞ᩏߒ߹ߒߚ⺞ߚߒ߁ߎޕᩏ⚿ᨐࠍ↢

ࠕࡦࠬߦኻߔࠆ▤ℂ㧔ฝ࿑㧕ࠍᢛߒߡ߅ࠅ߹ߔߘޕ

߆ߒߡߐࠄߥࠆࠦࡦࡊࠗࠕࡦࠬߩᒝൻߦദߡ߈߹ߔޕ

ߩਛߢ߽ᦨ⦟ߩኻ╷ߣߒߡᲤࠦࡦࡊࠗࠕࡦࠬᢎ⢒ࠍታ

ߩࠬࡦࠕࠗࡊࡦࠦߩઁߩߘޓขࠅ⚵ߺߣߒߡޔฦᬺㇱ

ᣉߒߡ߹ߔޕ

ߢᲤ␠ޔຬߩㆇォ⸵⸽ߩ⏕ႎ๔ࠍ⟵ോઃߌߡ߹ߔޕ

ࠬࡦࠕࠗࡊࡦࠦޓᢎ⢒ߩਥߥౝኈߪᰴߩㅢࠅߢߔޕ

␠ຬ߇ࡊࠗࡌ࠻╬ߢ⸵ᱛಣಽ╬ࠍฃߌߡߚ႐ว

ޓౝㇱ⛔ߥߤߩળ␠ᴺߦ㑐ߔࠆౝኈ

ߪᧄੱ߆ࠄ⥄ਥ↳๔ߔࠆ࡞࡞ߢߔ߇߹߹ߩߘޔㆇォᬺോ

࡞ࡖࠪࠢޓ㨯ࡂࠬࡔࡦ࠻߿ࡄࡢ㨯ࡂࠬࡔࡦ࠻ߥߤ

ߦዞߊߎߣ߇ߥࠃ߁ߦળ␠ߣߒߡᣧᦼ⊒ࠍߒޔㄦㅦߥ

୶ޓޓℂ⊛ߥౝኈ

ኻᔕߔࠆᔅⷐ߇ࠅ߹ߔ⸵ߚߒ߁ߘޕᱛಣಽ╬ࠍฃߌ

࠳ࠗࠨࡦࠗޓขᒁߥߤ⸽ขᒁߦ㑐ߔࠆౝኈ

ߐߖߥࠃ߁ߦߔࠆߎߣ߇৻⇟ߢߔ߇߽ߒ߽ޔฃߌߡߒ߹ߞ

ޓ␠ળ⊛ജߦ㑐ߔࠆౝኈ

ߚ႐วߩߚߢߔޕ㓸ㆇ៝ᬺോߩᣇޔߪߦޘ⊒೨ߦ

ޓⅣႺᴺߦ㑐ߔࠆౝኈ

㐳ߦࠃࠆࠕ࡞ࠦ࡞ᬌᩏߣ⺞⸻ᢿࠍታᣉߒߡㆊᄬㆇォ㒐

ޓ㘶㈬ㆇォ߿ᖡ⾰ㆇォߥߤ〝ㅢᴺߦ㑐ߔࠆౝኈ

ᱛߦദࠆࠃ߁▤ℂߒߡ߹ߔޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޕ

当社のコンプライアンス体制
株主総会

会計監査人

会計役
監査役会

取締役会

指示
答申・報告

コンプライアンス委員会

内部監査室

コンプライアンス相談窓口

コンプライアンス・
オフィサー連絡会

監査

コンプライアンス・
オフィサー

コンプライアンス
担当者

各事業部

コンプライアンス教育

社員
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ܤμᘓဃሥྸ
ޡޓోߪోߡߦ߅ߡఝవߔࠆࠍࠇߎޔޢᒰ␠ߩၮᧄᣇ㊎ߣߒߡోⴡ↢▤ℂࠍ
ⴕޔήήἴኂࠍ⋡ᜰߒ߹ߔޕ
ోⴡ↢▤ℂߦኻߔࠆขࠅ⚵ߺߦߟߡ

ޓᆔ⸤ㆇㅍળ␠ߣߩㅢోද⼏ળ

ᒰ␠ߢߪޔᐔᚑ  ᐕᐲߦ⊒↢ߒߚ  ઙߩભᬺἴኂࠍᄾᯏߦޔ
ᐔᚑ  ᐕᐲߦޡోߪోߡߦ߅ߡఝవߔࠆࠍޢⅣႺၮᧄ
ᣇ㊎ߣߒߡᢥൻߒޔએ᧪⚻ޔ༡ጀߣ␠ຬ߇৻ߣߥߞߚ
ోⴡ↢▤ℂߦኻߔࠆขࠅ⚵ߺࠍߦ⊛↹⸘ޔታᣉߡߒ⛯⛮ޔ
߹ߔޕએਅߦᵴേౝኈࠍߏ⚫ߒ߹ߔޕ

交通安全協議会
（関西支社）

ԘᬺᚲᲤߩోⴡ↢ᆔຬળߩ㐿
ޔߚ߹ޓฦോᚲ߅ࠃ߮ࠨࠗࠢ࡞ࡦ࠲ߦ #'&㧔⥄േ
ᄖᑼ㒰⚦േེ㧕ࠍቢߒߡ␠ຬ߅ࠃ߮㑐ଥ⠪ߩਁ߇৻ߦ߃
ߡ߅ࠅ߹ߔޕ
安全衛生委員会
（名古屋本社）

ޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓ
ԙㇱ⟑Ფߩోⴡ↢ㇱળߩ㐿

AED の設置

ࠆࠃߦ࠲ࡦ࡞ࠢࠗࠨޓోᦺ␞ߩታᣉ

（東京本社）

ᐔᚑ  ᐕᐲߩታ❣ߦߟߡ
ޓᐔᚑ  ᐕᐲߩભᬺἴኂߪ  ઙޔᐲᢙ₸̪ޔᒝᐲ₸̪ߦޔ
安全朝礼
（横浜ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ）

 ߢߒߚޕᐔᚑ  ᐕᐲ߆ࠄᐔᚑ  ᐕᐲߦ⊒↢ߒߚભᬺἴ
ኂߩᐲᢙ₸߮ࠃ߅ޔᒝᐲ₸ߩផ⒖ࠍਅߩࠣࡈߦ␜ߒ߹ߔޕ
̪ޓᐲᢙ₸㨯㨯㨯 ਁᑧߴታഭᤨ㑆ᒰߚࠅߩഭἴኂߦࠃࠆᱫ்⠪ᢙࠍ߽ߞߡޔ
ޓޓޓޓޓޓޓἴኂ⊒↢ߩ㗫ᐲࠍߒߚᢙ୯ޕ

Ԛᬺᚲ㑆ߩోⴡ↢ࡄ࠻ࡠ࡞
ԛో▤ℂ⠪ోⴡ↢ᜂᒰ⠪ߦࠃࠆࡄ࠻ࡠ࡞

̪ޓᒝᐲ₸㨯㨯㨯 ᑧߴታഭᤨ㑆ᒰߚࠅߩഭ៊ᄬᣣᢙࠍ߽ߞߡޔἴኂߩ㊀
̪ޓᐲᢙ₸㨯㨯㨯 ਁᑧߴታഭᤨ㑆ᒰߚࠅ
◊ޓޓޓޓޓޓޓᐲࠍߒߚᢙ୯ޕ

Ԝࡅࡗࡂ࠶࠻ߩ᳓ᐔዷ㐿
ԝฦ⒳ోⴡ↢㑐ଥᢎ⢒⸠✵

度数率
10.00

ޓᶖ㒐⸠✵ߩታᣉ

8.37

8.00

全産業

4.00

製造業

2.00

消防訓練

当社

6.00

1.90
1.02

0.00
平成 18 年度

1.83
1.09
0.00
平成 19 年度

1.12
1.75
0.00
平成 20 年度

（大阪ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ）
ޓ
ᢇᕆᢇ⻠⠌

0.50

強度率
当社

0.44

全産業

0.40
0.41
0.30

0.37

0.33

0.20

救急救命講習
（東京本社）
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0.10

0.12

0.00
平成 18 年度

0.11

0.10

0.00

0.00

平成 19 年度

平成 20 年度

総合工事業

␠ຬߩోߣஜᐽߦߟߡ

عෘ↢

ޓᒰ␠ߢߪ␠ຬߩోߣஜᐽࠍߣ↥⽷ߥߩ߃߇ߌ߆ޔ⠨߃ޔ
Ԙ ᱦએߩቯᦼੱ㑆࠼࠶ࠢฃ⸻ ᱦᧂḩߩቯᦼஜᐽ⸻
ᢿߩฃ⸻ޔԙ․ᱶᬺᓥ⠪ߩቯᦼ․ᱶஜᐽ⸻ᢿߩฃ⸻ޔ
Ԛో
␠ຬߩㆊ㊀ഭኻ╷ࠍޔታᣉߒߡ߹ߔޔߚ߹ޕஜᐽ㒾⚵

ޓᒰ␠ߢߪޔෘ↢ߩ৻Ⅳߣߒߡ࠱࠻࠰ࡘ࡚ࠪࡦ
ߦട⋖ߒߡ߅ࠅ␠ຬߪᣏⴕߤߥࠬࡀ࠻࠶ࠖࡈޔࡖࠫޔ᭽
ߥޘఝᓙࠍฃߌࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔޕ
߽ߦઁߩߘޓᄐߦߪࡃࡌࠠࡘޔ౻ߦߪࡏࡦࠣᄢળߥ
ߤ߽ታᣉߐࠇ␠ຬߩⷫ⌬ߩ႐ߣߥߞߡ߹ߔޕ

ว߆ࠄߪޔԘᧄੱ߅ࠃ߮ᛔ㙃ኅᣖ߳ߩࠗࡦࡈ࡞ࠛࡦ੍ࠩ㒐ធ
⒳⾌↪ഥޔ
ԙฦኅᐸ߳ߩᏱ⮎ຠߩᡰ⛎␠ޔࠅ߇╬ޔຬ
ߩஜᐽ⛽ᜬჇㅴࠍ࿑ߞߡ߹ߔޕ

焼き肉をたくさん食べてまた

ߩ࠲ࡦ࡞ࠢࠗࠨޔ߽ߦઁߩߘޓᬺຬߦߪߕᎿ

一生懸命働きます。

ߢ↪߇⟵ോઃߌࠄࠇߡࠆ㔚േࡈࠔࡦઃ߈ࡑࠬࠢࠍ㈩⛎ߒ

今は一休み、一休み・・・。

ߡߓࠎ⢖੍㒐ߦദߡ߹ߔޔߚ߹ޕფਛߦᄙߣ⸒ࠊࠇ
ࠆ⎕்㘑⩶ߦߟߡ⺞߿࠲ࡦ࡞ࠢࠗࠨޔᩏએᄖߢዋߒ

子供たちもプールに、スイカ

ߢ߽㑐ਈߔࠆน⢻ᕈ߇ࠆ␠ຬߦߪ⎕்㘑ߩ੍㒐ធ⒳ࠍฃߌ

割りに、パターゴルフにと楽

ߐߖߡᗵᨴ੍㒐ߦദߡ߹ߔޕ

しい夏の思い出になりました。
ナイスイン！将来は遼君？
さくらちゃん？

ஜᐽߠߊࠅ
ޓᒰ␠ߢߪޔ᭽࡞ࠢࠨߥޘᵴേࠍㅢߒߡ␠ຬߩஜᐽߠߊࠅࠍᔕេߒࡊ࡞ࠣޔ㑆ߢߩⷫ⌬ࠍᷓࠆߚߦࠨࠢ࡞ࠍ
ㅢߒߚᵹࠍផᅑߒߡ߹ߔޕ

ゴルフサークル
（悠雄会）
ࡊࡠ⚖ߩ⣨೨ࠍࠆᣇ߆ࠄೋᔃ
⠪߹ߢᐢߊෳടߒߡ߹ߔޕ

スキーサークル
（雪うさぎ）
ࢃ࠳ࠗࠠߣߩวห࠷ࠕߢߪޔ
ߟ߽ᄢෳടߒߡ᳇
ߢߔޕ

テニス
ࢃ࠳ࠗࠠߩ࠹࠾ࠬࠨࠢ࡞ߦ߽
߅㇎㝷 ! ߒߡᵹࠍ࿑ߞߡ߹
ߔߥࠎߺޕᭉߒߘ߁ߢߒࠂ߁㧫
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ǳȟȥȋǱȸǷȧȳ
⊝ߩ࠳࡞ࡎࠢ࠹ࠬޓ᭽ߣߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦࠍᄢಾߦߒߦࠄߐޔା㗬ࠍ㗂
ߌࠆࠃ߁ߦദജߒߡ߹ߔޕᓟ߽ၞߩ⊝᭽ߣߩⅣႺోࠍㅢߒߡၞߣߩ
↢ࠍ࿑ߞߡ߹ࠅ߹ߔޕ
ࡦ࠲ቇળߩ㐿

+4̪ ⺑ળ╬
ޓవ⥸ޔડᬺߩ␠ળ⊛⽿છ

%54 ߦၮߠߊขࠅ⚵ߺࠍ⹏ଔߒ

ޓᑄ᫈‛ಣℂᴺߢ⟵ോઃߌࠆᆔ⸤వߩ⏕߿

+51 ߥߤߩ

ߡఝ⑲ߥડᬺߦᛩ⾗ߔࠆ 54+ ␠ળ⊛⽿છᛩ⾗ ߇ࠅ߹ߔޕ

ⷐ᳞ߦߞߡ߅ޔቴ᭽ߥߤࠬ࠹ࠢࡎ࡞࠳ߩ⊝᭽߳ߩቇ

ਛߢ߽ⅣႺ㈩ᘦ߿ⅣႺోߦขࠅ⚵ડᬺߦᛩ⾗ߔࠆࠛࠦ

ળࠍ㓐ᤨታᣉߒߡ߅ࠅ߹ߔޕ

ࡈࠔࡦ࠼ߥߤߪㄭᐕޔᄙߊߩ㌁ⴕ߇ขࠅᛒ߁ࠃ߁ߦߥࠅ߹ߒ

ޓ

ߚޕᒰ␠ߢߪޔᒰ␠ߩᬺౝኈ߿ߘߩ⊒ዷߦᦼᓙߒߡᛩ⾗ࠍ
㗂ߡࠆᛩ⾗ኅߩ⊝᭽ߦኻߒߡ⺑⽿છ߇ࠆߣ⥄ⷡߒߡ
᭽ ߥޘ+4 ᵴേࠍዷ㐿ߒߡ߹ߔߩߎޕ႐ࠍ߅୫ࠅߒߡ +4 ᵴ
േߩ৻ㇱࠍߏ⚫ߒ߹ߔޕ
ޓ㧔㧕ᣂⷙᩣਥ൘⺃ߩߚߩ⺑ળ
ޓޓޓޓᩣਥߩᣂⷙ㐿ᜏߪߩߎߤޔ႐ડᬺߢ߽⥄␠ߩࠨࡐ

センター見学会の様子

ߦߚߊߛߚߡߞߥߣ࠲ޓޓޓⓍᭂ⊛ߦ +4 ᵴേࠍߒߡ
ޔ߇ߔ߹ޓޓޓᒰ␠ߢߪߢ߈ࠆߛߌ␠㐳⥄ࠄ⺑ߦુ߁ࠃ߁
ߪࠇߎޕߔ߹ߡߒߦޓޓޓᒰ␠ߩᬺౝኈ߿᧪ᕈ╬ߦߟ
ߊߒߡޓޓޓ⍮ߞߡ߽ࠄ߁ߦߪ⥄ಽ⥄りࠍ⍮ߞߡ߽ࠄ߃
␠߁ߣ߫ࠇޓޓޓ㐳ߩࡐࠪߦࠃࠆ߽ߩߢߔޕ

ߘߩઁߩၞදቯ╬
ޓᄢ㒋Ꮢߢߩ↥ᬺᑄ᫈‛ಣℂᬺߩ⸵นขᓧߦߚߞߡၞߩ

ో࿅᭽ߣⅣႺోදቯࠍ✦⚿ߒߡ߅ࠅ߹ߔޕၞߩᣇޘ
ޓ

ߦߏℂ⸃ߚߛߡᒰ␠߇ߘߩၞߢࠍߔࠆߎߣࠍ⼂
ߒߡදቯߩㆩߦദߡ߅ࠅ߹ߔޕ

当社社長による IR 説明会
ޓ
ޓޓ㧔㧕+4 วห⺑ળ߳ߩࡉࠬ㐿⸳
ޓޓޓޓ᭽ߥޘวห⺑ળߦ߽ᐫߒߡᒰ␠߳ߩߏ⾰ߥߤ
ࠆߔ߃╵߅ߦޓޓޓᯏળࠍ⸳ߌߡ߹ߔߚߒ߁ߎޕ㧵㧾⺑
ޓޓޓળߩ႐ࠍ⸳ߌࠆߎߣߢ৻ᣇㅢⴕߩ⺑ߢߥߊޔᩣਥ߿
ޓޓޓᛩ⾗ኅߩᣇࠄ߆ޘᗧࠍ⡞ߊߎߣ߇ߢ߈߅ޔߩℂ
ࠍ⸃ޓޓޓᷓޔା㗬㑐ଥߩ᭴▽ߦ߽ലᨐ߇ࠆߣ⠨߃߹ߔޕ
ޓ

合同説明会の様子
̪ޓ+4㨯㨯㨯+PXGUVQT4GNCVKQPU ߩ⇛ޕ
ޓޓޓޓޓડᬺߩᐢႎᵴേߣߒߡޔᩣਥ߿ᛩ⾗ኅߦኻߒߡ⽷ോ⁁ᴫߥߤᛩ⾗ߩ್ᢿ
ߦޓޓޓޓޓᔅⷐߥᖱႎࠍឭଏߒߡߊᵴേో⥸ߩߎߣޕ
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ၞ᳃ߩᣇ߆ࠄᓮ␞⁁ࠍ㗂߈߹ߒߚ

ޓᤓᐕࠆޔᳪᨴფኻ╷Ꮏߩ᛬ޔၞ᳃ࠍઍߒߡ

ޓ࿁ߩࠃ߁ߦ߅ቴ᭽߿㑐ଥ⠪ߩᣇߩߎޟࠄ߆ޘ߇࠳

⥄ᴦળળ㐳᭽߆ࠄᒰ␠␠ຬ  ฬተߡߦᓮ␞⁁ࠍ㗂߈߹ߒߚࠠࠗ ޕⅣႺ࠰ࡘ࡚ࠪࡦߢ⦟߆ߞߚࠆ߃ࠄ߽ߡߞ⸒ߣޠ
⥄ᴦળౝߦ߅ߌࠆᳪᨴფኻ╷ߢၞ᳃ߩᣇߦޘኻߒߡ

߶ߤߎߩࠍߒߡߡሜߒߎߣߪࠅ߹ߖࠎ߆ࠇߎޕ

දቯᦠߩౝኈએߦᒰ␠␠ຬ߇ᐲ߽⿷ࠍㆇࠎߢᎿߦߟ

ࠄ߽ၞ᳃ߩᣇߦޘᔃߒߡᒰ␠ߦࠍછߖߡߚߛ

ߡߩ⺑߿⚿ᨐႎ๔ࠍߒߚߎߣߦኻߒߡ᳃ߦኻߒߡ

ߌࠆࠃ߁ߦ৻ጀ␠ޔຬߩᜰዉߦߚߞߡ߈ߚߣᕁ߹

ᔃᗵࠍਈ߃ߡ߽ࠄߞߡᗵ⻢ߒߡࠆߣߩߎߣߢߒߚޕ᳃

ߔޕ

ߩᣇ⥄ޔ߫ࠇߔߦޘಽߩࠎߢࠆㄭߊߦᳪᨴ߇ࠆߣ⡞
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今回初めて環境・社会報告書を作成した㈱ダイセキ環境ソリュー
ションは、平成 8 年に設立されて以来、土壌汚染対策や産業廃

標が達成できなかった項目については、その原因を分析し、目
標達成に向けての改善方針が示されている点も評価できる。

棄物リサイクルを通して、地域環境の保全と修復に貢献してき

環境マネジメントについては、環境方針を明確に示し、ISO14001

た。しかし、汚染土壌や産業廃棄物の処理施設は、地域環境の

の認証取得を通して環境方針を実践している。特に、有害化学

保全と修復に重要な役割を果たすことは理解されていても、

物質を取り扱うことから、それらの管理状況について丁寧に説

NIMBY（Not In My Back Yard）の施設として、近隣住民から施

明してある。水質、大気、悪臭、粉塵、騒音等の管理についても、

設の設置を反対されることが多い。この環境・社会報告書をは

周辺住民の生活を配慮した対策が示されている。

じめとする各種の広報活動を通して、近隣住民を含めたステー

社内だけでなく外部団体での環境教育に対する貢献やコンプ

クホルダーに、㈱ダイセキ環境ソリューションの環境・社会活

ライアンス教育についても適切に行っていることが読み取れる。

動を理解してもらう努力は、今後の事業を進める上でとても重

企業の社会的責任として、
「安全は全てにおいて優先する」とい

要である。

う方針の下で安全衛生管理を行っていることが、事例写真を通

この環境・社会報告書を読んで、評価できる点と改善すべき
点についての私見を述べる。

してよく分かる。また、周辺住民を含めたステークホルダーと
のコミュニケーションを実践していることも、
「地域住民からの
お礼状」の事例を示すことで分かりやすくなっている。

評価できる点
報告書から、㈱ダイセキ環境ソリューションは、土壌汚染対策や
産業廃棄物のリサイクル事業を通して社会に貢献する姿勢が読
み取れる。
主な業務としている土壌汚染対策については、4 ページに亘っ
て事業内容を分かりやすく紹介している。そして、この業務は、

改善すべき点
産業廃棄物の処理とリサイクルに関する事業において、㈱ダ
イセキ環境ソリューションと㈱ダイセキのグループ企業との役
割分担をもう少し分かりやすく表現できていると良い。
社会貢献活動については、企業としての社会貢献活動と、社

One Stop Solution Company として、コンサルティング、土壌

員個人の社会貢献活動を区別した方がよい。特に、企業が社員

調査、環境分析、対策・措置の 4 つのセクションを全て自社スタッ

個人の社会貢献活動をどのように支援しているかを示すと良い。

フで行っている点は、土壌汚染対策に携わっている他の企業と
比較しても強みである。

㈱ダイセキ環境ソリューションとして、初めて環境・社会報

産業廃棄物処理については、社会的に問題となっている廃石

告書を作成したということであるが、完成度はかなり高い。土

膏ボードのリサイクルを新規事業として、㈱グリーンアローズ

壌汚染対策と産業廃棄物の処理・リサイクルという事業の性格

中部を設立したことが、社会の動向を的確に捉えた事業展開と

上、事業活動と環境管理がそのまま社会的貢献に繋がるので、

して評価できる。

事業内容を分かりやすく伝える努力を継続し、多くの人々に㈱

事業活動に伴う環境影響については、環境負荷に関する数値
目標を設定してその達成度を判定している点が評価できる。目
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ダイセキ環境ソリューションを認知させることで、地域の環境
保全・修復への更なる貢献が期待できる。
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アンケート用紙
環境・社会報告書 2009 をお読みいただきありがとうございました。
差し支えなければ本アンケート用紙にご回答いただき、皆様のご感想をお聞かせ下さい。
皆様からのご意見を今後の報告書の改善に役立てていきたいと思います。

株式会社ダイセキ環境ソリューション
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１．本報告書を読まれての感想をお聞かせ下さい。
【報告書の構成】
1）分かりやすさ

□分かりやすい

□普通

□分かりにくい

2）ページ数・情報量

□多すぎる

□適当

□少なすぎる

報告書の記事の中で不足していると思われる点がありましたらご記入下さい。
（

）

【取り組み内容】
3）環境について

□評価できる

□普通

□評価できない

4）社会的責任について

□評価できる

□普通

□評価できない

特に評価できる（もしくは評価できない）ところはどこでしたか？
（

）

２．本報告書のことをどちらで知りましたか？
□当社ホームページにて

□インターネット検索にて

□マスメディア（

）

□当社営業マンより

□その他（

）

３．ご意見・ご感想などご自由にご記入下さい。

（

）

アンケートは以上で終了でございます。ご協力いただきありがとうございました。
差し支えなければ下記にもご記入をお願いします。
性別

ご氏名

□男性

年齢

□女性
ご所属（お勤め先・学校名など）

ご連絡先

TEL：
E-mail：

（

ご住所（お勤め先・ご自宅など）

歳

ご職業

）

FAX：

（

）

@
□お勤め先
□ご自宅

【情報の取扱いについて】個人情報は、本アンケートに関する連絡のみの利用として社外への公表・開示は致しません。
また、アンケートの内容は、今後の当社の取り組み改善や次回の環境報告書の作成のためにのみ利用させていただきます。

