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『地球を大切に』
これが私たちの合言葉です。
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環境対策協議会及び青年部では、随時入会を募集しております。
入会をご希望、ご検討中の方は、下記事務局までお気軽にお問い合わせください。

環境対策協議会事務局　TEL：06-6686-0003

環境対策協議会及び青年部への入会に関して

協同組合 大阪南部リサイクルセンター協同組合 大阪南部リサイクルセンター
代表理事 山本 英一
〒584-0001 富田林市喜志町5丁目４番33号　TEL：0721-26-0695　FAX：0721-23-5961

株式会社上村組株式会社上村組
代表取締役 上村 智津子
〒639-0266 奈良県香芝市旭ヶ丘一丁目31番地の1　TEL：0745-76-7575　FAX：0745-76-2770

広友商事株式会社広友商事株式会社
代表取締役 津代 誠
〒578-0905 大阪府東大阪市川田4丁目6番1号　TEL：072-962-0355　FAX：072-962-2374

株式会社山本土建株式会社山本土建
代表取締役 山岸 正人
〒584-0005 大阪府富田林市喜志町5-4-33　TEL：0721-25-3880　FAX：0721-25-7726

株式会社興徳クリーナー株式会社興徳クリーナー
川崎 大佑
〒596-0817 岸和田市岸の丘町2-2-15　TEL：072-489-3010　FAX：072-489-3011

青年部 入会

伏見クリエイト株式会社伏見クリエイト株式会社
牧 宣彦
〒612-8496 京都市伏見区久我西出町4-38　TEL：075-922-3251　FAX：075-922-3253

青年部 入会

新入会員の紹介
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　平昌冬季五輪でフィギヤーの羽生選手をはじめスケートの高木姉妹、小平選手等の活躍で冬季五輪最多と
なる１３個のメダルを獲得するなど連日熱戦が行われた平昌五輪も閉幕し、いよいよ本格的な春の訪れを待つ
ばかりです。
　しかし、平昌の祭典の裏では、米国が北朝鮮に対し、圧力強化のために新たな制裁措置を発表すれば、北朝
鮮は外貨が枯渇しはじめたのか、韓国と４月に南北首脳会談を約束し、さらにトランプ大統領に米朝首脳会議
の約束を取り付けるなど非核化に向けた各国の思惑が交錯する朝鮮半島問題をはじめ、トランプ大統領が中間
選挙を見据えて、鉄鋼、アルミニウムの輸入制限の発効方針を表明し、この保護主義が世界各国との貿易摩擦
を引き起こしかねない状況になってきていること。また、中国では全国人民代表大会で憲法が改正され、習近平
国家主席の一極体制が確立し、軍拡路線をまい進するなど国際情勢が混沌してきているように感じます。
　一方、産業廃棄物処理業界では、産業廃棄物の年間発生量が約４億２千万トンのマーケットが長年維持され
てきたことにより、平成２年から平成１２年の間に産業廃棄物の許可業者は倍の１１万者に増えました。しかし
「生産者人口の減少」や「ストック型社会への転換」等により廃棄物発生量の減少をもたらす可能性が高く、
マーケット全体の縮小が予想されます。これらの背景のもとに、環境省において「産業廃棄物処理業の振興方
策に関する検討会」（座長：細田衛士慶応義塾大学教授）が設置され、平成２９年５月に振興方策に関する提言
が公表されました。
　検討会のメッセージにもありますが、今や産業廃棄物業界は循環型社会を支える重要な産業としての本格的
な成長と底上げを図る時期に来ていると思います。
　今後は検討会の提言内容を踏まえ、会員の皆様とともに業界の持続的発展に向けて、業界の一員として取り
組んでいきたいと思います。
　最後になりましたが、会員各位にはＫＴＫの各行事に多大なるご協力賜り厚く御礼申し上げますとともに、今
後ともＫＴＫの諸行事を通じて会員企業の連携を深めていただき、会員企業が益々ご繁栄されることを心から
祈念申し上げます。

大阪ベントナイト事業協同組合
環境対策協議会

会長 浜野 廣美

HAMANO     HIROMI
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第24回 通常総会・研修会

シティプラザ大阪会 場

106名参加者

2017年4月20日（木）開催日

優良従事者表彰 3名
・伏見クリエイト株式会社
・株式会社カンサイ
・大幸工業株式会社

新屋 千賀子様
山本 宏和様
岡本 有司様

表 彰

第18回 KTK杯ゴルフコンペ

天野山カントリークラブ場 所

47名参加者

株式会社ダイリュウ　山口 政幸氏優 勝

2017年6月28日（水）開催日

平成29年度 夏期研修会

シティプラザ大阪場 所

148名参加者

2017年7月13日（木）開催日

2017年9月8日（金）～9日（土）開催日

講 演
桂 米朝 門下　桂 勢朝氏講 師

「落語」講演内容

KTK施設見学会

青森県青森市場 所

18名参加者

2日目
弘前公園、弘前市りんご園、津軽藩ねぷた村見学観光組

青森カントリー倶楽部にてゴルフゴルフ組

1日目
大矢建設工業株式会社
「産業廃棄物処理施設、運搬及びリサイクル施設」の見学

講 演

環境省 大臣官房 廃棄物リサイクル対策部
企画課廃棄物・リサイクル制度企画室長　相澤 寛史氏

講 師

「廃棄物処理法改正について」テーマ



2017年10月15日（日）開催日

講 演
桂 米朝 門下　桂 勢朝氏講 師

「落語」講演内容

行事報告
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第14回 ＫＴＫ道路清掃美化キャンペーン

住之江区 内貿幹線道路～平林交番前より平林南2（平林小学校前）場 所

441名参加者

・（株）カンサイ
・（株）興徳クリーナー
・（株）三央
・白瀬浚渫興業（株）
・（株）昇和

・（株）重田組
・（株）ダイリュウ
・大和建設（株）
・（株）南海興業
・（株）ニューワーカーズ

・（株）浜田
・（株）住之江相互警備
・（株）山久
・コカ・コーラウエスト（株）
・アサヒ飲料販売（株）

・オザキベンディング（株）
・南大阪ヤクルト販売（株）

協賛企業

2018年1月26日（金）開催日

平成30年 新年研修会・互礼会

スイスホテル南海大阪場 所

189名参加者



ゴルフコンペ

太子カントリー倶楽部場 所

7名参加者

株式会社姫路環境サービス
山岡 聖人氏

優 勝

2017年9月26日（火）開催日

第20回 ボウリング大会

ラウンドワン堺駅前店場 所

21名参加者

株式会社姫路環境サービス
山岡 聖人氏

優 勝

2018年2月24日（土）開催日

2017年11月10日（金）～11日（土）開催日

施設見学会

福井県・石川県場 所

8名参加者

1日目 北陸電力敦賀火力発電所、九谷焼見学
2日目 兼六園、近江町市場

2017年4月20日（木）開催日

シティプラザ大阪場 所

13名参加者

青年部行事報告
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第22回 KTK青年部通常総会

2017年5月20日（土）開催日

大阪府泉南郡岬町場 所

7名参加者

懇親会 第2回釣り大会

2017年8月4日（金）開催日

大幸工業本社会議室・
大阪高島屋屋上

場 所

10名参加者

研修会・暑気払い



平成3 0 年度  年間行事予定 トピックス
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KTK
第25回通常総会・研修会・懇親会第25回通常総会・研修会・懇親会

シティプラザ大阪シティプラザ大阪場 所

第19回KTK杯ゴルフコンペ第19回KTK杯ゴルフコンペ
関西空港ゴルフ倶楽部関西空港ゴルフ倶楽部場 所

平成30年度夏期研修会平成30年度夏期研修会
シティプラザ大阪シティプラザ大阪場 所

KTK施設見学会KTK施設見学会
【予定】株式会社津軽バイオマスエナジー（青森県平川市）【予定】株式会社津軽バイオマスエナジー（青森県平川市）場 所

【ボランティア活動】第15回KTK道路清掃美化キャンペーン【ボランティア活動】第15回KTK道路清掃美化キャンペーン
住之江区 内貿幹線道路、平林交番前より平林南2（平林小学校前）住之江区 内貿幹線道路、平林交番前より平林南2（平林小学校前）場 所

平成31年新年研修会・互礼会平成31年新年研修会・互礼会
スイスホテル南海大阪スイスホテル南海大阪場 所

▶隔月1回▶隔月1回役員会開催

公益社団法人 全国産業資源循環連合会による
資源循環を促進するための産業廃棄物処理業の

振興に関する法律案（仮称）大綱
1.法案の目的及び構成

2018年 4月12日（木）

2018年 5月29日（火）

2018年 7月13日（金）

2018年 9月 7日（金）
～8日（土）

2018年10月 14日（日）

2019年 1月25日（金）

KTK青年部
第23回青年部通常総会第23回青年部通常総会

シティプラザ大阪シティプラザ大阪場 所

KTK青年部第1回懇親会KTK青年部第1回懇親会

KTK青年部研修会＆暑気払いKTK青年部研修会＆暑気払い
未定未定場 所

KTK青年部第2回懇親会KTK青年部第2回懇親会

▶環境対策協議会（親会）協力　▶青年部会 毎月開催▶環境対策協議会（親会）協力　▶青年部会 毎月開催その他の活動その他の活動

2018年 4月12日（木）

2018年 5月【予定】

2018年 8月【予定】

2018年 9月【予定】

2018年12月【予定】

KTK青年部施設見学会KTK青年部施設見学会
未定未定場 所

2018年11月1泊2日

忘年会忘年会

2019年 2月【予定】 第21回KTK青年部ボウリング大会第21回KTK青年部ボウリング大会
ラウンドワン 堺駅前店ラウンドワン 堺駅前店場 所

　循環型社会を形成するためには、年間排出量が約4億トンにのぼる産業廃棄物の資源循環をいかに促進す
るかが重要な課題です。この資源循環の中核となるべき産業が、排出事業者からの産業廃棄物の適正処理を
担っている産業廃棄物処理産業（※1）です。
　法案の名称には「産業廃棄物処理産業の振興」を謳っていますが、この法案の目的は、事業者、国民、地方公
共団体の協力等を得つつ、産業廃棄物処理産業の振興によって、環境負荷ができる限り低減される循環型社
会の実現を促進することです。
　この目的を達成するため、法案には、まず第一に「産業廃棄物処理産業を営む事業者の責務」を規定し、そ
の後に「事業者及び国民の協力」、「環境大臣による産業廃棄物処理産業振興基本方針の策定」、「国及び地
方公共団体の施策」などの必要な事項を定めます。
（※1）「産業廃棄物処理産業」とは、廃棄物処理法第14条及び第14条の4に規定されている「産業廃棄物処理業」又は「特別管理産業廃棄物処理業」をいう。

2.法案の概要

2-1.産業廃棄物処理産業を営む事業者の責務
法案の前提として、産業廃棄物処理産業を営む事業者は、その事業活動において9つの責務を果たすことを
定めます。これは産業廃棄物処理産業の意志を示すものです。

2-2.事業者の協力等
この法案の目的を達成するため、広く事業者及び国民に協力いただきたい2つの事項を定めます。

2-4.国及び地方公共団体の施策等
この法案の目的を達成するため、国及び地方公共団体に取り組んでいただきたい11の事項を定めます。

2-5.産業廃棄物処理事業者団体
この法案の目的を達成するため、産業廃棄物処理産業の事業者団体の責務等を定めます。

2-6.その他
この法律の施行後、5年を経過したときの見直しを定めます。

2-3.産業廃棄物処理産業振興基本方針
この法案の目的を達成するため、環境大臣は6つの事項について「産業廃棄物処理産業の振興に関する基本
方針」を策定することとします。

詳細は下記よりご覧ください。
公益社団法人 全国産業資源循環連合会ホームページ

http://www.zensanpairen.or.jp/taiko
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土木工事、重機土工事専門の
大和建設株式会社です。
土木工事、重機土工事専門の
大和建設株式会社です。

産業廃棄物処理・一般貨物自動車運送業・総合建築業 〒556-0027 大阪市浪速区木津川2丁目4-48
TEL：06-6568-6100　FAX：06-6568-6102

▶本　社

〒555-0041 大阪市西淀川区中島2-10-43
TEL：06-4808-5588　FAX：06-4808-5589

▶営業部

www.daiwa-kishiwada.com/

大和建設株式会社
【本社】
〒596-0816 大阪府岸和田市尾生町523-2
TEL：072-444-4512　FAX：072-444-2363

【機材センター】
〒596-0816
大阪府岸和田市尾生町1233-1

事業内容
❶土木・土工事専門工事業
❷一般貨物自動車運送事業
❸産業廃棄物収集運搬業
❹宅地建物取引業
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平成31年4月発行予定のKTK通信においても
企業広告を募集いたします。

大阪／兵庫／奈良／神奈川

総合下水道メンテナンスの
エキスパートです！！

www.kurumatani-kankyo.com

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島１丁目１８番２２号
TEL.06-6323-6781／FAX.06-6320-3594

URL.www.kk-kensei.co.jp

A4版　1／2面　1回掲載料　20,000円
A4版　1／4面　1回掲載料　10,000円

広告料

環境対策協議会会員・産廃行政・
地域の方 ・々マスコミ・銀行等

配布先

環境対策協議会事務局
TEL：06-6686-0003

お問い
合わせ

企業広告募集！！業界の革新に挑む！！
リスクとコストを最小限にする解体工事

自社車両による汎用性のある産廃収集運搬
24時間受入可能な自社工場での産廃処分

認証番号0009782

〒552-0005 大阪府大阪市港区田中2丁目1番1号

HP：www.showa.company/
TEL：06-6577-5555

株式会社

家屋調査 管更生工事

管内清掃管内調査

〒595-0036 大阪府泉大津市昭和町10-25
TEL：0725-33-7378
FAX：0725-33-7626
E-mail：info@kurumatani-kankyo.com

車谷環境設備株式会社


