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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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株式会社畝本総建株式会社畝本総建
代表取締役 畝本 靖司
〒587-0003 大阪府堺市美原区阿弥51-5
TEL：072-361-2390　FAX：072-361-2395

辻義設備工業株式会社辻義設備工業株式会社
代表取締役 井上 拓哉
〒597-0015 大阪府貝塚市堀3-11-2
TEL：072-431-2249　FAX：072-431-2008

株式会社レックス株式会社レックス
代表取締役 塩見 賴彦
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-3-9 プレミアム長堀ビル6F
TEL：06-6210-2327　FAX：06-6210-2328

宮坂産業株式会社宮坂産業株式会社
代表取締役 宮坂 竜司
〒531-0072 大阪市北区豊崎1丁目11-25
TEL：06-6371-2787　FAX：06-6371-2865

株式会社井本産業株式会社井本産業
代表取締役 井本 眞澄
〒579-8004 東大阪市布市町2-6-7
TEL：072-983-3845　FAX：072-983-3846

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

新入会員の紹介

正会員

賛助会員
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　今年の5月1日から平成に代わり新元号になりますが、平成最後の30年を振り返りますと、何と言っても災害の多
い年でした。6月18日に死者5人、負傷者400人超の大阪北部地震が発生、7月7日には西日本豪雨で死者・行方不明
220人を超える被害がでました。9月には台風21号が近畿、東海地方に大きな被害をもたらし、関西国際空港の滑
走路も水没し閉鎖されました。また同じ9月には最大震度7の北海道胆振東部地震が起き、土砂崩れや家屋倒壊で
41人が死亡するなど自然災害によって多くの被害をもたらしました。これまで以上に日頃からの防災対策、減災対
策の必要性を痛感させられました。
　その対策の一つとして、大幸グループでは1月の新年互礼会で紹介させていただきました、車輌センターを従業
員と保有車両そして周辺の住民の皆様の避難場所を兼ね備えた、地震や津波等の災害に強い施設に改装中で、
今年の12月には「津波避難ビル兼車輌センター」として完成予定です。
　一方、政治といいますと、安倍首相は森友学園問題、加計学園問題で非難を浴びながら、9月の総裁選挙で連続
3選を果たし、長期政権の道を開き、国会では成人年齢を18歳に引き下げる民法改正をはじめ、カジノを中核とす
る統合型リゾート実施法や外国人労働者の受け入れを拡大する改正出入国管理法を成立させましたが、自民党の
憲法改正案は提出できませんでした。中央省庁においては、財務省の決裁文書の改ざん問題をはじめ障害者雇用
の水増し問題や統計調査の不正問題と不祥事が相次いでいます。
　外交では、6月と今年の2月の米朝首脳会談では非核化を巡って米朝合意できず、拉致問題についても具体的な
進展はありませんでした。日露関係においても領土問題は依然として進展していません。
　振り返れば、ゴーン会長の逮捕やオーム真理教のメンバーの死刑執行等いろいろとありますが、産業資源循環
業界では、平成29年に成立した改正廃棄物処理法が昨年4月1日から順次施行されており、来年の4月1日から特別
産業廃棄物（PCB廃棄物を除く）を年間50t以上生ずる事業者は電子マニフェストの使用が義務付けられます。ま
た、環境省から発表された平成28年度の産業廃棄物の排出量は3億8,703万tと前年度より400万t強減少していま
す。リサイクルも進んでおりますが、マーケットの減少、生産人口の減少によるところが大きいと思われます。
　ところで、この4月は統一地方選挙が行われます。府民・市民にとっても最も身近な選挙でもありますので、是非
投票場に行って信念に基づく一票を投じていただきますようお願いします。
　最後になりましたが、今年度も環境対策協議会の諸行事にご参加をいただき、情報交換等を通じて会員相互間
の絆を深めていただくとともに、会員企業の皆様が益々ご発展されますようご祈念申し上げます。

会長 浜野 廣美

HAMANO     HIROMI

大阪ベントナイト事業協同組合
環境対策協議会
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第25回 通常総会・講演会・懇親会

シティプラザ大阪会 場

110名参加者

2018年4月12日（木）開催日

ISO環境認証取得 1社
協同組合大阪南部リサイクルセンター
ISO14001（BMトラダ・ジャパン）

優良従業員表彰 4名
・株式会社アイデックス
・平和興業株式会社
・大和建設株式会社
・大幸工業株式会社

山口 勉様
福本 義仁様
會津 康広様
島田 優子様

表 彰

第19回 KTK杯ゴルフコンペ

関西空港ゴルフ倶楽部場 所

47名参加者

株式会社ダイリュウ 坂本 光博氏優 勝

2018年5月29日（火）開催日

平成30年度 夏期研修会

シティプラザ大阪場 所

101名参加者

2018年7月13日（金）開催日

2018年9月7日（金）～8日（土）開催日

講 演
国土交通省 近畿地方整備局長 池田 豊人氏講 師

「関西のインフラ整備について」テーマ

KTK施設見学会

青森県平川市場 所

17名参加者

2日目
世界遺産「白神山地」の散策、ウェスパ椿山でのお買物や工房見学、
「リゾートしらかみ」に乗車

観光組

青森スプリングゴルフ倶楽部にてゴルフゴルフ組

1日目
株式会社津軽バイオマスエナジー
「バイオマス発電事業、発電システムによる栽培施設」の見学

講 演
株式会社FINEV（ファインブ） 代表取締役 光成 美紀氏講 師

「～法改正をふまえて～ 三方よしの土壌汚染対策と環境ビジネスについて」テーマ



2018年10月14日（日）開催日

講 演
奈良県明日香村 村長 森川 裕一氏講 師

「明日香村の未来戦略」講演内容

行事報告
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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）場 所

440名参加者

協賛企業

2019年1月25日（金）開催日

平成31年 新年研修会・互礼会

スイスホテル南海大阪場 所

197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）浜田
・平成ハイテック（株）
・（株）住之江相互警備

・アサヒ飲料販売（株）
・オザキベンディング（株）
・コカ・コーラウエスト（株）
・（株）山久



親睦ゴルフコンペ

大阪ゴルフクラブ場 所

8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9月26日（水）開催日

第21回 ボウリング大会

ラウンドワン堺駅前店場 所

25名参加者

株式会社興徳クリーナー 川崎 大佑氏優 勝

2018年2月23日（土）開催日

2018年11月9日（金）～10日（土）開催日

施設見学会

街クリーン株式会社（沖縄県）場 所

9名参加者

2018年4月12日（木）開催日

シティプラザ大阪場 所

12名参加者

青年部行事報告
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第23回 青年部総会

2018年8月31日（金）開催日

今からできる事業承継と落とし穴テーマ

岩本司法書士事務所 岩本 健熙氏講 師

10名参加者

研修会・暑気払い



平成3 1年度  年間行事予定 トピックス
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KTK
第26回 通常総会・講演会・懇親会第26回 通常総会・講演会・懇親会

シティプラザ大阪シティプラザ大阪場 所

第20回 KTK杯ゴルフコンペ第20回 KTK杯ゴルフコンペ
伏尾ゴルフ倶楽部伏尾ゴルフ倶楽部場 所

2019年度 夏期研修会2019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
未定未定場 所

【ボランティア活動】第16回 KTK道路清掃美化キャンペーン【ボランティア活動】第16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

2020年 新年研修会・互礼会2020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

大幸グループ
津波避難ビル兼車輌センター

「いのち」を守る、地域の拠点

2019年12月完成予定
（仮称）2019年 4月18日（木）

2018年 5月24日（金）

2019年 7月12日（金）

2019年 9月 6日（金）
～7日（土）

2019年10月 20日（日）

2020年 1月24日（金）

KTK青年部

2019年 6月 7日（金）

2019年 8月【予定】

2019年10月【予定】

2019年12月【予定】

2020年 2月【予定】

第24回 青年部総会第24回 青年部総会
シティプラザ大阪シティプラザ大阪場 所

▶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

2019年 4月18日（木）

災害に強い大幸グループへ
南海トラフ巨大地震、大和川の氾濫などによる津波浸水が
予想されている住之江地区。大幸グループでは、緊急時に
従業員と地域の皆さまの「いのち」を守り、車両・設備の保
全、事業継続によって顧客の事業活動を支えるBCP（事業
継続計画）拠点施設の建設を進めています。緊急時、車イス
やベビーカー等も施設内のスロープを利用する事で、スム
ーズに避難できます。2019年12月の完成を目指し、大阪
市「津波避難ビル」の指定を受ける予定です。

2019年度 第1回 親睦バーチャルゴルフ大会2019年度 第1回 親睦バーチャルゴルフ大会
大阪市北区大阪市北区場 所

研修会・暑気払い研修会・暑気払い
未定未定場 所

施設見学会施設見学会
未定未定場 所

2019年度 第2回 親睦事業2019年度 第2回 親睦事業
未定未定場 所

第22回 ボウリング大会第22回 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
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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

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

株式会社レックスは、「お客様から信頼されるパートナーとして、持続可能な社会づくりへの貢献を」という想いを込め、コーポ
レートスローガン"Re-Creation for Sustainable Society（持続可能な社会に向けた再創造）"の頭文字から名付けまし
た。従来行ってきた資源循環サービスのさらなる向上を図るとともに、多様な選択肢の中から、最適な資源循環サービスを提
供できるよう努めて参ります。

資源循環サポート会社として

・近距離やエリア輸送を活かした物流によるCO2効果
・陸上輸送～海上輸送まで幅広い物流拠点を活かしたサービスのご提案
・モーダルシフトのご提案

物流事業

ピットやタンクなど、各種清掃事業から、期限が迫っているPCB廃棄物に関する、調査、処理のサポートをさせていただきます。

調査・メンテナンス事業

全国対応でお役に立ちます

廃棄物リサイクルソリューション事業では、レックスグループを含む、全国のネットワークを駆使し、リサイクルを原則としたご
提案と、環境負荷を低減する処分のご提案をさせていただきます。

廃棄物リサイクルソリューション事業

〒103-0027
東京都中央区日本橋3-8-12 第一田中ビル2F
TEL：03-3548-8244　FAX：03-3548-8245

東京支社
〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場1丁目3番9号 プレミアム長堀ビル6階
TEL：06-6210-2327　FAX：06-6210-2328

本　社

株式会社レックス ht tp : //re - c s .co .jp

廃液・廃油 汚泥 プラスチック 食品 蛍光灯・乾電池・
バッテリー 機密文書 廃材・建設系・

混合廃棄物 処理困難物

廃棄物リサイクルソリューション事業

セメント燃料化 セメント原料・
路盤材 等 RPF燃料 炭化 鉛リサイクル 等 再生紙 等 固形燃料

管理型及び安定型最終処分場のご提案
止む終えずリサイクルができない廃棄物は、発生場所や内容
により、環境負荷の少ない、最終処分場のご提案をさせてい
ただきます。
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最良のメーカー品を
お客様の元へ
最良のメーカー品を
お客様の元へ

現場給油は（株）井本産業まで

〒578-8004 東大阪市布市町2丁目6-7
TEL：072-983-3844　FAX：072-983-3841（株）井本産業

事業内容 ・軽油・重油・灯油配達
・潤滑油・オイル配達

■産業廃棄物収集運搬業
■一般貨物運送事業
■産業廃棄物のコンサルティング業
■産業廃棄物リサイクル事業
■工場設備保守管理、清掃事業
■解体工事業、重量機材搬出事業
■各種水槽洗浄事業
■一般鋼材、製鋼製鋳原料全般取扱
■一般建設業：第1276号
　（とび・土工工事業、管工事業、土木工事業）
■積替保管（一般・特管）
■毒物劇物一般販売業：第07H0011号

〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎1丁目11番25号
TEL：06-6371-2787　FAX：06-6371-2865

宮坂産業株式会社 http://www.m-saka.co.jp

・廃油処理対応
・自社 軽油専門スタンド経営

（環境関連事業）産業廃棄物処理 再生骨材販売 汚泥処理 土壌汚染コンサルティング 汚染土処理
（建築関連事業）総合土木工事 生コンクリート販売 解体工事 建築骨材販売 残土処分場管理

（環境関連事業）産業廃棄物処理 産業廃棄物収集運搬 建築汚泥引取処分
汚染土壌引取処分 再生骨材販売 各種資材販売

（公益社団法人 大阪府産業資源循環協会正会員）

HP：http://www.kan-sai.co.jp
E-mail：kansai@kan-sai .co.jp

暮らしを彩る庭を造ります！
それがエコ・ワークスです！

★造園設計・管理・施工
★庭園・緑地年間管理
★花壇・寄植え・ハンギングづくり
★自動水やりシステム設計・施工

〒599-8253  堺市中区深阪1-16-57
tel 072（276）1156  fax 072（276）0222
E-mil:info@ecowork.jp
http://www.ecowork.jp

株式会社 エコ・ワークス
代表取締役 下村 浩一

7フリーダイヤル0120-167-871
HP：http://www.eishou.co.jp
E-mail：eishou@eishou.co.jp

【本　　社】
〒572-0024 大阪府寝屋川市石津南町10番31号
TEL：072-830-0500　FAX：072-830-0700
【大阪支店】
〒530-0041 大阪市北区天神橋1丁目17-2 辻ビル201
TEL：06-6882-2222　FAX：06-6882-2225

〒572-0024
大阪府寝屋川市石津南町10番31号
TEL：072-830-1150
FAX：072-830-1160

土壌汚染調査指定調査期間
環境省（2016-5-0001）

見積は
無料です！

2020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。

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！！

認証番号 0009273

私達の使命は、世界の環境保全に貢献する事です私達の使命は、世界の環境保全に貢献する事です
私達は、私達の環境ビジネスを通じて、より過ごしやすい環境を創造し
　次の世代にその環境を残すよう最大の努力を続けてまいります。

https://www.kotoku-g.co.jp

興徳ホールディングス株式会社
株式会社興徳クリーナー
株式会社ケーシーエス

株式会社ケーシーエス・エス
株式会社ユウシン
株式会社イー・ガジェット

本 社

ツクルを支える創造産業ツクルを支える創造産業ツクルを支える創造産業
環境事業を通して、「ありがとう」を頂戴する
新しい価値を創造します。
環境事業を通して、「ありがとう」を頂戴する
新しい価値を創造します。
環境事業を通して、「ありがとう」を頂戴する
新しい価値を創造します。

ツクルを支える創造産業
環境事業を通して、「ありがとう」を頂戴する
新しい価値を創造します。

3R

Reduce
リデュース
〔排出抑制〕

Reuse
リユース
〔再利用〕

Recycle
リサイクル
〔再資源化〕


