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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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新入会員の紹介

正会員

賛助会員
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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！！
2021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。

青年部

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。環境対策協議会及び

青年部への入会に関して 環境対策協議会事務局 TEL：06-6686-0003

東山管理センター株式会社
代表取締役 山本 孝司

京都市山科区西野山欠ノ上町60-1 075-592-0003 075-501-5133〒607-8302 京都市山科区西野山欠ノ上町60-1　TEL：075-592-0003　FAX：075-501-5133

上田石灰製造株式会社
取締役社長 上田 和男取締役社長 上田 和男
〒503-2213 岐阜県大垣市赤坂町3751番地 0584-71-1131 0584-71-1412〒503-2213 岐阜県大垣市赤坂町3751番地　TEL：0584-71-1131　FAX：0584-71-1412

有限会社エス・アンド・ジー
代表取締役 知念 幸太郎代表取締役 知念 幸太郎
〒551-0021 大阪市大正区南恩加島5-2-10　TEL：06-6552-7131　FAX：06-6552-7133〒551-0021 大阪市大正区南恩加島5-2-10　TEL：06-6552-7131　FAX：06-6552-7133
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　「花の便りが聞かれる頃になりました」といった新年度に向けた挨拶がし難いほど、新型コロナウイルスの感染
が世界中に広がっています。アメリカのCDC（疾病対策センター）は世界的なパンデミックに近付いていると懸念
を示している中、日本ではようやく2月25日に対策の基本方針が示されました。
　しかし、翌26日には安部首相が大規模な感染リスクがあることから、全国的なスポーツをはじめイベント等の今
後2週間の中止または延期等を要請しました。また、27日には全国の小・中・高や特別支援学校に対し、3月2日から
春休みまで臨時休校するよう要請しましたが、エビデンスもなく詳細な説明も無かった為に、企業をはじめ教育現
場や家庭に困惑が広がったのは否めませんが、ここは国民も協力して国が一体となって対策に取り組み、オリン
ピックが始まる前、5月には一定の収束に向かっていることを願っています。
　産業資源循環業界では、中国の輸入規制等で逼迫する廃プラスチック処理や再生砕石等の利用促進等に関し
て、昨年4月に連合会から産業・資源循環議員連盟に要望書を提出。それを受けて議連の資源循環促進プロジェク
トチームから環境大臣に対して、①人材の育成・確保　②再生品の利用促進　③廃プラスチック処理に関する提
言がなされました。環境省では5月に「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について」通知を出し、自治体に
対して焼却施設で積極的に受け入れる検討するよう要請された。また、再生品の利用促進については、議連の資
源循環促進プロジェクトチームの提言を受けて、連合会で勝見 武京都大学大学院教授を委員長に、国土交通省と
環境省をオブザーバーとする検討委員会を設置し、再生品の廃棄物からの卒業基準や利用用途に即した製品基
準（例えば粒径や混合比）の設定等の検討をしていただいております。
　出来るだけ早く報告書にまとめていただき、公共工事を中心に利用の促進が図られることを期待しています。
　大幸グループでは、1月の新年研修会で披露させていただきましたが、昨年の12月に災害時に人命と設備を守る
防災拠点である「大幸グループ津波避難ビル兼車輌センター」が完成しました。同時に住之江区と地元との三者協
定を締結し、津波避難ビルの指定を受けました。今後とも、このようなCSR活動をSDGs（持続可能な開発目標）と
の関連をさらに深めながら顧客や地域との信頼関係をより強固なものにしていきたいと考えておりますので、より
一層のご指導、ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
　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を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、会員企業の皆様が益々ご繁栄されることを心から
祈念申し上げます。

会長 浜野 廣美

HAMANO  H I ROM I

大阪ベントナイト事業協同組合
環境対策協議会



行事報告
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第26回 通常総会・講演会・懇親会

シティプラザ大阪会 場

106名参加者

2019年4月18日（木）開催日

優良従業員 3名
・平和興業株式会社
・大幸工業株式会社
・株式会社井本産業

中谷 多恵様
賀戸 貴之様
戸田 健三様

表 彰

第20回 KTK杯ゴルフコンペ

伏尾ゴルフ倶楽部場 所

46名参加者

株式会社ケンセイ 今中 康生氏優 勝

2019年5月24日（金）開催日

夏期研修会

シティプラザ大阪場 所

109名参加者

2019年7月12日（金）開催日

2019年9月6日（金）～7日（土）開催日

講 演
大阪産業大学 人間環境学部 生活環境学科 花嶋 温子氏講 師

「SDGsで生き残る」テーマ

KTK施設見学会

富山県富山市場 所

21名参加者

1日目

講 演
佐川事務所 社労士・行政書士 佐川 良明氏講 師

「～働き方改革に伴う法改正について～」テーマ

2日目
輪島市内・朝市見学と自由散策・
工房体験「My箸づくり」・遊覧船観光「巌門」

観光組

株式会社富山環境整備（富山県富山市）
「産業廃棄物処理施設、循環型農業施設」の見学

見学施設

能登島ゴルフアンドカントリークラブにてゴルフゴルフ組



講 演
住之江区役所 協働まちづくり課長 渡邊 芳枝氏講 師

「災害リスクと地域社会の連携について」講演内容

行事報告
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2020年1月24日（金）開催日

新年研修会・互礼会

スイスホテル南海大阪場 所

198名参加者

年間行事予定

KTK

▶隔月1回▶隔月1回役員会開催

2020年 4月24日（金）

2020年 9月11日（金）
～12日（土）

第21回 KTK杯ゴルフコンペ第21回 KTK杯ゴルフコンペ
福知山カントリー倶楽部福知山カントリー倶楽部場 所

2020年11月12日（木）

2020年度 夏期研修会2020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

2020年 7月16日（木）

ＫＴＫ施設見学会ＫＴＫ施設見学会
成友興業株式会社（東京）成友興業株式会社（東京）場 所

第16回 ＫＴＫ道路清掃美化キャンペーン第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10月 18日（日）

2021年 新年研修会・互礼会2021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

2021年 1月21日（木）

第27回 通常総会・講演会・懇親会第27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

※新型コロナウィルスの感染拡大防止の為、開催を中止し、書面決議へ変更になりました。※新型コロナウィルスの感染拡大防止の為、開催を中止し、書面決議へ変更になりました。



2019年11月15日（金）～16日（土）開催日

施設見学会

アクアパーク松阪「下水道処理施設」（三重県）場 所

6名参加者

2019年11月29日（金）開催日

第2回 親睦事業

釣船茶屋 ざうお 難波本店場 所

12名参加者

2019年4月18日（木）開催日

シティプラザ大阪場 所

11名参加者

青年部行事報告
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第24回 青年部総会

2019年6月7日（金）開催日

堂島ゴルフクラブ場 所

10名参加者

第1回 親睦事業 バーチャルゴルフ

2019年7月26日（金）開催日

事故安全教育の
各社の取組について発表、情報共有

テーマ

10名参加者

研修会・暑気払い



今後30年以内に80％の確立で発生すると言われている南海トラフ地震の津波や、近年増
加している豪雨による大和川の氾濫に備え、災害発生時には防災拠点として会社、スタッ
フ、地域を守り、いち早く復旧へと前進できる体制を構築するため、「大幸グループ 津波避
難ビル 兼 車輌センター」を建設し、2019年12月完成。
住之江区、地域との三者協定を締結し、「津波避難ビル」の指定を受けております。
当施設は日ごろ、大幸工業運輸部の活動拠点として運営し、災害発生時には地域の方々も利用できる避難スペース
や、車いすの方でも避難可能なバリアフリースロープを設置するなど、被害を最小限に抑える為の、あらゆる想定
をした造りとなっています。

西日本最大級の津波避難ビル
防災拠点として会社、スタッフ、地域を守ります。

津波避難ビル　 車輌センター完成!!兼

自社給油所

洗車場 洗車用雨水タンク

整備工場 Reception Room

バリアフリースロープ

Cafeスペース

避難スペース このエリアでの浸水予想テープ（3m）

3m3m

180cm180cm

青年部年間行事予定 トピックス
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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

2020年 6月20日（土）

KTK青年部

▶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 毎月開催役員会開催

研修会・暑気払い研修会・暑気払い
未定未定場 所

2020年 8月21日（金）

施設見学会施設見学会
愛媛県愛媛県場 所

第23回 ボウリング大会第23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

2021年 2月27日（土）

親睦事業（ゴルフ）親睦事業（ゴルフ）
未定未定場 所

2021年 3月【予定】

2020年11月27日（金）
～28日（土）



ARAI
S I N C E 1 9
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・浚渫清掃工事 ・高圧洗浄工事 ・管路内木の根、モルタル他起高圧洗浄除去工事 ・汚水槽、雑排水槽、グリストラップ清掃 ・各種管路TVカメラ調査 ・管路更生工事 ・土木工事一式 ・産業廃棄物収集運搬営業種目

・国土交通大臣許可（特-25）第25058号 ・土木工事業 ・しゅんせつ工事業 ・舗装工事業 ・管工事業 ・産業廃棄物収集運搬業 許可番号016835 ・古物商許可証 第621141803266号許認可

〒655-0891 兵庫県神戸市垂水区山手4丁目4番31号
TEL：078-753-5700　FAX：078-753-5701神戸支店〒555-0032 大阪市西淀川区大和田4丁目2番4号

TEL：06-6471-0979　FAX：06-6478-1417本 社 〒555-0041 大阪市西淀川区中島2丁目7番10号
TEL：06-6473-7781　FAX：06-6473-7768

リサイクル
センター

新井建設株式会社 E-mail：araikensetu.co@earth.ocn.ne.jp

見えないけれど、欠かせない。創業より70年、地域のインフラを支えています。
弊社は創業以来、下水道の清掃、調査、修繕など、快適な生活に欠かすことのできないインフラ整備事業を行ってお
ります。実績に裏付けされた確実な施工で安心をお届けすることはもちろん、日々変わる状況、ニーズを受け止め、
迅速に対応できる、経験豊富なスタッフと共に、これからも地域になくてはならない企業であり続けます。

下水道環境のトータルメンテナンス
清 掃 調 査 修 繕

ARAI KENSETSU CO.,LTD. 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

〒596-0817
大阪府岸和田市岸の丘町二丁目２番１５号
本社・TEL：072-489-3010

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

“地域から世界までつなげる”
　　 環境ビジネスを目指します

産業廃棄物中間処理（汚泥・廃酸・廃アルカリ・廃油） 産業廃棄物収集運搬

廃棄物管理システム 工場環境インフラ清掃 環境ドライバー派遣

INNOVATION

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

見積は
無料です！

有限会社 西尾工業所

産業廃棄物収集運搬業
土木工事

下水管清掃工事業

（有）西尾工業所

代表取締役 西尾 実

ＦＡＸ：072-876-5938
ＴＥＬ：072-877-5705
〒575-0021大阪府四條畷市南野2-8-13
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軽油の事なら株式会社井本産業へ軽油の事なら株式会社井本産業へ

大阪市／堺市／東大阪市

伊丹市／奈良市／神奈川

http://www.kk-kensei.co.jp

株式会社

管路事業部
×

環境調査部 ■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
■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119715号
　（とび・土工工事業、管工事業、土木工事業）
■積替保管（普通・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

本 社

〒551-0021 大阪府大阪市大正区南恩加島5丁目7番7
TEL：06-6552-7035　FAX：06-6552-7045

大正
配車センター

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〕

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

（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 仮設工事一式
（土壌汚染関連事業）土壌汚染コンサルティング 土壌汚染調査 措置・対策工事

（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

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）

認証番号 0009273

総合下水道メンテナンスの
エキスパートです！！

www.kurumatani-kankyo.com

〒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

現場給油とタンク（少量）
設置致します。

〒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

メーカー品
一筋

45年！！

実績と信頼
と

フットワー
ク力！！

企業広告
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