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作成日：

近畿産業株式会社

2017年11月30日



□ごあいさつ

　　　　　　　　　　　　 近畿産業株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表取締役　　傍島真

１． 環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。

２． 電力及び軽油の二酸化炭素排出量の削減。

３． 廃棄物の削減及び再資源化の推進。

４． 水使用量の削減。

５． 環境に配慮した資材の購入。

６． 古紙等一般廃棄物処理の再資源化の推進。

７． 自然食品の販売促進及び廃棄物ゼロの継続。

８． 地域社会への環境教育の推進。

制定日

改定日

代表取締役社長     傍島　真

＜環境理念＞

紙は人類にとって、また、すべての生き物にとって大切な資源なのです。　今、日本では国産木材、
輸入木材合わせて約3000万平方メートルもの木材を消費しています。当社では次世代に残す豊かな地
球環境づくりのため、紙をリサイクルする仕事に携わっております。我々自らが環境活動に積極的に
関わることにより、豊かな地球環境づくりをより確かなものにしていきたと考えております。

＜環境保全への行動指針＞

2011年3月1日

環境保全が経営の重要課題であることを踏まえ環境経営システムを構築・運用し社員一丸と
なって自主的・積極的に環境保全活動に継続的に取り組みます。当社、近畿産業株式会社は
古紙リサイクル事業を通じて社会貢献すると共に、その事業活動における環境負荷の低減の
ための活動に取り組みます。

環 境 方 針

2014年4月14日



□事業所の概要
１ 　事業所名及び代表者名

　　　　　近畿産業株式会社
　　　　　代表取締役社長　傍島　真

２ 　所在地
　　　　　本社：大阪市北区中崎２－３－１２ （登記上）
　　　　　本社工場：　大阪市北区南扇町３－２３
　　　　　長田工場：　東大阪市長田西５－３－１

３ 　環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
　　　　責任者　大谷　寿美恵 TEL：０６－６３１４－３１４１

同上
４ 　事業内容（認証・登録の範囲）

製紙原料の集荷別選別加工販売、
機密文書の細断サービス、
産業廃棄物収集運搬、
自然食品の販売、
貸室

５ 　事業の規模
　　　　創業 明治18年
　　　　資本金 ５,０００万円
　　　　売上高 ７億円
　　　　製品出荷量 ４.２万トン

本社 本社工場 長田工場
1名 11名 4名
375㎡ 990㎡ 1980㎡

（６） 事業年度 １０月～９月
（７） 製紙原料の処理概要

① 主要設備
　大型圧縮梱包機 （５０ﾄﾝ/日） 2 台
　機密文書破砕機 1台

② 処理フロー
→ 圧縮 → 販売
→ 社外処理

（８） 産業廃棄物収集運搬業の概要
① 受託した産業廃棄物の処理量 4 トン
② 車両台数 パッカー車 1 台

トラック 5 台
③ 許可の内容

許可の区域 許可年月日 許可有効期限 積替保管

大阪府 H26.4.4 H31.3.3 なし

④ 処理料金
処理料金については、引取場所、品目等により異なりますので、
営業部（電話：０６－６３１４－３１４１）までお問い合わせ下さい。

☐環境経営システム組織図

本社工場 長田工場
久保　健太郎 松本　英次

濱本　雅夫

松本　英次
EA21推進委員会 久保　健太郎

従業員　　　　　
延べ床面積　　　

代表者
傍島　真

第02700015195号

許可番号

環境管理責任者
大谷　寿美恵

環境事務局

収集運搬 →

許可の種類

1.廃プラスチック　2.紙くず
3.木くず　4.ゴムくず
5.金属くず　6.ガラスくず

　　　　担当者　松本　英次　(現場兼任）
　　　　　　　　久保　健太郎（現場　濱本雅夫）

選別
（破砕）

  



□主な環境負荷の実績 (６９期)

単位 2014年 2015年 2016年

kg-CO2 171,366 165,021 147,336

kg 187 148 149

kg 187 148 149

kg 0 0 0
㎥ 747 637 555

※使用電力の二酸化炭素排出係数 0.531 kg-CO2/kWh

□環境目標及びその実績
基準値 2017年 2018年
基準年 （目標） （実績） （目標） （目標）

123,600 119,892 109,530 118,656 117,420

2015年 97% 89% 96% 95%

41,421 41,006 37,806 40,592 40,178
2015年度 99% 91% 98% 97%

kg-CO2 165,020 160,898 147,336 159,248 157,598

148 118 149 104 89

2015年 80% 101% 70% 60%

1,460 1,431 920 1,431 1,416
2015年 98% 63% 98% 97%

水道水の削減 637 624 555 618 612
2015年 98% 87% 97% 96%

目標設定 購入推進 購入推進

2016年 100%

122 135 58 137 138

2015年 111% 48% 112% 113%
- - 取組推進 取組実施 取組推進 取組推進

増加率 13535%

　　　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

グリーン購入の推進

廃棄物の削減（ﾊﾞﾝｾﾝ）

自然食品の販売促進及び廃棄物
ゼロの継続

％
基準年度

比

電力の二酸化炭素排出量削減

kg-CO2
基準年度

比

二酸化炭素総排出量

自動車燃料の二酸化炭素排出量

総排水量（使用水量）
　産業廃棄物排出量

廃棄物排出量（合計）

一般廃棄物の削減

　一般廃棄物量排出量

項　目

2016年

トン
基 準 年 度
比

㎥
基準年度

比

kg
基準年度

比

上記二酸化炭素排出量合計

機密文書細断サービス

kg-CO2
基準年度

比

kg
基準年度

比



□環境活動の取組計画と評価・次年度の取組内容
◎よくできた　○まあまあできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況
（本社・
本社工

場）

達成状況
（長田）

○ ○
○ ○

対象外 △
○ ○
○ ○
― ―

○ △
○ ○
○ 対象外
○ 対象外

◎ △

◎ △
○ ○

○ ×
○ ○

○ ×

○ ○
○ ○

○ ―
○ 対象なし
○ 対象なし
○ 対象なし

□環境関連法規制等の順守状況
法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

エアコン
トラック
食品販売

食品はすべて売り切る為、廃棄物は発生いたしません。

□代表者による全体の評価と見直し

数値目標（本社）

○

数値目標（全社） ○

数値目標（全社） ○

数値目標（全社） ×

環境関連法規制等の順守状況の評価の結果、環境法規制等の逸脱はありませんでした。

フロン排出抑制法
古紙の保管消防法（指定可燃物）

目標達成できていない部分もあるが、月々の数値を見ると徐々に改善している傾向が見られるため、
今後も意識付けから行動までを継続していく。

営業用乗用車、トラック

NOx・PM法、自動車流入規制

なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去３年間ありません。

食品リサイクル法
自動車リサイクル法

収集運搬業、一般廃棄物、産業廃棄物（金属ｸｽﾞ、廃プラ等）

冷蔵庫・エアコン・トラッ
省エネ達成商品の購入

自然食品の販売促進及び廃棄物ゼロの継続

今後も維持していく。
無添加食品の仕入・販売
食品廃棄物ゼロの継続

廃棄物処理法
適用される法規制

○

営業力強化(チラシ配布)

廃棄物の削減（バンセン）

適用される事項（施設・物質・事業活動等）

前年度に比べ、大きく数値を落しているため、目標は
クリアできていない。
今後は営業活動を活発化させることで、徐々に改善し
ていこうと思う。

グリーン購入の推進

グリーン購入対象品目調査 今後も維持していく。

効率のよい集荷の推進

水道水の削減

前年度に比べ、全体で改善が見られた為、すべての月
で目標を達成することができた。
今後もこれを継続していく。

数値目標（全社） ×

数値目標（全社）

節水シールでの喚起

一般廃棄物の削減

前半、中盤では意識付けがうまくいっている時とでき
ないないときがあったが、後半は上手く意識付けがで
きて目標をクリアできた。
今後もこれを維持、向上を目指していく

急加速・急停車の防止

前年度に比べ本社工場の方では意識付けができ、改善
が見られる部分はあるが、長田工場の数値が増えてい
るため、目標をクリアできていない。
原因を探り、改善を目指していく。

空き缶、ペットボトルは分
別を徹底

数値目標（全社） ○

数値目標（全社） ○

電力による二酸化炭素排出量の削減

評　価（結果と次年度の取組内容）

クールビズ運動冷房２８℃ 前年度よりも改善され、目標をクリアできた。
クリアできた要因としては長田工場のベーラー機入れ
替えが大きいと考えられる。本社工場では前年度とあ
まり変わりがないため、今後の課題と考えられる。

ベーラー機の空運転防止

（本社２階・長田のみ）

昼休み事務所の照明は消灯する。

取り組み計画

ウォームビズ運動　暖房２０℃

買換え時水銀灯をLED型に交換

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

冷暖房の控え目使用

アイドリングストップ

手洗い数量の適正化

無農薬野菜の仕入・販売

○

作業ミスによる廃棄量の測 序盤は目標達成が出来ないが、後半に向かって数値が
改善されている。
ベーラー機を入れ替えた長田工場は劇的に変わってい
る為、今後もこの調子を維持していく。

作業ミス防止の改善

機密文書細断サービス

持込業者への声かけ



◯明治時代から続く紙の原料やさん。
 創業は明治１８年。創業当時は和紙の原料である三叉などを取り扱う製紙原料問屋でした。時は移り変わり平
成の世。日本で使用される紙の種類が変わるにつれて弊社の扱う製紙原料も変わり、現在の形態になりまし
た。

～再生紙、リサイクル。～普段よく耳にするその言葉のなかに近畿産業は存在します～

　使い終わった古紙を持ち込んでいただいたり、引き取ったりして弊社に集められます。しかし、新聞や雑
誌、段ボールなど様々な種類の紙を混ぜるとリサイクルが難しくなります。したがって新聞は新聞、雑誌は雑
誌、段ボールはダンボールと選別してから製紙会社に出荷するという役割を弊社が担っています。

製紙会社によって原料にする古紙とそこからできあがる紙は様々なのでここではごく一般的なものを一部紹介
いたします。

近畿産業のエコアクションの基盤

～信念と象徴〜経営理念とロゴマークに込められた想い〜

●上記のとおり、３つの文章から成り立つ弊社の経営理念。
　その冒頭は資源を大切にという文言から始まります。

　また右に記載しているのが弊社のロゴマークです。この形、デザイ
ン、どこかで見覚えはありませんか？身近で親近感のある、お財布
に入っている…そうです、１円玉をモチーフに作成されました。

これには「ヒト・カネ・モノすべての資源を一円たりとも無
駄にしない」という想いが込められており、弊社のシンボル
となっています。
経営理念やロゴマークに込められた想いを実現すべく、ひと
りの力は僅かかもしれませんが、社員ひとりひとりのもつ力
を合わせて日々業務に臨んでいます。

近畿産業の経営理念 
  
一 資源を大切にし、環境にやさしく人々に信頼される企業を創造する。 
一 感謝と敬愛しあえる職場を保ち、幸福な社会を創造する。 
一 常に、全社員ならびに企業の進歩向上を創造する。 
  



　近畿産業の主な事業は製紙原料となる古紙を買い取り、工場
で選別し製紙会社に出荷することです。この工場で選別する作
業は古紙リサイクルにおいては大きな役割を担っています。
日々、業務の中では古紙を選別する従業員には自然と分別する
習慣が身についているのか、ゴミの分別も徹底されています。
もちろん弊社で出た古紙もすべて選別してリサイクル。一円た
りとも無駄にしない精神の現れと言えるでしょう。

近畿産業の事業・取組

弊社の事業のひとつに一般家庭向けの新聞雑誌のリサイ
クルを推進するecoガレージがあります。家庭から出た

新聞や雑誌などの古紙を持ち込んでいただくと、10kgに
つきトイレットペーパー１つと交換します。廃品回収車
等の巡回のタイミングに合わない方も気軽にお持ち込み
いただけます。

～従業員に身についた習慣〜リサイクルの基本・分別〜

●それでは資源を大切にし、環境にやさしい企業であるための近畿産業の活動を紹介致します。

～気軽にECO! 〜エコガレージ〜

～環境も機密も守ります！機密文書細断サービス～

　ECOガレージは家庭向けの事業なのに対して企業向けの事業に機密文
書細断サービスがあります。本社工場のある大阪市では資源化可能な紙
類の焼却処分は禁止されたため、企業の機密文書や預かった個人情報を
焼却処分することはできなくなりました。大量の個人情報や機密情報を
各企業でシュレッターにかけるのは言うまでもなく莫大な時間がかかり
ます。そんな方向けに大型裁断機で処理した後に古紙としてリサイクル
する機密文書細断サービスがあります。できる限り環境に配慮しつつ個
人情報や会社の機密を守ります。

 本社工場のゴミ箱 



　赤目自然農塾は三重県と奈良県の県境、室生、赤目、青山国定公園の山並みに囲まれた静かな山の棚田で、
耕さず、肥料・農薬を用いず、草々・虫たちを敵にしない」という自然の営みに沿った農を実践しながら「学
びの場」として開かれています。“その中でちびっこ自然農は都会の子供たちに虫や草花を愛おしむ心を持っ
てもらいたい、泥だらけになって体中で思いっきり遊ばせたい。普段食べているお米は農家の方はどんなふう
作っているのか、食の大切さを感じてほしい。”そんな思いを持ったお母さん達によって立ち上げられたち
びっこ赤目自然塾を近畿産業は応援しています。

弊社のCSR活動

パラディ・テレステとは大阪市中崎町にある自然食品店で、無
農薬野菜や有機米、天然酵母パン、健康食品など幅広く取り揃
えています。安全、安心な食品を提供することを通じて社会に
貢献します。

～都会の子どもたちが田んぼでどろんこ遊び！〜ちびっこ赤目自然塾〜

　～食を通して環境を改善したい！〜パラディ・テレステ〜


