
 

認定番号 事業場名 所在区 認定履歴 

02001 ローム株式会社 京都駅前ビル 下京区 R02年度 

02002 株式会社タナカ善 伏見区 R01,02年度 

02003 日本新薬株式会社 南区 H30,R01,02年度 

02004 ホテル日航プリンセス京都 下京区 H30,R01,02年度 

02005 京セラ株式会社 京都伏見事業所 伏見区 H30,R01,02年度 

02006 医療法人 明生会 賀茂病院 北区 R02年度 

02007 サンコール株式会社 右京区 H30,R01,02年度 

02008 三洋化成工業株式会社 桂研究所 西京店 R01,02年度 

02009 株式会社壬生電機製作所 南区 H30,R01,02年度 

02010 
関電ファシリティーズ株式会社 

京都営業所 新京都センタービル 
下京区 R02年度 

 



   産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 ０２００１ 】 
 

 

 

ローム株式会社 京都駅前ビル 

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 LSI 商品開発、国内外営業等のオフィスビルで社員食堂併設 

産廃処理に関す

ること 

・ 

３Ｒの推進など

環境負荷の低減

に関すること 

・産廃処理に関して｢廃棄票｣の貼付･廃棄場所の区分け･明示･廃棄

物分別 e₋ラーニング等による分別廃棄の徹底、ワークフロー･電子

化等によるペーパーレス化での減量化、社内の備品マッチングシス

テムによるリユース推進に取り組んでいる。 

・環境負荷低減に関しては屋上緑化･太陽光発電･全館 LED 照明･

厨房機器オール電化の導入。また、さまざまな機器の省エネや小型

化に貢献する LSI などの半導体製品の開発にも取り組んでいる。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・廃棄物の分別マニュアルを作成し、分別を積極的に行い、金属や

古紙は有価売却している。 

・社員に対して e-ラーニングを実施し、廃棄物に関する意識啓発に

努めている。 

・毎月のエネルギー消費量、廃棄物の発生量を前年度と比較・考察

し、環境部門へ報告するシステムを構築している。 

・屋上の緑地化、太陽光発電パネルの設置及び再エネ電力の調達に

よる電力の 100％再エネ化など、環境負荷の低減に関する取組を行

っている。 
 

所 在 
下京区塩小路通烏丸西入 

東塩小路町５７９－３２ 

業 種 製造業 

規 模 

従業員     ４２６人 

敷地面積  １，０５４㎡ 

延床面積  ９，４６１㎡ 

ローム株式会社のページ 

（外部リンク） 

https://www.rohm.co.jp/
https://www.rohm.co.jp/


   産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 ０２0０２ 】 
 

 

 

株式会社 タナカ善 

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 製造業等の顧客に向け，必要とされる商品を提供しています。 

産廃処理に関す

ること 

・ 

３Ｒの推進など

環境負荷の低減

に関すること 

・排出ごみは，徹底的に分別している。 

・コピー用紙は，社外提出書類以外は裏紙を使用し，両面使用した

紙は機密書類以外はそのまま雑紙にてリサイクル。機密内容記載の

紙はシュレッダー後，袋詰めしてリサイクルしている。 

・鉄屑に分類される廃棄物は，年２回鉄屑処理業者に処分を依頼し

ている。 

・廃プラに分類される廃棄物は，適正に処理し電子マニュフェスト

にて申請している。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・KES やエコドライブ推進事業所登録等，環境関連制度を積極的

に活用している。 

・廃棄物の分別を徹底し，梱包資材，雑紙，金属類等はリサイクル

処理を行っている。 

・低公害車を導入等により，環境負荷低減の取り組みを行っている。 

 

認定履歴 R01 

所 在 伏見区竹田松林町５５ 

業 種 機械工具卸売業 

規 模 

従業員      ５５人 

敷地面積    ８８７㎡ 

延床面積    ８９１㎡ 

株式会社タナカ善のページ 

（外部リンク） 

http://www.tanakazen.co.jp/


産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 ０２0０３ 】 
 

 

 

日本新薬株式会社 

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要  医薬品・機能食品の製造及び販売 

産廃処理に関す

ること 

・ 

３Ｒの推進など

環境負荷の低減

に関すること 

・弊社において，契約中の産廃処理業者は優良認定業者で処理委託

を行っております。また契約の産廃業者へ定期的に査察を行って適

正な処理を確認し記録を残しております。 

・３Ｒに関して，全社員が継続的に取り組むことができるように，

年１回社員教育を行い廃棄物に関して常に意識するよう活動して

います。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・KESステップ２を取得している。 

・事業所内の工場毎に一次置場を設置し，清掃業者に場内回収させ，

二次置場に集約させている。 

・プラ等の分別を徹底し，再資源化に努めている。 

・電子マニフェスト専用の EDIシステムを構築し，ASP事業者と

保守契約を結んでいる。ASP 事業者と，日本新薬のダブルチェッ

クでマニフェスト管理を行っている。 

 

認定履歴 H30，R01 

所 在 南区吉祥院西ノ庄門口町１４ 

業 種 製造業 

規 模 

従業員     ８６４人 

敷地面積 ２９，３４９㎡ 

延床面積 ３６，７５０㎡ 

日本新薬株式会社のページ 

（外部リンク） 

http://www.nippon-shinyaku.co.jp/
http://www.nippon-shinyaku.co.jp/


産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 ０２0０４ 】 
 

 

 

ホテル日航プリンセス京都 

 
 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 
 ホテル業，客室，レストラン，宴会場，結婚式場 

その他関連施設の経営 

産廃処理に関す

ること 

・ 

３Ｒの推進など

環境負荷の低減

に関すること 

・最新鋭「生ごみ処理機」を導入した結果，生ごみ排出量を 

７３．６％削減した。 

・館内照明器具の LED化を進め（約９０％）年間の廃蛍光管排出

量が７５１ｋｇから２０ｋｇへ激減した。 

・使用済割り箸は，全量業者回収に出し再生紙とする他，牛乳パッ

ク，使用済天ぷら油，剪定枝等もそれぞれ専門業者へ回収依頼し，

これらの廃棄物としての排出量はゼロになった。 

 

＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・令和２年６月から，電子マニフェストを導入している。 

・プラ等の分別を徹底し，再資源化に努めている。 

・蛍光灯の LED化が９０％，電池を充電式にする等により，排出

量の削減に取り組んでいる。 

・廃油は有価売却し，バイオディーゼル燃料に再資源化している。 

・生ゴミ処理機を使用し，一般廃棄物の排出量削減にも取り組んで

いる。 
 

認定履歴 H30，R01 

所 在 
下京区烏丸高辻東入高橋町 

６３０番地 

業 種 宿泊業，飲食サービス業 

規 模 

従業員     １４４人 

敷地面積  ２，７９１㎡ 

延床面積 ２１，７７３㎡ 

ホテル日航プリンセス京都のページ 

（外部リンク） 

https://www.princess-kyoto.co.jp/
https://www.princess-kyoto.co.jp/


産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 ０２0０５ 】 

 

 

京セラ株式会社 京都伏見事業所 

 
 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 宝飾品の開発及び製造 

産廃処理に関す

ること 

・ 

３Ｒの推進など

環境負荷の低減

に関すること 

心掛けていること：金属との複合廃棄物は，可能なかぎり金属有価

物を分離して廃棄している。 

 

課題と感じていること：プラスチック廃棄物の減量化 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・天然鉱石の不良物（そのままでは商品化できないもの）を，研磨

技術で加工しエメラルドやオパール等の宝飾品として商品化して

いる。 

・廃棄物は，写真や成分表を処理業者に渡し，相談しながら品目の

判断を随時している。（汚泥 or廃プラ） 

・不純物が混じっていないプラ（オパール屑等）は，再利用してい

る。 

・京セラ独自の環境マネジメントを運用し，ISO14001 を取得して

いる。 

・廃棄物置場は整理されており，細かく分別されている。 

・分別を徹底し，再資源化を積極的に行っている。 
 

認定履歴 H30，R01 

所 在 伏見区久我本町１１－１７ 

業 種 製造業 

規 模 

従業員      ６０人 

敷地面積  ４，１２３㎡ 

延床面積  ２，９３１㎡ 

京セラ株式会社のページ 

（外部リンク） 

https://www.kyocera.co.jp/
https://www.kyocera.co.jp/


   産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 ０２００６ 】 
 

 

 

医療法人明生会 賀茂病院 

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 

当院では慢性腎不全患者様に対する透析治療を中心とした， 

腎臓・泌尿器疾患に対する総合的な治療に努めており，合わせて 

一般外科，内科一般，眼科診療にも力を注いでおります。 

産廃処理に関す

ること 

・ 

３Ｒの推進など

環境負荷の低減

に関すること 

・当院では，コピー用紙の裏紙使用，リサイクル品のトナー使用，

また廃棄段ボールを転用し，代用コンテナ，代用ボックスとして再

利用を行うことにより廃棄物の削減を実施しております。 

・LED 電球使用による節電，空調設備のエコモードによる節電に

取り組んでおります。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・裏紙利用等により，紙ごみの削減を行っている。 

・トナー等は，積極的にリサイクル品を使用している。 

・廃棄物の分別を徹底している。 

・e-ラーニングを利用した３Ｒ等の研修を行っている。 

・院内照明の LED化（９９％）を進め，節電を行っている。 

 

所 在 北区紫竹東栗栖町４３ 

業 種 医療，福祉 

規 模 

従業員      ８０人 

敷地面積  １，０１４㎡ 

延床面積  ２，６２２㎡ 

医療法人明生会 賀茂病院のページ 

（外部リンク） 

https://www.kamo-hp.or.jp/
https://www.kamo-hp.or.jp/


産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 ０２0０７ 】 

 

 

 

サンコール株式会社 

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 自動車関連部品・材料，ハードディスク用部品の製造・販売 

産廃処理に関す

ること 

・ 

３Ｒの推進など

環境負荷の低減

に関すること 

ごみの種類を分類毎に分け，ごみ分別表を掲示し，分類に間違いが

あった場合，該当部署に連絡し，是正を依頼している。 

各部署から排出されるごみ袋に部署別番号を明記させ，排出量を管

理している。 

リサイクルの具体例 

廃油を工業用燃料や再生油として再生利用，汚泥を路盤材化， 

廃プラ袋をＲＰＦ化する産廃処理業者へ委託契約を積極的に行っ

ている。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・ISO14001 を取得している。 

・電子マニフェストを利用している。 

・委託先や処理単価を，品目毎にエクセル管理しており，都度更新

させている。 

・委託先等について，年２回見直しを行っている。 

・種類毎に細かく分別し，金属資源等は再資源化に努めている。 
 

認定履歴 H30，R01 

所 在 右京区梅津西浦町１４番地 

業 種 金属製品製造業 

規 模 

従業員     ４２８人 

敷地面積 ３７，０８９㎡ 

延床面積 ３５，５９８㎡ 

サンコール株式会社のページ 

（外部リンク） 

http://www.suncall.co.jp/
http://www.suncall.co.jp/


   産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 ０２0０８ 】 
 

 

 

三洋化成工業株式会社 桂研究所 

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 製造業 

産廃処理に関す

ること 

・ 

３Ｒの推進など

環境負荷の低減

に関すること 

・少量・少数，正確な実験の推進。 

 

・ペーパーレス会議の推奨。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・令和２年６月から電子マニフェストを導入。 

・会議のペーパーレス化等により，紙ごみの削減を行っている。 

・食堂の食数を限定し，食べ残しの削減を行っている。 

・分別を徹底し，リサイクル処理を行っている。 

・２Ｒ及び分別・リサイクル活動優良事業所の認定を受けている。 

 

認定履歴 R01 

所 在 西京区御陵大原１－４０ 

業 種 製造業 

規 模 

従業員     １４３人 

敷地面積  ６，０７７㎡ 

延床面積  ６，５３８㎡ 

三洋化成株式会社のページ 

（外部リンク） 

https://www.sanyo-chemical.co.jp/
https://www.sanyo-chemical.co.jp/


産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 ０２0０９ 】 
 

 

 

株式会社壬生電機製作所 

 
 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要  電気機器・配線器具・電気電子制御装置の開発，製造・販売 

産廃処理に関す

ること 

・ 

３Ｒの推進など

環境負荷の低減

に関すること 

・製造工程で出た不良品は分解して部品のリサイクルを心掛け，緩

衝材は社内でリユースするなどして廃棄量の削減に取り組んでい

る。 

・各部署の廃棄量やリサイクル率などのデータ収集を行って社内に

公開し，月に１度全社員への啓発活動を実施している。 

・全部門から選出したメンバーで５Ｓ委員会を設立し，３Ｒ活動や

ごみの分別促進に励んでいる。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・KESを取得している。 

・月１回，環境委員会を開催し，部署ごとの排出状況報告や，情報

提供を行っている。 

・廃棄物の排出量を自社で計量し，排出量や目標達成度等をグラフ

化し，掲示を行っている。 

・自社運搬を頻繁に行い，処理費用を削減している。 

・従来産廃処理していた樹脂混合金属くず等について，今後，有価

での売却を予定している。 
 

認定履歴 H30，R01 

所 在 
南区吉祥院仁木ノ森町５０ 

番地 

業 種 製造業 

規 模 

従業員      ７３人 

敷地面積  ２，１３５㎡ 

延床面積  １，６４０㎡ 

株式会社壬生電機製作所のページ 

（外部リンク） 

https://www.mibudenki.co.jp/
https://www.mibudenki.co.jp/


   産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 ０２０１０ 】 
 

 

 

関電ファシリティーズ株式会社 

京都営業所 新京都センタービル 
 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 
新京都センタービルのビル管理・警備・清掃を総合管理を行ってい

ます。 

産廃処理に関す

ること 

・ 

３Ｒの推進など

環境負荷の低減

に関すること 

・積極的な分別及びコピー用紙の削減の取組 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・裏紙利用等により，紙ごみの削減を行っている。 

・廃棄物の分別を徹底している。 

・２Ｒ及び分別・リサイクル活動優良事業所の認定を受けている。 

 

所 在 
下京区塩小路通烏丸西入東塩

小路町６１４ 

業 種 不動産業 

規 模 

従業員      １３人 

敷地面積  ３，７０９㎡ 

延床面積 ２３，８２０㎡ 

関電ファシリティーズ株式会社のページ 

（外部リンク） 

https://www.kanden-fa.co.jp/
https://www.kanden-fa.co.jp/

