
 

 

 

認定番号 事業場名 所在区 認定履歴 

28001 株式会社半兵衛麸 事業本部 下京区 28年度 

28002 京都駅ビル 下京区 26,27,28年度 

28003 京都三菱自動車販売株式会社 本社十条店 南区 28年度 

28004        〃       北山店 北区 28年度 

28005        〃       中京店 中京区 28年度 

28006        〃       カドノ店 右京区 28年度 

28007        〃       山科店 山科区 28年度 

28008        〃       吉祥院店 南区 28年度 

28009        〃       伏見店 伏見区 28年度 

28010        〃       醍醐店 伏見区 28年度 

28011 三菱自動車工業株式会社 京都製作所 南区 28年度 

28012 エフ・ピー・ツール株式会社 山科区 28年度 

28013 国立大学法人京都工芸繊維大学 左京区 26,27,28年度 

28014 日本電産株式会社 本社・中央開発技術研究所 南区 26,27,28年度 

28015 山中産業株式会社 右京区 26,27,28年度 

28016 月桂冠株式会社 昭和蔵 伏見区 26,27,28年度 

28017 月桂冠株式会社 大手蔵 伏見区 26,27,28年度 

28018 株式会社日本サーモエナー 京都工場 南区 28年度 

28019 日新電機株式会社 本社工場 右京区 28年度 

28020 株式会社佐藤製作所 本社工場 南区 28年度 

28021 株式会社佐藤製作所 第１，第３工場 南区 28年度 

28022 株式会社佐藤製作所 第２工場 南区 28年度 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28001 】 
 

 

 

株式会社半兵衛麸 事業本部 

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 
京麸・ゆばの製造，販売業 

水・素材・技にこだわり続けています。 

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 

・環境マネジメントシステムであるＫＥＳステップ２ＳＲの活動

の中でエネルギーの節約，ゴミの分別，ゴミの低減といった一人

ひとりが出来ることから実行し，環境意識を高めている。 

・作業場ごとの廃棄物排出量の管理強化を実施している。 

・３Ｒの推進等による環境負荷の低減だけでなく，生物多様性の取

組みにも参画している。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・京麸・ゆばの製造工程から出てくる廃棄物については，工場稼働

日は処理業者が毎日収集する等，悪臭対策をされている。 

・ＫＥＳステップ２ＳＲの取得，生物多様性の取組み等，環境に対

して高い意識を持ち，様々な取組をされている。 

・分別の徹底に加え，再使用可能な備品を使用される等，廃棄物の

減量に取組まれている。 

 

所 在 
下京区高辻通新町西入 

堀之内町２７７ 

業 種 製造業，卸売業，小売業 

規 模 

従業員    １３０人 

敷地面積   ５７９㎡ 

延床面積 １，４６５㎡ 

株式会社半兵衛麸のページ 

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28002 】 
 

 

 

京都駅ビル 

  

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 駅ターミナル，百貨店，ホテル並びに専門店等への建物賃貸事業 

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 

・廃棄物の保管場所を集約し，分別方法等を分かりやすく表記して

いる。 

・分別を徹底することで，有価売却やリサイクルを推進している。 

・京都駅ビル直営及び委任店舗毎に排出される廃棄物の置き場所を

指定、全ての廃棄物の排出量，処分量，リサイクル量等を管理して

いる。 

・高水準で取り組んでいるリサイクルだけではなく，リユースの更

なる向上を模索している。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・環境マネジメントシステムである KES のステップ２SR 及びス

テップ２En の認証取得や各テナントから排出される廃棄物の管理

システム構築等，環境に対する意識の高さが随所に見受けられる。 

・廃棄物の保管場所に，分別表や環境方針等を掲示され，各テナン

ト担当者の理解や意識向上を図っておられる。 

・各テナントの代表者に対して廃棄物のリサイクル状況等について

定期的に説明し，廃棄物の適正処理に係る啓発活動をされている。 

 

認定履歴 26，27 

所 在 
下京区烏丸通塩小路下る 

東塩小路町 901 番地 

業 種 不動産業，賃貸業 

規 模 

従業員       49人 

敷地面積   107,500㎡ 

延床面積    237,795㎡ 

京都駅ビルのページ 

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28003 】 

 

 

 

京都三菱自動車販売株式会社 

本社十条店 

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 自動車の販売，修理，部品の販売及び各種保険代理店業務 

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 

・各店とも電子マニフェストを導入し，産業廃棄物を引き渡した日

のうちに登録するよう徹底している。 

・分別を徹底することで，有価売却やリサイクルを推進している。 

・全店でエコアクション２１の登録を受け，環境負荷の低減に自主

的かつ継続的に取り組んでいる。 

・エコカーである，電気自動車や PHEV（プラグインハイブリッ

ド）自動車の販売を促進している。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・エコアクション２１に認証登録され，環境マネジメントに対して

高い意識を持たれ，３Ｒはもちろん，環境負荷の低減についても積

極的に実施されている。 

・分別を徹底し，有価売却量を増やすことにより，廃棄物を減量さ

れている。 

 

認定履歴 26 

所 在 南区西九条菅田町１５ 

業 種 小売業 

規 模 

従業員      142人 

敷地面積   14,107.76㎡ 

延床面積   7,762.89㎡ 

京都三菱自動車販売株式会社 本社十条店のペ

ージ  

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28004 】 
 

 

 

京都三菱自動車販売株式会社 

北山店 

 

 

 

  ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 自動車の販売，修理，部品の販売及び各種保険代理店業務 

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 

・各店とも電子マニフェストを導入し，産業廃棄物を引き渡した日

のうちに登録するよう徹底している。 

・分別を徹底することで，有価売却やリサイクルを推進している。 

・全店でエコアクション２１の登録を受け，環境負荷の低減に自主

的かつ継続的に取り組んでいる。 

・エコカーである，電気自動車や PHEV（プラグインハイブリッ

ド）自動車の販売を促進している。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・エコアクション２１に認証登録され，環境マネジメントに対して

高い意識を持たれ，３Ｒはもちろん，環境負荷の低減についても積

極的に実施されている。 

・分別を徹底し，有価売却量を増やすことにより，廃棄物を減量さ

れている。 

 

認定履歴 26 

所 在 北区紫竹東栗栖町１６－１ 

業 種 小売業 

規 模 

従業員       １５人 

敷地面積 １，０９１．９４㎡ 

延床面積    ３２２．３２㎡ 

京都三菱自動車販売株式会社 北山店のページ  

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28005 】 
 

 

 

京都三菱自動車販売株式会社 

中京店 

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 自動車の販売，修理，部品の販売及び各種保険代理店業務 

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 

・各店とも電子マニフェストを導入し，産業廃棄物を引き渡した日

のうちに登録するよう徹底している。 

・分別を徹底することで，有価売却やリサイクルを推進している。 

・全店でエコアクション２１の登録を受け，環境負荷の低減に自主

的かつ継続的に取り組んでいる。 

・エコカーである，電気自動車や PHEV（プラグインハイブリッ

ド）自動車の販売を促進している。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・エコアクション２１に認証登録され，環境マネジメントに対して

高い意識を持たれ，３Ｒはもちろん，環境負荷の低減についても積

極的に実施されている。 

・分別を徹底し，有価売却量を増やすことにより，廃棄物を減量さ

れている。 

 

認定履歴 26 

所 在 中京区壬生神明町１－３ 

業 種 小売業 

規 模 

従業員      １５人 

敷地面積 ９４６．９５㎡ 

延床面積 ６６８．３１㎡ 

京都三菱自動車販売株式会社 中京店のページ  

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28006 】 
 

 

 

京都三菱自動車販売株式会社 

カドノ店 

 

 

 

＜事業場記載欄＞ 

事業概要 自動車の販売，修理，部品の販売及び各種保険代理店業務 

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 

・各店とも電子マニフェストを導入し，産業廃棄物を引き渡した日

のうちに登録するよう徹底している。 

・分別を徹底することで，有価売却やリサイクルを推進している。 

・全店でエコアクション２１の登録を受け，環境負荷の低減に自主

的かつ継続的に取り組んでいる。 

・エコカーである，電気自動車や PHEV（プラグインハイブリッ

ド）自動車の販売を促進している。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・エコアクション２１に認証登録され，環境マネジメントに対して

高い意識を持たれ，３Ｒはもちろん，環境負荷の低減についても積

極的に実施されている。 

・分別を徹底し，有価売却量を増やすことにより，廃棄物を減量さ

れている。 

 

認定履歴 26 

所 在 右京区西院東貝川町５８ 

業 種 小売業 

規 模 

従業員          １６人 

敷地面積 １，５１０．０４㎡ 

延床面積     ５２０．８０㎡ 

京都三菱自動車販売株式会社 カドノ店のページ  

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28007 】 
 

 

 

京都三菱自動車販売株式会社 

山科店 

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 自動車の販売，修理，部品の販売及び各種保険代理店業務 

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 

・各店とも電子マニフェストを導入し，産業廃棄物を引き渡した日

のうちに登録するよう徹底している。 

・分別を徹底することで，有価売却やリサイクルを推進している。 

・全店でエコアクション２１の登録を受け，環境負荷の低減に自主

的かつ継続的に取り組んでいる。 

・エコカーである，電気自動車や PHEV（プラグインハイブリッ

ド）自動車の販売を促進している。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・エコアクション２１に認証登録され，環境マネジメントに対して

高い意識を持たれ，３Ｒはもちろん，環境負荷の低減についても積

極的に実施されている。 

・分別を徹底し，有価売却量を増やすことにより，廃棄物を減量さ

れている。 

 

認定履歴 26 

所 在 山科区東野八反畑町２２－１ 

業 種 小売業 

規 模 

従業員          １１人 

敷地面積 １，１９５．００㎡ 

延床面積     ３８１．８０㎡ 

京都三菱自動車販売株式会社 山科店のページ  

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28008 】 
 

 

 

京都三菱自動車販売株式会社 

吉祥院店 

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 自動車の販売，修理，部品の販売及び各種保険代理店業務 

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 

・各店とも電子マニフェストを導入し，産業廃棄物を引き渡した日

のうちに登録するよう徹底している。 

・分別を徹底することで，有価売却やリサイクルを推進している。 

・全店でエコアクション２１の登録を受け，環境負荷の低減に自主

的かつ継続的に取り組んでいる。 

・エコカーである，電気自動車や PHEV（プラグインハイブリッ

ド）自動車の販売を促進している。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・エコアクション２１に認証登録され，環境マネジメントに対して

高い意識を持たれ，３Ｒはもちろん，環境負荷の低減についても積

極的に実施されている。 

・分別を徹底し，有価売却量を増やすことにより，廃棄物を減量さ

れている。 

 

認定履歴 26 

所 在 南区吉祥院西ノ茶屋町 57-1 

業 種 小売業 

規 模 

従業員          ２０人 

敷地面積 ６，８８４．７３㎡ 

延床面積 ２，４４５．３２㎡ 

京都三菱自動車販売株式会社 吉祥院店のペー

ジ  

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28009 】 
 

 

 

京都三菱自動車販売株式会社 

伏見店 

 

 

 

＜事業場記載欄＞ 

事業概要 自動車の販売，修理，部品の販売及び各種保険代理店業務 

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 

・各店とも電子マニフェストを導入し，産業廃棄物を引き渡した日

のうちに登録するよう徹底している。 

・分別を徹底することで，有価売却やリサイクルを推進している。 

・全店でエコアクション２１の登録を受け，環境負荷の低減に自主

的かつ継続的に取り組んでいる。 

・エコカーである，電気自動車や PHEV（プラグインハイブリッ

ド）自動車の販売を促進している。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・エコアクション２１に認証登録され，環境マネジメントに対して

高い意識を持たれ，３Ｒはもちろん，環境負荷の低減についても積

極的に実施されている。 

・分別を徹底し，有価売却量を増やすことにより，廃棄物を減量さ

れている。 

 

認定履歴 26 

所 在 伏見区横大路橋本２０－２ 

業 種 小売業 

規 模 

従業員       １４人 

敷地面積 ３，２７９．７３㎡ 

延床面積 １，１２７．４７㎡ 

京都三菱自動車販売株式会社 伏見店のページ  

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28010 】 
 

 

 

京都三菱自動車販売株式会社 

醍醐店 

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 自動車の販売，修理，部品の販売及び各種保険代理店業務 

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 

・各店とも電子マニフェストを導入し，産業廃棄物を引き渡した日

のうちに登録するよう徹底している。 

・分別を徹底することで，有価売却やリサイクルを推進している。 

・全店でエコアクション２１の登録を受け，環境負荷の低減に自主

的かつ継続的に取り組んでいる。 

・エコカーである，電気自動車や PHEV（プラグインハイブリッ

ド）自動車の販売を促進している。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・エコアクション２１に認証登録され，環境マネジメントに対して

高い意識を持たれ，３Ｒはもちろん，環境負荷の低減についても積

極的に実施されている。 

・分別を徹底し，有価売却量を増やすことにより，廃棄物を減量さ

れている。 

 

認定履歴 26 

所 在 伏見区石田森東町３４－１ 

業 種 小売業 

規 模 

従業員         １１人 

敷地面積 １，０６３．００㎡ 

延床面積   ３２８．２４㎡ 

京都三菱自動車販売株式会社 醍醐店のページ  

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28011 】 
 

 

 

 

三菱自動車工業株式会社 京都製作所 

（旧名：三菱自動車工業株式会社 パワートレイン製作所） 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 自動車用ガソリンエンジン，ディーゼルエンジンの生産 

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 

・産業廃棄物については，処理業者に委託しており、引取りまでの

保管状態の管理には注意している。 

・産業廃棄物の大半を占める鉱さいは，リサイクルルートが確立さ

れており，再生砂としてリサイクルされた製品を再度購入し，原材

料として使用している。 

・社員への環境教育に注力しており，１０人以下の少人数規模で，

月に数回程度実施している。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・廃棄物の保管場所は，場内に多く設置されているが，ラインで周

囲と区別されており，かつきれいに維持されている。 

・分別は徹底しており，有価売却量が多いこと，また ISO14001の

認証取得や社員への環境教育等，環境に対する意識は高い。 

 

所 在 右京区太秦巽町１ 

業 種 製造業 

規 模 

従業員      １０３２人 

敷地面積 ２９２，０００㎡ 

延床面積 ２０１，０００㎡ 

三菱自動車工業株式会社京都製作所のページ  

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28012 】 
 

 

 

エフ・ピー・ツール株式会社 

 

 

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 精密切削工具である「リーマ」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 

・産業廃棄物の分別回収の徹底，適正処理や適正保管を実施し，ま

た，社員の３Ｒに対する意識啓発を実施している。 

・製造工程で発生する金属くず（超硬材，ルイス材等）については，

全て有価物としてリサイクルしている。 

・契約している処理業者をまとめた一覧表を作成しており，産廃業

者の許可期限等が品目ごとにまとめている。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・紙ごみも含め，廃棄物の分別は徹底されている。 

・廃棄物はシャッター付きの倉庫に保管されており，廃棄物の３Ｒ

を推進していることから，廃棄量の比較的多い廃プラスチックにお

いても，回収頻度は数週間に一度程度と低い。 

・ISO14001 の認証取得や社内緑化への取組等，環境への意識は高

い。 

 

所 在 山科区東野百拍町４７－３ 

業 種 製造業 

規 模 

従業員     ８０人 

敷地面積 ４，５８０㎡ 

延床面積 ３，２９７㎡ 

エフ・ピー・ツール株式会社のページ 

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28013 】 
 

 

 

    国立大学法人京都工芸繊維大学 

 

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 教育及び研究活動等 

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 

・産業廃棄物の保管場所を集約し，分別方法等を分かりやすく表記 

している。また，保管場所に専門員を常時配置させ，分別を徹底さ

せ，廃プラスチック類や古紙等のリサイクルを推進している。 

・「環境安全マインド」をもつ人材育成を目的とし，職員だけでな 

く学生も，環境安全マネジメントシステムに参加・運用している。 

・様々な環境活動に積極的に取り組んでおり，「環境安全報告書」

を毎年発行している。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・処理業者との契約書は毎年更新しており，契約書の内容や契約状

況等を毎年確認されている。 

・ISO14001 の認証取得や京都府のエコ京都２１への参画等，環境

に対する意識が高い。 

・新入学生や研究室へ新たに配属された学生に対して，京都市職員

による廃棄物分別講義の実施等，学生への啓発活動をされている。 

 

認定履歴 26,27 

所 在 左京区松ケ崎橋上町 1番地 

業 種 教育・研究業 

規 模 

従業員    約 800人 

敷地面積   218,211 ㎡ 

延床面積   121,343㎡ 

国立大学法人京都工芸繊維大学のページ 

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28014 】 
 

 

 

日本電産株式会社 

本社・中央開発技術研究所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事 業 概 要 
日本電産グループの管理統轄業務 

モータの研究及び開発設計 

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 

・産業廃棄物の保管場所を集約し，分別方法等を分かりやすく表記し，

また，各フロアにも分別基準表を掲出する等，従業員の意識啓発にも

積極的に取り組んでいる。 

・社用車のエコカー導入が完了し，また太陽光発電パネルを設置する

等，環境負荷の低減に関する取組を推進している。 

・廃棄物の減量に積極的に取り組み，昨年と比較して一般廃棄物は約

６０％減量，また廃棄物全体（産業廃棄物＋一般廃棄物）でも約２０％

減量を達成した。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実 地 調 査 

の結果等に 

関すること 

・廃棄分別表を独自で作成しており，保管場所に掲示されている。ま

た，海外からの研修生も多く受け入れていることから，日本語版のみ

ならず，英語版も作成している等，細かな工夫がされている。 

・ＩＳＯ１４００１の認証取得，京都市のごみ減量・３Ｒ等活動優良

事業所認定の取得等，環境マネジメントに対して意識が高い。 

 

認定履歴 26,27 

所 在 南区久世殿城町 338番地 

業 種 製造業 

規 模 

従業員数    －   人 

敷地面積 １９，８４６㎡ 

延床面積 ３５，６８４㎡ 

日本電産株式会社のページ 

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28015 】 
 

 

 

山中産業株式会社 

 

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 
特殊繊維製品製造販売 

（食品装飾用資材，コーヒー・お茶フィルターの製造販売） 

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 

・分別を徹底することで，有価売却やリサイクルを推進している。 

・古紙をトイレットペーパーの原料としてリサイクル，その商品を

購入する循環型の取組を行っている。 

・石油資源を原料に使用しない，環境循環型飲料用フィルターの販

売を促進し、また同原料製品の廃棄部をリサイクル化している。 

・ハイブリッド車等の低公害車の導入を進めている。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・分別を徹底し，有価売却やリサイクルを推進することにより，廃

棄物を減量されている。 

・原材料の選定から製造工程や販売において，環境を意識した取組

をされており，環境負荷の低減に貢献されている。 

・環境マネジメントに対する意識が高く，現在は自社の環境マネジ

メントシステムを構築中とのことであった。 

 

認定履歴 26,27 

所 在 右京区花園扇野町 17 

業 種 製造業 

規 模 

従業員       ４８人 

敷地面積   １，３９９㎡ 

延床面積   １，１５０㎡ 

山中産業株式会社のページ 

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28016 】 
 

 

 

月桂冠株式会社 昭和蔵 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 
清酒，プラムワイン，焼酎，みりん，リキュール，調味料の設計開

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 

・分別を徹底することで，有価売却やリサイクルを推進し，廃棄物

の排出量を削減している。 

・京都市廃棄物指導課職員による出前トークを依頼する等，廃棄物

処理について意識啓発を行い，社員の認識向上を図っている。 

・酒造りの副産物である酒粕を主体とした肥料を用いて稲を育て，

収穫米で酒を造り，酒粕を肥料として再び土に返して稲を育てる，

「米から酒へ・酒から米へ」の循環型の酒造りを実施している。 

・エコ検定や３Ｒ・低炭素社会検定に合格した社員に報奨金を支給

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 

・環境マネジメントに対する高い意識を持たれており，ＩＳＯ１４

００１の認証取得のほか，地球温暖化防止活動環境大臣表彰の受

賞，京都府エコ京都２１地球温暖化防止部門エコマイスター認定な

ど，様々な方面から評価されている。 

・場内は広く保管場所も多いが，適正に分別されており，専用のコ

ンテナに入れるなど，飛散，流出防止対策をされている。 

 

認定履歴 26,27 

所 在 伏見区片原町３００ 

業 種 製造業 

規 模 

従業員     ２０９人 

敷地面積 ３５，５３０㎡ 

延床面積 ３５，６２０㎡ 

月桂冠株式会社のページ 

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28017 】 
 

 

 

月桂冠株式会社 大手蔵 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 
清酒，プラムワイン，焼酎，みりん，リキュール，調味料の設計開

発・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 

・分別を徹底することで，有価売却やリサイクルを推進し，廃棄物

の排出量を削減している。 

・京都市廃棄物指導課職員による出前トークを依頼する等，廃棄物

処理について意識啓発を行い，社員の認識向上を図っている。 

・酒造りの副産物である酒粕を主体とした肥料を用いて稲を育て，

収穫米で酒を造り，酒粕を肥料として再び土に返して稲を育てる，

「米から酒へ・酒から米へ」の循環型の酒造りを実施している。 

・エコ検定や３Ｒ・低炭素社会検定に合格した社員に報奨金を支給

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 

・環境マネジメントに対する高い意識を持たれており，ＩＳＯ１４

００１の認証取得のほか，地球温暖化防止活動環境大臣表彰の受

賞，京都府エコ京都２１地球温暖化防止部門エコマイスター認定な

ど，様々な方面から評価されている。 

・場内は広く保管場所も多いが，適正に分別されており，専用のコ

ンテナに入れるなど，飛散，流出防止対策をされている。 

 

認定履歴 26,27 

所 在 伏見区下鳥羽柳町１０１ 

業 種 製造業 

規 模 

従業員     １４２人 

敷地面積 ３９，６６０㎡ 

延床面積 ３８，４３８㎡ 

月桂冠株式会社のページ 

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28018 】 
 

 

 

株式会社日本サーモエナー 

京都工場 

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 温水ヒーター・蒸気ボイラ等の製造 

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 

・電子マニフェストの運用や社内各所に設置した廃棄 BOXに分別

方法を記載した案内板を掲示する等，廃棄物の分別を徹底し，また

廃棄物に保管場所に専門員を常時配置し，分別を確認している。 

・処理業社と新規契約する際は，処理業者に対して視察を実施し，

確認したうえで，契約している。 

・温水ヒーターテストラック（試験設備）という水の循環設備を使

用し，水の使用量を削減している。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・廃棄物の分別は細かく実施しており，有価売却量も多く，廃棄物

の減量に取り組まれている。 

・ISO14001 の認証取得，また京都市の「ごみ減量・３Ｒ活動優良

事業所認定制度」に３期連続で認定される等，環境に対する意識が

高い。 

 

所 在 南区久世殿城町６００－１ 

業 種 製造業 

規 模 

従業員      ９６人 

敷地面積 ３０，９００㎡ 

延床面積 １７，４９３㎡ 

株式会社日本サーモエナーのページ 

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28019 】 
 

 

 

日新電機株式会社 

本社工場 

 

 

  

＜事業場記載欄＞ 

事業概要 工場や変電所等の電力設備・機器や監視制御システム等を製作 

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 

・廃棄物は,種別および部署別のバーコードシールによって管理す

るシステムを構築し，各部署の廃棄物量や分別ミスなどの収集デー

タをし，社内に公開している。 

・リサイクル分類表の掲示や分別教材の教材作成等，社員への啓発

活動を行っている。 

・産業廃棄物の処理業者を場内に常駐させ，場内の廃棄物回収や処

分先への運搬等を行っている。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・分別を徹底され，有価売却量も多い。 

・契約している産業廃棄物の処理業者を毎年必ず現地視察し，最新

の処理状況や最終処分まで一連の流れを確認されている。 

・ISO14001 の認証取得に加え，京都市の「ごみ減量・３Ｒ活動優

良事業所認定制度」及び「京の生きもの・文化協働再生プロジェク

ト認定制度」に申請，認定されており，環境への意識が高い。 

 

所 在 右京区梅津高畝町４７ 

業 種 製造業 

規 模 

従業員    １，４５４人 

敷地面積 １０３，７００㎡ 

延床面積  ９３，０４１㎡ 

日新電機株式会社のページ  

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28020 】 
 

 

 

株式会社佐藤製作所 本社工場 

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 一般産業用機械装置の設計，開発，製造，据付及び付帯サービス 

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 

・安全推進委員による安全パトロールを月に１回実施し，各工場の

廃棄物分別状況をチェックしている。分別が不十分な場合は，その

場で指摘し，改善するように指示している。 

・分別方法は，写真を用いた「廃棄物分別表」を掲示することによ

り，一目で理解できるように工夫している。 

・環境に優しい製品設計の提案活動やアウトソース先への環境方針

告知・協力依頼をする等，環境負荷の低減に取り組んでいる。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・分別は徹底されており，有価売却量も多く，廃棄物の減量に取り

組まれている。 

・京都市内の全工場で ISO14001 を認証取得されており，環境に

対する意識は高い。 

・廃棄物分別表や環境活動に係る啓発資料等，社員の理解や意識向

上に繋がるツールを数多く作成されており，細やかな工夫が随所に

見受けられる。 

 

所 在 南区久世東土川町２９８－３ 

業 種 製造業 

規 模 

従業員       ６７人 

敷地面積   ２，２４７㎡ 

延床面積 ２，２４７．４㎡ 

株式会社佐藤製作所のページ 

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28021 】 

 

 

 

株式会社佐藤製作所 第１，第３工場 

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 一般産業用機械装置の設計，開発，製造，据付及び付帯サービス 

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 

・安全推進委員による安全パトロールを月に１回実施し，各工場の

廃棄物分別状況をチェックしている。分別が不十分な場合は，その

場で指摘し，改善するように指示している。 

・分別方法は，写真を用いた「廃棄物分別表」を掲示することによ

り，一目で理解できるように工夫している。 

・環境に優しい製品設計の提案活動やアウトソース先への環境方針

告知・協力依頼をする等，環境負荷の低減に取り組んでいる。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・分別は徹底されており，有価売却量も多く，廃棄物の減量に取り

組まれている。 

・京都市内の全工場で ISO14001 を認証取得されており，環境に

対する意識は高い。 

・廃棄物分別表や環境活動に係る啓発資料等，社員の理解や意識向

上に繋がるツールを数多く作成されており，細やかな工夫が随所に

見受けられる。 

 

所 在 
南区久世東土川町 

３５０－１２，３４７－２ 

業 種 製造業 

規 模 

従業員       ３９人 

敷地面積 ４，４４０．８㎡ 

延床面積 １，７１０．７㎡ 

株式会社佐藤製作所のページ 

（外部リンク） 



産廃処理・３Ｒ等優良事業場【 28022 】 
 

 

 

株式会社佐藤製作所 第２工場 

 

 

 

 ＜事業場記載欄＞ 

事業概要 一般産業用機械装置の設計，開発，製造，据付及び付帯サービス 

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 

・安全推進委員による安全パトロールを月に１回実施し，各工場の

廃棄物分別状況をチェックしている。分別が不十分な場合は，その

場で指摘し，改善するように指示している。 

・分別方法は，写真を用いた「廃棄物分別表」を掲示することによ

り，一目で理解できるように工夫している。 

・環境に優しい製品設計の提案活動やアウトソース先への環境方針

告知・協力依頼をする等，環境負荷の低減に取り組んでいる。 

 

 ＜京都市のコメント＞ 

実地調査の結果 

等に関すること 

・分別は徹底されており，有価売却量も多く，廃棄物の減量に取り

組まれている。 

・京都市内の全工場で ISO14001 を認証取得されており，環境に

対する意識は高い。 

・廃棄物分別表や環境活動に係る啓発資料等，社員の理解や意識向

上に繋がるツールを数多く作成されており，細やかな工夫が随所に

見受けられる。 

 

所 在 南区久世大藪町２９８－３ 

業 種 製造業 

規 模 

従業員      ６人 

敷地面積 １，１３８㎡ 

延床面積 ５２１．５㎡ 

株式会社佐藤製作所のページ 

（外部リンク） 


