
法人の概況

１．設立年月日

昭和51年12月28日 財団法人亀岡市清掃公社

平成24年４月１日 公益財団法人亀岡市環境事業公社

２．定款に定める目的

この法人は、亀岡市における一般廃棄物の排出抑制、分別排出の徹底及び循環による

資源の有効な再生利用を推進するとともに適正な処理を通じて、生活環境の保全及び公

衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保し、人と環境にやさしい持

続可能な循環型社会の形成に寄与することを目的とする。

３．定款に定める事業内容

(1) 環境意識の啓発及び環境教育の支援に関すること。

(2) 不法投棄の防止等生活環境の保全に関すること。

(3) 一般廃棄物の処理に関すること。

(4) その他この法人の目的達成に必要な事業

４．主たる事務所の状況

主たる事務所：京都府亀岡市大井町並河若宮筋36番地の1

５．役員等に関する事項 （平成29年3月31日現在）

(1) 評議員

役 職 氏 名 就任年月日

平成

評議員会会長 人見 正 24. 4. 1

評議員 大西 淳裕 28. 4. 4

〃 木村 好孝 28. 4. 4

〃 関口 征治 24. 4. 1

〃 田村 一 28. 5. 31

〃 山川 肇 24. 4. 1



(2) 理事、監事

役 職 氏 名 就任年月日

平成

理 事 長 西田 新司 25. 4. 11

常務理事 吉田 光弘 28. 4. 4

理 事 石田 武夫 24. 4. 1

〃 塩尻 知己 28. 4. 4

〃 中村 昌博 28. 5. 31

〃 丹羽 博 24. 4. 1

監 事 井木 悦夫 24. 4. 1

〃 玉記 道子 28. 4. 4

６．職員に関する事項 （平成29年3月31日現在）

区 分 職 員 数

事 務 職 員 6名

業 務 職 員 50名

非常勤嘱託職員 5名

合 計 61名

注）1．業務職員には、再雇用職員4名を含む。

2．職員数は、年度内退職者1名を減じたものである。



事業の状況

１．事業の実施状況

(1) 事業の総括

公益財団法人亀岡市環境事業公社中・長期事業計画（以下「中・長期計画」という。)

の１年目となる本年度は、この計画を実践するための機構改革を実施し、資源循環型ま

ちづくりの推進などの公益目的事業を展開しました。業務の実施にあたっては、公益法

人としての社会的使命を認識し、「利他の心を以て事を為す」の経営理念のもと、市民

に信頼される安全確実・親切丁寧な業務遂行に努めてきました。

また、環境学習事業として３Ｒキッズチャレンジの実施先及び実施回数を増やすなど、

市民の環境意識の啓発に積極的に取り組んできました。

平成２９年度においても、引き続き中・長期計画の着実な実行を基本として事業執行

に努めていきます。

(2) 個別事業の内容

一般廃棄物の排出抑制、分別排出及び資源の有効な再生利用の促進と適正な処理を推

進するため、下記の事業を実施しました。

ア．家庭ごみの分別排出、資源の再生利用等を促進する事業

（ア）家庭ごみ収集運搬及び適正排出促進業務

亀岡市内の家庭から排出されるごみの収集運搬や粗大ごみ回収・破砕ごみの運搬等

を行い、ごみ分別や適正排出などの啓発・指導やごみ出しルールの問合せにも丁寧に

対応しました。燃やすごみについては、週２回全市約２，３００ヶ所の集積場からの

収集運搬、資源ごみ及び埋立てごみについてはそれぞれ約９００ヶ所から収集運搬し

てきました。資源ごみ収集容器は、収集日の前日に配置し、収集直後に回収していま

す。

平成２７年７月からは、デジタルタコグラフを導入し、安全運転管理、ごみ収集量

の集計業務に活用しています。今後は、収集運搬コースの見直し、温室効果ガス（二

酸化炭素）排出量の低減など業務全体の効率化のためデジタルタコグラフデータの分

析・活用を図ります。

なお、平成２８年度のごみの種類別収集運搬状況は、燃やすごみ・埋立てごみにつ

いては減少していますが、資源ごみについては、空きカン・プラスチック製容器包装、

ペットボトルは増加し、空きビン・乾電池などは減少しています。

その実績の詳細は、表記載のとおりです。



平成２８年度 収集・運搬量実績

種類及び区分 平成27年度 平成28年度 増減比 対象地域

燃 や す ご み 13,452.7ｔ 13,140.9ｔ △2.3％

埋 立 て ご み 1,291.3ｔ 1,216.1ｔ △5.8％

資 源 ご み 1,556.5ｔ 1,517.0ｔ △2.5％

空 き カ ン 205.6ｔ 232.1ｔ 12.9％

空 き ビ ン 594.6ｔ 507.5ｔ △14.6％

乾 電 池 12.2ｔ 9.8ｔ △19.7％

ス プ レ ー 缶 19.8ｔ 19.6ｔ △1.0％ 市内全域

ラ イ タ ー 1.5ｔ 1.5ｔ ±０％

プラスチック製容器包装 643.2ｔ 660.4ｔ 2.7％

ペ ッ ト ボ ト ル 79.6ｔ 86.1ｔ 8.2％

粗 大 ご み 164.4ｔ 167.8ｔ 2.0％

破 砕 ご み 250.2ｔ 256.8ｔ 2.6％

合 計 16,715.1ｔ 16,298.6ｔ △2.5％

*ごみ出しルール等に適合しないごみが排出された場合は、収集時に啓発ステッカーを貼付

し適正な分別排出を指導するとともに、その内容を亀岡市へ報告しています。

（平成28年度啓発ステッカー貼付枚数3,565枚）

（イ）普及啓発事業

ａ.環境啓発イベント

市民に直接働きかけることができる下記の事業に参加しました。

実施日 催事名 対象 場所 参加者 主催

７月18日 こども海ごみ探偵団 市民 保津川渓谷 23名 川と海つながり
（月） 保津川調査 （一般公募） 共創プロジェクト

８月20日 こども海ごみ探偵団 市民 大阪府 18名 川と海つながり
（土） 大阪湾調査 海老江干潟 （一般公募） 共創プロジェクト

９月17日 こども海ごみ探偵団 市民 京都市右京区 2名 川と海つながり
（土） 片波川調査 京北黒田地区 （一般公募） 共創プロジェクト

10月 1日 環境フェスタ2016 市民 ｶﾞﾚﾘｱかめおか 約1,000名 当法人
（土） 他３団体共催

10月22日 保津川 市民 保津川渓谷 23名 川と海つながり
（土） Teacher's Boat （一般公募） 共創プロジェクト

12月 3日 こども海ごみ探偵団 市民 兵庫県洲本市 27名 川と海つながり
（土） 成ヶ島調査 成ヶ島 （一般公募） 共創プロジェクト

2月 4日 こども海ごみ探偵団 市民 兵庫県神戸市 10名 川と海つながり
（土） 「子どもの水辺」交流会 （一般公募） 共創プロジェクト



ｂ.街頭啓発活動（５回実施）

環境事業公社として独自の街頭啓発活動にも取り組みました。

実施日 催事名 場所 主催

５月30日 全国ごみ不法投棄監視ｳｨｰｸ 亀岡市美化推進重点地域 亀岡市
（月） ごみｾﾞﾛの日清掃活動 （ＪＲ亀岡駅周辺） 当法人

９月30日 10月３Ｒ推進月間街頭啓発及 ＪＲ亀岡駅周辺及び南郷公 当法人
（金） び清掃活動 園

10月28日 ｸﾘｰﾝかめおか推進会議 西友・ｲｵﾝ亀岡店・ｱﾙﾌﾟﾗ ｸﾘｰﾝかめおか
（金） 街頭啓発 ｻﾞ亀岡店・ﾏﾂﾓﾄ荒塚店 推進会議

12月22日 亀岡市美化推進重点地域の清 亀岡市美化推進重点地域 亀岡市
（木） 掃及び啓発活動 （ＪＲ亀岡駅周辺） 当法人

３月２日 亀岡市美化推進重点地域の清 亀岡市美化推進重点地域
当法人

（木） 掃及び啓発活動 （ＪＲ亀岡駅周辺）

ｃ.展示活動

３Ｒ活動の推進に関する普及啓発活動のため、亀岡市桜塚クリーンセンター工場棟

２階展示エリアに関連資料を展示し、情報を発信しています。

ｄ.ホームページ運営

３Ｒ活動並びにごみの分別方法などの情報をホームページ上で発信しています。

（ウ）環境学習事業

ａ.環境セミナー

環境に対する意識や関心を実行動に結びつけ、環境にやさしいライフスタイルを実

践できるよう、下記の事業を実施しました。

実施日 催事名 対象 場所及び内容 参加者 主催

５月21日 第９回環境ｾﾐﾅｰ 市民 亀岡市千歳町 12名
当法人

（土） ﾃｰﾏ:環境保全 快環ｴｺｳｫｰｸ （一般公募）

８月17日 第10回環境ｾﾐﾅｰ 市民 ガレリアかめおか 親子31名 当法人
（水） ﾃｰﾏ:ごみ減量・分別 簡単ｴｺ工作 （一般公募）

ｂ.環境学習会

市民の環境意識を啓発するため、子どもや地域自治会を対象にした下記の学習会を

開催しました。

（３Ｒキッズチャレンジ（13回実施））

実施日 派遣先 対象 内容 主催

５月17日 亀岡市立幼稚園 年長組 環境絵本読み聞かせ 当法人
（火） 41名



６月３日 学校法人寿光学園 年長組 家庭ごみ分別ｹﾞｰﾑ 当法人

（金） 篠村幼稚園 73名

６月７日 学校法人公化学園 年長組 環境絵本読み聞かせ 当法人
（火） 千代川幼稚園 46名

６月17日 亀岡市立幼稚園 年長組 家庭ごみ分別ｹﾞｰﾑ 当法人
（金） 41名

７月12日 亀岡市立 ２年生 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙｺﾝﾎﾟｽﾄ講座 当法人
（火） 大井小学校 85名

７月28日 学校法人公化学園 年長組 川の美化活動 当法人
（木） 千代川幼稚園 38名

９月２日 亀岡市立 ４年生 家庭ごみ分別ｹﾞｰﾑ 当法人
（金） つつじヶ丘小学校 114名

９月23日 亀岡市立 2-5年生 家庭ごみ分別ゲーム 当法人
（金） 西別院小学校 13名 牛乳ﾊﾟｯｸではがき作り

９月28日 亀岡市立 ３年生 家庭ごみ分別ｹﾞｰﾑ 当法人
（水） 薭田野小学校 11名

11月15日 学校法人公化学園 年長組 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾛｸﾞを利用した収穫祭 当法人
（火） 千代川幼稚園 38名

１月26日 亀岡市立幼稚園 年長組 環境にやさしい買い物ｹﾞｰﾑ 当法人
（木） 36名

２月８日 学校法人公化学園 年長組 ごみ処理場見学ﾂｱｰ 当法人
（水） 千代川幼稚園 46名

３月22日 亀岡市立 年中･年長組 家庭ごみ分別ｹﾞｰﾑ 当法人
（水） 川東保育所 43名

（講師派遣）

派遣日 派遣先（派遣申請団体） 対象 内容 派遣人数

12月３日（土） ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙｺﾝﾎﾟｽﾄ講座 篠町自治会員18名 講座企画 ２名

（ｸﾘｰﾝかめおか推進会議） 講師

２月25日（土） ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙｺﾝﾎﾟｽﾄ講座 篠町自治会員10名 講座企画 ２名

（ｸﾘｰﾝかめおか推進会議） 講師

（桜塚クリーンセンター施設見学会）

実施日 対象 内容 主催

６月から９月 亀岡市内小学校４年生 780名（18校） 収集車展示・３Ｒの学習 亀岡市

６月23日（木） 南つつじヶ丘自治会員 40名 ごみ出しﾙｰﾙの説明 亀岡市

７月５日（火） 篠町自治会員 20名 ごみ出しﾙｰﾙの説明 亀岡市

12月９日（金） 曽我部町町自治会員 14名 ごみ出しﾙｰﾙの説明 亀岡市



（エ）不法投棄等監視パトロール

生活環境・自然環境を保護するため、全収集車両に「不法投棄等監視パトロール中」

のステッカーを貼り、不法投棄防止の啓発を行うとともに、不法投棄ごみの発見にも努

めました。（平成28年度は６件の不法投棄を発見）

（オ）サンプリング調査（４回実施）

亀岡市内の住宅地域、農業地域、商業地域のごみ集積場に出された埋立てごみ及びプ

ラスチック製容器包装の袋を無作為に選んで回収し、内容物の種類別に重量・容積を調

べました。なお、内容物の季節的な特徴を調べるため年４回（６月29日、８月31日、11

月30日、１月31日）実施しました。調査結果の概要は、埋立てごみとして分別されずに

出されている資源ごみ（プラスチック製容器包装・ペットボトルなど）が容積割合で約

４６％、燃やすごみが約８％ありました。また、プラスチック製容器包装の袋の中にも

燃やすごみ・埋立てごみが約３％ありました。市民へのごみ出しルールの周知及び啓発

活動を一層推進する必要があります。

イ．水環境の保全を推進する事業

（ア）普及啓発事業

ａ環境啓発イベント

市民と直接ふれあいを持つことのできる下記の事業に参加しました。

実施日 催事名 場所及び内容 参加者 主催

７月23日 水辺の教室 保津川河畔 約100名 亀岡市
（土） 美化活動、生き物調査

11月26日 地域ふれあい ｶﾞﾚﾘｱかめおか 約4,500名 亀岡市教育委員会
（土） ｻｲｴﾝｽﾌｪｽﾀ2016 ﾍ゚ ｯﾄﾎ゙ ﾄﾙろ過器、牛乳ﾊ゚ ｯｸはがき 亀岡市教育研究所

３月５日 保津川の日 保津川河畔 約300名 川と海つながり共
（日） ｴｺたこ揚げ 創ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ｂ普及啓発活動

水環境保全の普及啓発活動として、亀岡市環境事業公社が担当する区域のし尿くみ

取り世帯（1,222世帯）を対象に下水道への早期の接続及び浄化槽の設置を呼びかけ

るチラシを配布しました。

ｃ展示活動

水環境保全に関する普及啓発のため、亀岡市若宮工場玄関ロビーに関連資料を展示

し、情報を発信しています。

（イ）亀岡市若宮工場の運転管理業務

公共用水域の水質汚濁防止と水環境の保全の推進を目的として亀岡市内で排出された

し尿及び浄化槽汚泥を適正処理しました。（好気性消化処理方式＋高度処理）



また、老朽化している施設設備の修繕並びに減速機、遠心脱水機、ポンプ等のメンテ

ナンスも定期的に実施しています。

平成２８年度 搬入・処理量実績

種類及び区分 平成27年度 平成28年度 増減比 対象地域

し 尿 6,538.1kℓ 5,942.3kℓ △9.1％

地 域 浄 化 槽 汚 泥 40.0kℓ 40.0kℓ ±０％ 亀岡市内

浄 化 槽 汚 泥 4,952.3kℓ 4,491.7kℓ △9.3％

合 計 11,530.4kℓ 10,474.0kℓ △9.2％ －

（ウ）し尿収集運搬業務

公衆衛生の向上と水環境の保全を図り、市民の清潔で快適な生活環境を守るため、亀

岡市のくみ取り世帯の内、篠町、東つつじヶ丘、西つつじヶ丘、保津町、千代川町、大

井町、宮前町、東本梅町、本梅町、畑野町、東別院町、西別院町のくみ取りを行いまし

た。し尿収集量は、人口の減少、下水道・浄化槽の普及などにより年々減少しています

ので、収集運搬コースや人員・機材の配置等を見直し効率的な業務執行に努めています。

平成２８年度 収集・運搬量実績

種類及び区分 平成27年度 平成28年度 増減比 対象地域

延 べ く み 取 り 件 数 15,494件 14,871件 △4.0％ 亀岡市内の

収 集 運 搬 量 4,340.5kℓ 4,098.4kℓ △5.6％ 担当区域

ウ．一般管理業務

評議員会・理事会の開催・運営など、定款や関係法令に基づく公益財団法人としての適

正な法人運営と、中・長期計画に基づく効率的な組織管理・業務管理に努めてきました。

平成２８年度に発生した労働災害・交通事故の原因分析及び再発防止対策の徹底を図る

とともに、安全研修の実施、安全作業マニュアルの見直し、安全衛生委員会活動の見える

化など改善に努めました。また、健康で働きやすい職場環境づくりのため、メンタルヘル

ス不調の未然防止を目的としたストレスチェックの実施、セクシャルハラスメント・マタ

ニティハラスメント・パワーハラスメントなどのハラスメント防止要綱の整備と研修、相

談窓口の設置などの対策を進めてきました。

公益目的達成のため、小学校低学年の環境学習事業を支援できる３Ｒキッズチャレンジ

事業を充実するため、小学校教育研究会（社会科部会）でのプレゼンテーションを実施す

るなど開催機会の拡大に向けＰＲに努めました。また、法人ホームページでは、環境セミ

ナーやイベント紹介も含め、見やすく親しみやすい広報活動を進めています。

その他「亀岡市循環型社会推進審議会」、「クリーンかめおか推進会議」、「川と海つな

がり共創プロジェクト」や「京都亀岡ハーフマラソン大会実行委員会」などに参加し、外



部機関・団体との協働で公益目的事業の充実にも取り組んでいます。

（平成28年度参加実績）

（ア）亀岡市循環型社会推進審議会（１回参加）

（イ）クリーンかめおか推進会議（５回参加）

（ウ）川と海つながり共創プロジェクト会議（６回参加）

（エ）京都亀岡ハーフマラソン大会実行委員会（３回参加）

(3) 保有・管理車両の状況 （平成29年３月31日現在）

区 分 台数 内 訳

3,000�ﾊﾞｷｭｰﾑ 1台
し 尿 収 集 車 4台 2,700�ﾊﾞｷｭｰﾑ 2台

1,800�ﾊﾞｷｭｰﾑ 1台

3.5tﾌﾟﾚｽ 1台

ご み 収 集 車 25台
2tﾌﾟﾚｽ 13台
2tﾀﾞﾝﾌﾟ 9台
2tﾋﾞﾝ分別収集車 2台

事 務 公 用 車 3台 軽四輪 1台
軽四貨物 2台

合 計 32台

２．役員会等に関する事項

(1) 評議員会

議 案 番 号 議 事 事 項 提出年月日 議決年月日

第１回評議員会 平成 平成

第１号 評議員の選任について 28. 4. 4 28. 4. 4
第２号 理事の選任について 28. 4. 4 28. 4. 4

第３号 監事の選任について 28. 4. 4 28. 4. 4

報告事項 平成28年度事業計画及び収支予算について 28. 4. 4 28. 4. 4

中・長期事業計画の策定について 28. 4. 4 28. 4. 4

第２回評議員会

第１号 平成27年度財務諸表及び財産目録について 28. 5. 31 28. 5. 31

第２号 評議員の選任について 28. 5. 31 28. 5. 31

第３号 理事の選任について 28. 5. 31 28. 5. 31

第４号 監事の選任について 28. 5. 31 28. 5. 31

報告事項 平成27年度事業報告について 28. 5. 31 28. 5. 31

第３回評議員会

第１号 評議員会会長の選定について 28. 5. 31 28. 5. 31

第４回評議員会 （決議の省略）

第１号 役員及び評議員の報酬等並びに費用に関す 28.12. 27 28.12. 27

る規程の一部改正について



(2) 理事会

議 案 番 号 議 事 事 項 提出年月日 議決年月日

第１回理事会 平成 平成

第１号 常務理事の選定について 28. 4. 4 28. 4. 4

第２号 常勤役員の報酬について 28. 4. 4 28. 4. 4

第３号 理事の利益相反取引について 28. 4. 4 28. 4. 4

第２回理事会

第１号 平成27年度事業決算報告について 28. 5. 13 28. 5. 13

第２号 職員服務規程の一部改正について 28. 5. 13 28. 5. 13

第３号 平成28年度第2回評議員会の招集について 28. 5. 13 28. 5. 13

第４号 平成28年度第3回評議員会の招集について 28. 5. 13 28. 5. 13

第３回理事会

第１号 理事長の選定について 28. 5. 31 28. 5. 31

第２号 常務理事の選定について 28. 5. 31 28. 5. 31

第４回理事会

報告事項 平成28年度上半期事業決算報告について 28.11. 11 28.11. 11

第５回理事会

第１号 就業規則の一部改正について 28.12. 27 28.12. 27

第２号 職員給与規程の一部改正について 28.12. 27 28.12. 27

第３号 職員の育児・介護休業等に関する規程の一 28.12. 27 28.12. 27

部改正について

第４号 評議員会の招集について 28.12. 27 28.12. 27

第６回理事会

第１号 平成29年度事業計画について 29. 2. 28 29. 2. 28

第２号 平成29年度収支予算について 29. 2. 28 29. 2. 28

報告事項 事業報告について 29. 2. 28 29. 2. 28

第７回理事会

第１号 評議員会の招集について 29. 3. 28 29. 3. 28



平成28年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」

第34条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在

しないので作成しない。

平成29年５月

公益財団法人亀岡市環境事業公社


