
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 公益財団法人に移行し、亀岡市環境事業公社に名称変更 

 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（令和2年3月31日現在） 

  (1) 評議員 

役 職 氏 名 就任年月日 

 

評議員会会長 
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  (2) 理事、監事 
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６．事業の実施状況 

 (1) 事業の総括 

   亀岡市環境事業公社中・長期事業計画及び亀岡市ゼロエミッション計画の円滑な推進のため、人と

環境に優しい資源循環型まちづくりに資する事業を実施しました。「亀岡市の自然体験学習を推進す

るパートナーシップ協定（平成３１年４月１日）」、「世界に誇れる環境先進都市かめおかの環境教

育事業を推進するパートナーシップ協定（令和元年１０月１０日）」、「亀岡市とソフトバンク株式

会社との環境及び教育事業連携に関する協定（令和元年１０月３０日）」をそれぞれ亀岡市及び関連

団体と締結するなど、事業の専門性と公益性を高める取組を進めました。また、亀岡市環境事業公社

の組織と事業の強みを活かし、高齢者の見守り等市民に寄り添う取組を進めました。平成３０年度末

に亀岡市若宮工場が供用を停止するなど事業環境に変化がありましたが、常に社会的ニーズや社会情

勢の変化に対応するとともに、市民目線の親切丁寧・安全確実な事業を実施するなど、弊社の持続可

能な発展を見据えた主体性のある事務・事業を実施しました。 

 

 (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、

次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 

    亀岡市の家庭ごみの収集運搬及びごみ分別や適正排出などの啓発・指導を行いました。 

   令和元年度の収集運搬量実績 

種類及び区分 令和元年度(t) 平成30年度(t) 差引増減(t) 前年比(％) 

燃 や す ご み        12,813.6 12,783.4 30.2 100.2 

埋 立 て ご み        1,363.1 1,395.0 △31.9 97.7 

資 源 ご み        1,480.6 1,485.5 △4.9 99.7 

プラスチック製容器包装 692.5 688.2 4.3 100.6 

ペットボトル       97.2 94.0 3.2 103.4 

空 き カ ン       212.5 207.6 4.9 102.4 

空 き ビ ン       446.3 468.1 △21.8 95.3 

ス プ レ ー 缶       20.9 20.1 0.8 104.0 

ラ イ タ ー       1.5 1.6 △0.1 93.8 

乾 電 池       9.7 5.9 3.8 164.4 

粗 大 ご み        224.9 198.7 26.2 113.2 

破 砕 ご み        353.3 285.6 67.7 123.7 

合 計 16,235.5 16,148.2 87.3 100.5 

＊収集運搬量はｔ未満を端数処理（四捨五入）した数値を表示しています。 
＊ごみ出しルール違反に啓発ステッカーを貼付して適正な分別排出を指導しています。 

    貼付枚数 

令和元年度(枚) 平成30年度(枚) 増減量(枚) 前年比(％) 

5,387 3,797 1,590 141.9 

 



（イ）普及啓発事業 

 ａ 環境啓発イベント 

市民の環境意識を啓発する事業を実施しました。 

実施日 催事名及び出展内容 場 所 来場者 

 

7月7日 

ＪＯＹ ｔｏ ＫＩＮＫＩフェスタ亀岡 

主催：青年会議所 

出展内容：エコバッグシェア・エコ体験 

ＪＲ亀岡駅北広場 約12,000名 

 

8月7日 

パパ・ママエシカル生活ワークショップ 

主催：亀岡市環境事業公社 

出展内容：講演・手づくりエコバッグ教室 

亀岡市役所 約30名 

 

10月14日 

アグリフェスタ2019 

主催：アグリフェスタ実行委員会 

出展内容:手づくりエコバッグ教室 

 

亀岡市農業公園 

 

約3,000名 

 

11月17日 

森の京都・京都丹波ＥＸＰＯ 

主催：森の京都・京都丹波ＥＸＰＯ実行委員会 

出展内容：エコバッグシェア運動 

保津川河川敷 

グラウンド 
約10,000名 

 

12月8日 

第5回京都亀岡ハーフマラソン大会 

主催：京都亀岡ハーフマラソン大会実行委員会 

出展内容：手づくりエコバッグ教室 

亀岡市総合体育館 約9,000名 

 

2月1日 

ふるさとLovers2020・自然と文化の体験フェスタ 

主催：亀岡市環境事業公社 

出展内容：自然・環境関係の19団体出展 

 

ガレリアかめおか 

 

約1,000名 

 

2月11日 

ファミリーフェスタ2020 

主催：日本ファミリーナビゲーター協会 

出展内容：手づくりエコバッグ教室 

 

ガレリアかめおか 

 

約3,000名 

 

 ｂ 街頭啓発活動 

道路通行者にポイ捨て防止・不法投棄撲滅を呼びかけるとともに、清掃活動を通じて街の景観保全

及び生活環境の保護に取り組みました。 

実施日 事業名 場 所 参加者 

5月30日 

ごみゼロの日清掃活動  

主催：亀岡市  

活動内容：清掃活動 

美化推進重点地域 

(ＪＲ亀岡駅周辺) 
約100名 

6月4日 

6月環境月間街頭啓発活動 

主催：亀岡市環境事業公社  

活動内容：脱プラごみ啓発活動 

国道9号線 

加塚交差点 
約10名 

10月4日 

3Ｒ推進月間街頭啓発活動 

主催：亀岡市環境事業公社  

活動内容：ポイ捨てごみ撲滅啓発運動 

国道372号線 

重利交差点 
約10名 

12月20日 

美化推進重点地域清掃活動 

主催：亀岡市  

活動内容：清掃活動 

美化推進重点地域 

(ＪＲ亀岡駅周辺) 
約100名 



2月10日 

ポイ捨てごみ調査隊 

主催：亀岡市環境事業公社 

活動内容：京都スタジアムこけら落とし後のごみ調査 

 

ＪＲ亀岡駅周辺 

 

 

約20名 

 

3月18日 

ポイ捨て等禁止条例周知PR街頭啓発活動 

主催：亀岡市環境事業公社/亀岡市議会 

活動内容：亀岡市ポイ捨て等禁止条例周知運動 

国道9号線 

加塚交差点 

 

約40名 

 

 

ｃ 展示活動 

ごみ出しルールの周知活動として、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等を展

示し、施設来場者に説明しています。 

 

ｄ ホームページ運営 

法人の基本情報の公開並びに主催事業の告知・報告等をしています。 

 

（ウ）環境学習事業 

a 環境セミナー 

市民の環境意識を啓発するためのセミナーを実施しました。 

実施日 催事名 対 象 場 所 参加者 

8月8日 

 

第15回環境セミナー｢親子エコ工作教室｣                  

川・海のプラスチックごみでアート作り                 
市  民  ガレリアかめおか 約10名

 

11月9日 

 

第16回環境セミナー「クリーン作戦」 

清掃活動・長尾山散策ツアー 
市  民  市民の森長尾山 約20名 

 

 ｂ 環境学習会 

  市民の環境意識を啓発するための環境学習会を実施しました。 

 （ａ）3Ｒキッズチャレンジ（46回実施） 

ふるさと愛豊かで環境意識の高い児童育成に向けた取組を推進する事業として、保育所、

幼稚園及び小学校などで実施しました。弊社が独自に作成した授業プログラムを基に、亀岡

市教育委員会との調整を図りながら主体性のある授業づくりに励んでいます。 

実施日 対 象 受講者 主な内容 

4月25日 亀岡市立幼稚園 年長組38名 自然体験活動・ネイチャーゲーム 

5月22日 吉川小学校 4年生8名 亀岡市のごみ処理についての学習 

5月23日 詳徳小学校 5年生36名 海洋ごみ学習 

5月24日 大井小学校 2年生58名 ダンボールコンポスト教室 

5月28日 大井小学校ＰＴＡ 親子約100名 自然体験活動・ネイチャーゲーム 

6月7日 吉川小学校 4・5年生16名 自然体験活動・ネイチャーゲーム 

6月10日 川東保育所 年中･年長組53名 リサイクルマーク発見ゲーム 

6月11日 吉川小学校 4年生8名 海ごみ環境学習 

6月12日 東部保育所 年中･年長組66名 リサイクルマーク発見ゲーム 



6月14日 西別院小学校 全校児童22名 ダンボールコンポスト教室 

6月19日 安詳小学校 5年生161名 ふるさと環境学習 

6月26日 東部保育所 年長組29名 ごみ処理場見学ツアー 

6月27日 本梅保育所 年中・年長組9名 自然体験活動・ネイチャーゲーム 

7月12日 千代川幼稚園 年長組35名 自然体験活動・ネイチャーゲーム 

7月17日 本梅小学校 4年生12名 リサイクルマーク発見ゲーム 

8月20日 本梅保育所 年中・年長組10名 環境に優しい買い物ゲーム 

8月26日 東部保育所 年長組29名 環境に優しい買い物ゲーム 

9月4日 千代川小学校 5年生92名 海洋ごみ学習 

9月5日 本梅保育所 年中・年長組10名 自然体験活動・ネイチャーゲーム 

9月10日 つつじヶ丘小学校 4年生109名 ふるさと環境学習 

9月11・13日 安詳小学校 5年生161名 持続可能な開発のための教育 

9月19日 千代川小学校 5年生92名 使い捨てプラスチックごみゼロ学習 

9月25日 亀岡市立幼稚園 年中・年長組62名 自然体験活動・ネイチャーゲーム 

9月27日 西別院小学校 全校児童22名 新聞エコバッグ作り 

9月30日 大井小学校 5年生84名 使い捨てプラスチックごみゼロ学習 

10月7日 吉川小学校 4年生8名 ふるさと自慢発見学習（コスモス園） 

10月8日 吉川小学校 4年生8名 保津川源流域調査(犬飼川源流域) 

10月18日 吉川小学校 4年生8名 子ども記者取材学習(市内食品スーパー) 

10月21日 川東保育所 保護者80名 子供服の交換会 

10月23日 吉川小学校 4年生8名 亀岡市のごみ処理についての学習 

10月25日 千代川小学校 5年生92名 ごみゼロ政策ディベート体験学習 

11月5日 本梅保育所 年中・年長組10名 自然体験活動・ネイチャーゲーム 

11月7日 川東保育所 年長組28名 環境に優しい買い物ゲーム 

11月11日 千代川小学校 5年生92名 保津川ごみ調査隊（保津川河畔） 

11月12日 西別院小学校 全校児童21名 自然体験活動・ネイチャーゲーム 

11月14日 東部保育所 年長組29名 自然体験活動・ネイチャーゲーム 

11月19日 吉川小学校 4年生8名 公開授業（ペッパーと環境学習） 

12月12日 川東保育所 年長組28名 竹でエコ食器作り 

1月17日 千代川小学校 5年生92名 小型家電リサイクル学習 

1月27日 中部保育所 全園児71名 車両展示・エコバッグ作り・環境ゲーム 

1月28日 千代川幼稚園 年長組36名 ごみ処理場見学ツアー 

1月30日 亀岡市立幼稚園 年長組36名 自然体験活動・ネイチャーゲーム 

1月31日 千代川小学校 5年生92名 ふるさと環境学習（成果発表） 



2月27日 川東保育所 年中組20名 エコバッグ作り 

3月10日 川東保育所 年長組26名 環境ポスター制作、エコバッグ作り 

 

（ｂ）講師派遣 

亀岡市ゼロエミッション計画の達成に向け、市民の環境意識を啓発する講演等を行いました。 

実施日 内 容 対 象 場 所 派遣人数 

5月30日 クリーンかめおか推進会議総会・講演会 21名 桜塚クリーンセンター 1名 

8月6日 親子消費者教室・エコバッグ手作り教室 24名 亀岡市役所 3名 

8月19日
 

亀岡市小学校教育研究会 

総合的な学習の時間研究部会・講演会 

29名 詳徳小学校 2名 

12月16日 高齢者ごみ出し相談会・エコバッグつくり 10名 ガレリアかめおか 2名 

2月9日 ワールドフェスタ2020・講演会 約40名 ガレリアかめおか 1名 

 

（ｃ）亀岡市及びソフトバンク株式会社との環境学習プログラム共同事業 

ソフトバンク(株)の人型ロボットＰｅｐｐｅｒを活用した教材づくりに参画し、これまで培った学

習プログラムや教材を基に作成しました。授業時間の確保と教育委員会・小学校との調整を行い、特

に授業時間については、弊社への信頼度から確保出来るように調整しました。 

実施日 内 容 対 象 場 所 参加者 

9月3日 亀岡市小学校校長会・プログラム説明会 学校長 ガレリアかめおか 16名 

10月3日 亀岡市教育委員会・プログラム説明会 教育委員 亀岡市役所 15名 

10月30日 協定締結式・メディア公開 関係者 亀岡市役所 23名 

11月19日 公開授業（ペッパーと環境学習） 4年生 吉川小学校 8名 

 

（ｄ）地球環境子ども村協働事業 

ふるさと愛豊かで環境意識の高い市民育成の一環として、ふるさとの原風景とも言える美しい自然

風景に親しむ自然体験活動を推進しています。 

実施日 催事名 対象 場 所 参加者 

6月22日 自然体験活動・ネイチャーゲーム 市民 地球環境子ども村 15名 

7月24日 キャンプ教室 市民 地球環境子ども村 36名 

8月16日 クラフト教室・エコバッグ作り 市民 地球環境子ども村 20名 

10月26日 海洋ごみ学習 市民 地球環境子ども村 25名 

 

（ｅ）桜塚クリーンセンター施設見学者対応 

  亀岡市桜塚クリーンセンターへの見学者にごみ収集車の展示とごみ分別の徹底を説明しました。 

実施日 対 象 内 容 参加者 

5月～10月 亀岡市内小学4年生（18校） 収集車展示・3Ｒの学習 784名 

6月13日 南つつじヶ丘クリーン推進員 ごみ出しルールの説明 30名 

7月10日 篠町クリーン推進員 ごみ出しルールの説明 20名 

7月23日 吉川町クリーン推進員 ごみ出しルールの説明 20名 



9月2日 スポーツ国際交流団体ＩＳＰＯＡ ごみ出しルールの説明 20名 

10月3日 南丹市立園部第2小学校４年生 収集車展示・3Ｒの学習 40名 

11月14日 京丹波町立小学校4年生（3校） 収集車展示・3Ｒの学習 61名 

12月4日 曽我部町クリーン推進員 ごみ出しルールの説明 13名 

 

（エ）不法投棄等監視パトロール 

市民の生活環境・自然環境を保護するため、平成30年8月6日に亀岡市と締結した不法投棄対策協働

パトロール「“ながら”サポートプロジェクト」に則り、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努めました。

（15件の不法投棄を発見・報告） 

 

（オ）サンプリング調査 

    ごみ分別の状況並びに季節や地域区分別の排出状況を調査するため、埋立てごみのサンプリング調

査を年2回実施しています。4つの地域別(住宅地域（新）・住宅地域（旧）・農業地域・商業地域)に

一定量の埋立てごみを回収して分類し、重量割合・容積割合を比較しています。調査結果については、

環境学習教材として活用するとともに、環境施策のデータとして亀岡市に提供しています。 

  第1回目調査日 7月31日   

第2回目調査日 10月30日 

 

（カ）エコバッグシェア運動 

  使い捨てプラスチックごみゼロの取組として、市民及び事業者に対する環境に優しい生活（事業）

の無償支援を行っています。家庭や事業所から不要になったエコバッグ・紙袋・風呂敷などを地域資

源として譲り受け、小売店等で使い捨てプラスチック袋の代替品としてお客様に貸し出すシェアバッ

グに使っていただくとともに、市民から希望があれば普段使い用のエコバッグとして譲渡しています。

小売店等では、使い捨てプラスチック袋の代替品にかかる初期投資等の負担を軽減していただくとと

もに、環境活動を通じた集客や店舗イメージの向上などに繋げられるよう、シェアバッグ提供店舗で

あることを明示するポスターを作成して表通りに面した場所に貼付しています。また、新たなエコバ

ッグを作らない・配らない取組を進めることにより、エコバッグの製造・流通・販売時に生じる環境

負荷の軽減を目指しています。 

○譲渡を受けたバッグ（概数） 

種 類 枚  数 備  考 

市 民 12名（50枚） 弊社事務所(大井町並河)で受付 

小売店 2社（150枚） 新聞販売事業者・生活雑貨小売店 

イベント 100枚 青年会議所イベント・アグリフェスタ 

 

○譲渡したバッグ（概数） 

種 類 枚  数 備  考 

市 民 5名（7枚） 弊社事務所(大井町並河)で受付 

小売店 7社（190枚） 豆腐店・鮮魚店・洋菓子店・青果店・農産物直販所 

イベント 20枚 青年会議所イベント・アグリフェスタ 

 

 



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 

   水環境の保護・保全を目的として、市民の環境意識を啓発するための事業を行いました。 

実施日 催事名 場所及び内容 参加者 

7月13日 
水辺の教室 

(地球環境子ども村協働事業) 

保津川河畔 

(大井町並河荒内付近) 
114名 

8月3日 
こども海ごみ探偵団舞鶴海岸調査 

（川～海プロジェクト事業） 
舞鶴市野原海水浴場 33名 

 

   b 普及啓発活動 

水環境保全の普及啓発活動として、弊社の委託業務区域のし尿くみ取り世帯（1,066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。 

 

（イ）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、弊社の担当区域（篠町、東つつじヶ丘、西つつじヶ丘、南つつじヶ丘、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。 

   令和元年度収集・運搬業務実績     

種類及び区分 令和元年度 平成30年度 差引増減 前年比 

延べくみ取り件数 13,458件 14,062件 △604件 95.7％ 

収集運搬量 3,665.4kℓ  3,994.8kℓ  △329.4㎘ 91.8％ 

 

ウ 一般管理業務 

 公益法人法等の関連法令及び定款に基づく法人運営並びに法人の総務を着実に遂行し、安定的な法人

経営に資する業務を行いました。また、亀岡市域での風水害発生や感染症の流行等に対応するための施

策を検討し、安定的な家庭ごみ及びし尿の収集運搬業務の遂行体制を整えました。 

毎日亀岡市内一円で公用車を運行する事業の強みを活かすため、高齢者の見守りサポートを企画し、

令和2年1月28日及び30日に亀岡市社会福祉協議会・中部地域包括支援センターの認知症サポーター養成

講座を全職員が受講しました。以来、家庭ごみ及びし尿の収集運搬業務中に約30台の公用車に乗務して

いる職員が高齢者の見守り活動を行っています。 

弊社の持続可能な発展のため、事業の専門性を高めてより公益性を発揮するため、必要な組織間協定

を締結しました。 

職場の安全衛生管理として、安全衛生委員会活動を推進し、役職員の健康診断やストレスチェックを

実施するとともに、職員のメンタルヘルス対策を推進しました。公私における交通事故防止対策を含む

労働災害防止活動については、安全対策の見える化を進めました。 

 

 

 

 

 

 



 クリーンかめおか推進会議をはじめ、外部機関・団体の運営や事業に参画して公益目的事業の充実に

取り組んでいます。 

 令和元年度参加実績 

クリーンかめおか推進会議 副会長 
総会出席（1回）理事会出席（2回） 

視察研修（1回） 

川と海つながり共創プロジェクト 委員 事 業 運 営 （ 1 回 ）           

世界に誇れる環境先進都市かめおか協議会 委員 協議会出席（8回） 

亀岡市循環型社会推進審議会 委員 審議会（1回） 

亀岡ハーフマラソン大会実行委員会 委員 総会出席（2回） 

 

(3) 職員配置（令和2年3月31日現在） 

区分 人数 

正  職  員 55名 

再雇用職員 3名 

計 58名 

  

(4) 保有・管理車両の状況（令和2年3月31日現在） 

用   途 し尿収集運搬業務 ごみ収集運搬業務 事務連絡 

種   類 

 

バ キ ュ ー ム 車         

 

プ レ ス 車         ダンプ車 

 

ビン分別 

収集車 

軽自動車 

 

種類別台数 5台 14台 9台 2台 3台 

合計台数 5台 25台 3台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７．役員会に関する事項 

 (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 

審議事項 

第1号議案 

第2号議案 

第3号議案 

第2回評議員会 

報告事項 

報告第1号 

審議事項 

第1号議案 

 

 

 

評議員の選任について 

理事の選任について 

監事の選任について 

 

 

平成30年度事業報告について 

 

平成30年度財務諸表及び財産目録の承認について 

 

平成 

  

31. 4.  4 

 31. 4.  4 

 31. 4.  4 

令和 

  

元. 6.  3 

 

 元. 6.  3 

 

平成 

  

31. 4.  4 

 31. 4.  4 

31. 4.  4 

令和 

 

― 

 

 元. 6.  3 

 

 (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 

 審議事項 

第1号議案 

第2回理事会 

 審議事項 

第1号議案 

第2号議案 

第3回理事会 

 報告事項 

報告第1号 

 

第4回理事会 

 審議事項 

第1号議案 

第5回理事会 

 審議事項 

第1号議案 

第2号議案 

第3号議案 

第6回理事会 

 審議事項 

第1号議案 

第2号議案 

 

 

理事長の選定について 

 

 

平成30年度事業決算報告の承認について 

評議員会の招集について 

 

 

事業報告について 

 

 

 

職員給与規程の一部改正について 

 

 

令和元年度補正予算（第1号）について 

令和２年度事業計画及び収支予算について 

臨時雇用職員給与規程の一部改正について 

 

 

処務規程の一部改正について 

評議員会の招集について 

平成 

 

 31. 4.  4 

令和 

  

元. 5. 16 

 元．5. 16 

 

 

元．11. 27 

 

 

 

元．12. 24 

 

 

2． 2. 20 

2． 2. 20 

2． 2. 20 

 

 

2． 3. 27 

2． 3. 27 

平成 

 

 31. 4.  4 

令和 

  

元. 5. 16 

 元. 5. 16 

 

 

－ 

 

 

 

元．12. 24 

 

 

2． 2. 20 

2． 2. 20 

2． 2. 20 

 

 

2． 3. 27 

2． 3. 27 

 



 令和元年度事業報告には、「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。 

 

令和2年5月              

公益財団法人亀岡市環境事業公社 

 

 


