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Message

CSRに対する考え方
タカヤマは、人々への快適環境を提供する仕事を通じ、

広く社会へ貢献することを企業理念としています。

この理念をもとに、地球環境の保全と地域社会への貢献を通じ、

社会的責任を果たし続けることで、

事業活動におけるすべてのステークホルダーに

信頼される企業を目指します。
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平素は弊社をご愛顧賜りありがとうございます。本年も“若タカ会”メ

ンバーにより作成された第3号のCSRレポートを皆様にお届けるできる

ことを大変嬉しく思います。今期も“若タカ会”メンバーが自ら企画を考

え、実行してくれました。活動内容は『ベンチマーク』『ボランティア』そし

て、『CSRレポート』の作成と多岐に渡っております。業務の合間の少な

い時間の中でエネルギッシュに行動してくれたこと、大変頼もしく且つ

嬉しく思います。

私には常に『社歴は毎年、年齢を重ねるが、社員の平均年齢は若くす

る』との思いがあります。現在、弊社では全社員の25%が新卒社員とな

り、来年度の内定者も加えるとその社員割合がより高まっていきます。こ

のエネルギーで、社業の発展はもちろん、地域貢献や社会貢献にも積極

的に取組み、様々な体験や経験を積んで欲しいと思っています。今期よ

り、会社方針で“ワクワク環境体験”なる子供達を対象とした環境教育応

援事業を始めました。所沢市の歴史や生物紹介、社業の紹介やゴミの分

別の重要性、ザリガニ釣り等を加え楽しく環境を学んで欲しいという発

案から始めた事業です。この企画も、“若タカ会”メンバーが中心となり

進めてくれています。

これらの活動を通じて、地域からもより一層信頼される企業を目指し

て参ります。今後共、変わらぬご支援ご厚情を賜りますようお願い申し上

げます。

CRSレポート3号発刊にあたって

代表取締役

齊藤  吉信

株式会社
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Outline
会社概要

本社社屋

商　号 株式会社タカヤマ

代表者 齊藤 吉信

創業年月日 昭和33年1月

設立年月日 昭和49年1月

資本金 4,000万円

従業員数 121名（2016年8月15日時点）

［ 拠　点 ］

本　社 埼玉県所沢市南永井37-9
 TEL：04-2993-1213

エコジョイン北関東 埼玉県本庄市児玉町共栄710-6
 TEL：0495-72-6565

エコジョイン富岡※ 福島県双葉郡富岡町大字上手岡字茂手木198-4
 TEL：0240-22-7311
  ※震災に関する国の法律により居住制限区域にあるため、現在操業を停止しております。

Business Domain
事業内容

■ 産業廃棄物収集運搬業

 《優良産廃処理業者認定》

 埼玉県　東京都　長野県　山梨県
 福島県　新潟県　宮城県

 栃木県　群馬県　千葉県
 茨城県　神奈川県　静岡県　愛知県

■ 産業廃棄物処分業（中間処分）
 《優良産廃処理業者認定》

 埼玉県

■ 一般廃棄物収集運搬業
 所沢市　川越市　清瀬市
■ 建築物排水管清掃業登録
 全　国
■ 建築物飲料水貯水槽清掃業登録
 全　国
■ 浄化槽保守点検業登録
 埼玉県　さいたま市　川越市　東京都
■ 浄化槽清掃業許可
 所沢市
■ 計量証明事業登録（質量）
 埼玉県　他

許認可一覧（一部掲載）

■ 産業廃棄物収集運搬

■ 産業廃棄物処分（中間処分）

■ グリストラップ清掃

■ 排水管清掃

■ 各種排水槽清掃

■ 一般廃棄物収集運搬

■ 浄化槽保守点検・清掃

■ 排水処理設備保守点検

■ 貯水槽清掃

■ 産業廃棄物中間処理施設技術管理者
■ 産業廃棄物焼却施設技術管理者
■ 浄化槽管理士
■ 貯水槽清掃作業監督者
■ 建築物貯水槽清掃作業従事者
■ 排水管清掃作業監督者

■ 建築物排水管清掃作業従事者
■ 酸素欠乏危険作業主任者
■ 公害防止管理者（水質4種）
■ 埼玉県水質関係公害防止主任者
■ 埼玉県ダイオキシン類関係公害防止主任者
■ 危険物取扱者　他

取得資格一覧（一部掲載）

パッカー車

10tマグナスダンパー車

高圧洗浄車

※ 42期：2014年10月～2015年9月

売上高（単位：百万円）
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収集運搬量（単位：t）
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エコジョイン北関東処分量（単位：t）
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Business data
事業データ
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快適環境の創造を目指し続けて58年

History

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2016

1954
■ 「清掃法」制定

1958
■ 「下水道法」制定

1969
■ 公害が激化、初の「公害白書」

1970
■ 「廃棄物の処理及び清
掃に関する法律」制定

1983
■ 「浄化槽法」制定
■ ダイオキシン問題発生

1993
 「環境基本法」制定■

■ 「循環型社会形成基本法」制定
2000 2011

■ 東日本大震災
■ 福島原発事故発生
■ 優良産廃処理業者認定
制度運用開始　　　　

2012
■ 利根川水系ホルムアルデヒド検出による水質汚染発生
■ 東京スカイツリーオープン

2013
■ 富士山世界文化遺産に決定

2014
■ 消費税率8％へ増税　　　　

2015
■ マイナンバー運用開始
■ ラグビーＷ杯 日本3勝

2016
■ 廃棄物の不正転売問題発生
■ 熊本地震発生
■ 電力小売自由化

2006
■ 「廃棄物の処理及び清掃
に関する法律」 改正

2007
■ 新潟県中越沖地震が発生

2008
■ 洞爺湖サミット開催

1980年代後半～
■ バブル景気による廃棄
物排出量の増加

■ ゴルフ練習場「日高ゴルフプラスワン」開業
1982

■ 「高山商事」創業
■ 本社事務所、駐車場設置

■ 新卒採用第1期生入社
2001

■ 本社新社屋竣工
2003

■ ISO14001認証取得
2002

■ ISO9001認証取得
2004

■ グリストラップ一元管理業務全国展開
2005

■ 「エコジョイン富岡」開業
■ 埼玉県ロードサポート開始

2007

■ エコビジネスセンターを
「エコジョイン北関東」に名称変更

■ 「タカヤマアカデミー」「見える化」開始

2009

■ 東日本大震災による福島原子力事故に伴い、
「エコジョイン富岡」操業停止

2011

■ 全国産業廃棄物連合会全国大会
環境大臣賞受賞

■ プラスワン事業譲渡

2015

■ 新卒第11期生入社
■ 「ワクワク環境体験」スタート

2016

■ 「品質向上パートナーシップセミナー」開始
■ 車庫「ナチュア」完成

2012

■ 埼玉県経営品質協議会「知事賞」受賞
■ 「エコジョイン北関東」大規模リニューアル工事

2013

■ 産業廃棄物収集処分業優良認定
2014

■ 「株式会社タカヤマ」
として組織変更

1988

■ エコビジネスセンター 
ダイオキシン対策

1999

1958
■ 創業者、尚元逝去
1972

1974
■ 「有限会社高山商事」として
法人設立

■ 齊藤吉信、代表取締役社長に就任
1979

産業廃棄物中間処理施設

「エコビジネスセンター」開業

■
■  

1992
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参加された方々
の声

タカヤマはし尿汲み取り業から始まり、浄化槽の管理、一般家庭ごみの収集等、地域に根差した
業務を行い、まもなく創業60周年を迎えようとしています。タカヤマがここまで成長してこれたの
も、地域の方々をはじめとする、多くの方々のご支援があってのことです。この感謝の気持ちを地域
に還元していこうという思いから、環境学習応援活動を始めました。
この活動では、アトラクションを楽しみながら地域の環境について興味をもっていただき、地域ぐ
るみで環境について取り組んでいく事を目的としています。

特集 地域と作る環境社会
～ワクワク環境体験始めました～

ザリガニ釣り体験は、代表の齊藤が幼い頃に楽しんだ遊びを
通して、自然や生物と触れ合ってもらいたいという思いから企画
しました。参加する子供達の中には、ザリガニ釣りを初めて体験
する子も多かったようで、目をキラキラさせながら真剣に取り
組んでいました。
この企画を通して子供達に少しでも自然や環境に興味をもっ
てもらえたらと思います。

ザリガニ釣り体験

環境学習では、所沢の歴史や環境、生物について、クイ
ズ等を通して考えながら学び、地域の環境に興味を持って
もらう事を目的に企画を行いました。
参加している子供達は、意外と知らない所沢の事や、一
緒に暮らしている自然や動物について新たな発見もあった
ようで、興味深そうに話を聞いていました。
この企画をきっかけに、子供たちが環境の事を考えて自

ら行動できるようになってくれると、地域の環境保全にも繋
がっていくはずです。

環境学習

ゴミ収集体験は、タカヤマの業務の中でも一番地域の
生活に関わっているゴミ収集の仕事を体験してもらい、タ
カヤマの仕事を知ってもらう事を目的としています。学校
の帰り道に見かけたりするゴミ収集車に実際に乗って、ゴ
ミの積み込みまでできてしまう！子供達にとって、とても
貴重な体験になったと思います。
この体験を通して、ゴミ収集のイメージが良くなると嬉
しいです。

ゴミ収集体験

子供にとって、

とても貴重な体験になりました。

ありがとうございました。

素晴らしい
取り組みだと思います。

今後も継続してもらいたいです。
スタッフの方の対応も良く、

内容も充実していたと
思います。
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環境［自然］へつなぐ
タカヤマの環境事業は、現在の地球環境の保全と、
未来の豊かな環境へ繋がっています。  

　エコアクション21とは、環境省によって策定された企業の「環境活動」に関するガイドラ
インです。企業は自らの環境に対する取り組みについて、このガイドラインを元に仕組みを
作成し、実際に活動を行いながら改善していった結果を社会に公表しています。タカヤマ
では、所沢本社で認証を受け、電力や排水量などの削減に取り組んでいます。

環境方針
［　基本理念　］
タカヤマは、人々への快適環境を提供する仕事を通じ、地域との共生を図り、地球環境の保全の重要性を認識し、
全社員が一丸となって、持続可能な循環型社会の構築に貢献します。

［　基本方針　］
1.エコアクション21で環境管理体制を整備し、環境保全活動を推進します。
2.廃棄物の収集運搬・処分に於ける環境負荷を低減するため、次の項目に取り組みます。
　●省エネルギー（電力・燃料等）の推進
　●省資源（水・紙等）の推進
　●廃棄物の3R（減量・再使用・再利用）の推進
3.関連する環境関連法規則の要求事項を遵守します。
4.全社員が環境負荷低減活動を積極的に実践できるように、この環境方針を周知徹底します。
5.この環境方針は社外にも公表します。

本社の取り組み

エコアクション21 目標 ■

実績 ■

（単位：kg）

4,000

5,000

6,000

7,000

5,990

7,091

42期

目標 ■

実績 ■

（単位：A4紙）

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

212,798

236,436

42期

5,073

4,855

40期

5,340

5,315

41期

201,600

208,500

40期

179,500

212,798

41期

（単位：km/L）

5.00

6.00

7.00

8.00

41期 42期

6.31

7.28

電力使用量削減への取り組み

　所沢本社・車輛基地ともに、冷暖房の設定温度制限や不在時の消
灯など、消費電力の低減に取り組んでいます。

【 活動結果 】
　今期は大幅に目標達成となりました。社員一人ひとりの節電に対する
意識がエコアクションの継続により高まってきたことが要因と考えられま
す。来期も引き続き活動内容を皆が意識すること、また、徹底することがで
きていない時間外勤務削減に向けた取組みが必要であると考えます。

総排水量削減への取り組み

　車輛整備等で水を使用する機会の多いタカヤマでは、排水量の抑
制は大切な取り組みです。洗車や作業服の洗濯時にはできる限り水
の使用量を減らすよう、作業員がお互いに声をかけ合っています。ま
た、雨水の再利用も目標達成のために欠かせない取り組みとなって
います。

【 活動結果 】
　42期は目標に対し、84.4％と大幅に目標達成となりました。洗車方法
の改善効果がでているため、更なる改善を進めます。

目標 ■

実績 ■

（単位：m3）

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

3,133

2,434

40期

2,455

2,437

41期

2,479

2,092

42期

実績 ■ 6.31 7.28

「EA21全国交流研修大会」にて講演しました

廃棄物排出量削減への取り組み

　当社は廃棄物処理業者として、自社から出る廃棄物の削減にも
積極的に取り組んでいます。日頃の分別はもちろん、プラスチック
コップの使用量削減や紙ゼロ（※下記参照）などの取り組みを実施
し、本社や車庫で排出する廃棄物総量の削減を図っています。

【 活動結果 】
　42期の総排出量は7,091kgとなり目標値大幅に超えてしまいまし
た。VM活動による社内整理の活発化が主な原因です。
　今後も社内整理が行われるため、目標値と取り組み内容の見直しを行
い、社員ひとりひとりが意識を高め、全員で廃棄物の排出量を減らしてい
く必要があります。

　平成27年10月、当社のEA21に関する取り組みを評価頂き、第10回
EA21全国交流研修大会（主催：EA21中央事務局／会場：パシフィコ横
浜会議センター）にて取り組み事例を講演しました。
　講演は若タカ会とEA21の歩みと題して、EA21の導入経緯や若タカ
会メンバーが主となり認証を取得したこと、現在の運営体制や活動結
果について発表を行いました。
　また、当社以外の参加企業による講演を拝聴し、優れた取り組みを学
ぶことでとても参考になりました。

紙ゼロへの取り組み

　紙ゼロとは紙の印刷をできるかぎりゼロにする活動です。資源と
しての『紙』の使用量を削減するとともに、廃棄物の発生抑制にもつ
ながります。具体的には「使用済み資料を裏紙として再利用」「受信
FAXのデータ管理」など、小さな取組をひとつずつ実践するようにし
ています。 

【 活動結果 】
　42期は目標に対して20,000枚以上も多くの紙を使用してしまう結果
となりました。今後は、目標値の見直し、取り組み内容の改革を行い、社
を挙げて紙ゼロを徹底していきます。      

業務車輛燃費向上への取り組み

　当社には多種多様な業務車輛があり、毎日様々な現場へ向かって
います。車輛の増台に伴い、使用する燃料をいかにして削減していく
かが大きな課題となっています。 現在、車輛にドライブレコーダーを
導入し、日々の走行状況をチェックする取り組みを実施しています。

【 活動結果 】
　ドライブレコーダー導入後、各車輌の燃費が向上しています。その結
果、燃料費の削減のほか、温室効果ガス削減にも貢献しています。更なる
燃費向上に向けて、今後も継続した取り組みを行います。

こんな取り組みも行っています

目標 ■

実績 ■

（単位：kWh）

52,407

66,267

40期

61,655

64,007

41期

66,267

59,896

42期
40,000

50,000

60,000

70,000

※ 42期：2014年10月～ 2015年9月活動結果

認証・登録番号 0008168
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安心安全な工場

処理の実績データ公開

環境［自然］へつなぐ

放流槽

処分実績（年/月）

2014/ 10 11 12 2015/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計

46.3 49.1 66.4 37.3 47.3 45.3 49.2 48.6 75.1 74.5 62.4 55.7 657.2

3,773.60 4,032.60 4,677.60 4,399.20 4,263.80 5,482.10 4,263.30 4,565.80 4,849.20 4,637.20 4,743.40 4,349.40 54,037.20

4,344.80 4,315.90 5,554.80 4,741.40 4,636.30 5,726.40 6,131.80 4,827.00 4,935.70 4,938.00 5,588.30 5,330.80 61,071.20

1,291.50 1,235.10 1,340.00 1,516.80 1,197.70 1,462.40 1,224.80 1,317.30 1,082.20 1,063.10 1,262.00 1,002.20 14,995.10

5,636.30 5,551.00 6,894.80 6,258.20 5,834.00 7,188.80 7,356.60 6,144.30 6,017.90 6,001.10 6,850.30 6,333.00 76,066.30

○産業廃棄物の受入量・処分量

汚泥

動植物性残渣

受入量計

脱水処理

焼却処理

処分量計

受入量

受入量

処分実績（年/月） 

2014/ 10 11 12 2015/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計

153.5 184.8 283.1 222.9 315.3 415.8 119.7 172.8 366.3 240.9 197.1 303.9 2976.1

181.8 129.2 100.1 108.2 110.2 180.9 79.2 132.5 130.4 109.5 71.6 80.2 1413.8

335.3 314 383.2 331.1 425.5 596.7 198.9 305.3 496.8 350.4 268.6 384 4389.8

49.5 50 57.8 57.2 39.6 58.6 43.7 35.8 28.5 40.4 37.9 36 535

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49.5 50 57.8 57.2 39.6 58.6 43.7 35.8 28.5 40.4 37.9 36 535

○処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量

○施設見学の受け入れ

廃棄物
種類

汚泥

燃え殻

持出先

委託

処分方法

合   計

合   計

再資源化（発酵）

管理型埋立

委託
再資源化（固形化）

管理型埋立

環境に配慮した処理の流れ
※1　脱水処理量は当工場の排水処理施設で発生した余剰汚泥の処理量も含みます。
※2　上記実績データは弊社42期（2014年10月～2015年9月）のものです。最新データはHPをご参照ください。

 ［単位：t］

 ［単位：t］

環境方針
１．汚泥及び動植物性残渣の中間処分業及びリサイクリング業として、環境影響に配慮した操業を目指し、
 特に以下の項目について優先的に環境保全活動を推進する。
 ■臭気拡散・大気汚染・水質汚濁の軽減
 ■廃棄物の減量化・安定化及び再資源化の向上
２．環境に与える影響を確実にとらえ、環境目的・目標・プログラムを定め、技術的・経済的に可能な範囲で
 環境マネジメントシステムの継続的な改善と汚染の予防に努める。
３．環境に関連する法律・条令・利害関係者との同意事項を順守し、一層の環境保全に取り組む。
４．環境教育の実施により全従業員への環境方針の理解と環境に関する意識向上を図る。
５．本方針は求めに応じ公開する。

　当社の基幹工場であるエコジョイン北関東では、環境保全活動の実績を把握し、改善活動に意欲的に取り組むため、
ISO14001に基づく操業管理を行っています。
　当工場は、2002年にISO14001を認証取得し、2016年1月19～20日、外部の審査機関である日本化学キューエイ株式会社
により、維持審査を実施しました。取得以降、今回も引き続き、改善指摘事項（不適合事項）はなく、認証更新の許可を受けていま
す。今後も法令遵守を基本に、環境マネジメントを実践し、事業活動を通じた環境保全活動に取り組んでいきます。 3,727.40 3,983.40 4,611.20 4,361.90 4,216.50 5,436.90 4,214.10 4,517.20 4,774.10 4,562.70 4,680.90 4,293.70 53,380.00

ISO14001への取り組み

汚泥を受入れ、夾雑物
を除去した後、脱水処
理を行い、ケーキとろ
液に分離します。

受入・脱水処理

脱水ケーキを乾燥・焼
却処理して、減容化を
図ります。

焼却処理

汚泥投入装置

乾燥機

脱
臭
炉

冷
却
塔

消石灰タンク

集塵機

減温水タンク

焼却炉

誘引ファン
ケーキ投入槽

脱水ケーキホッパ 煙突
No.1

ケーキホッパ
No.2

ケーキホッパ

　エコジョイン北関東では、弊社のお客様に限らず、お取引のないステーク
ホルダーの方々にも工場を広く公開しています。42期は、99団体262名（前
期比＋24団体＋143名）の方にご来場いただきました。
　ご来場者様からは、「臭気が感じられなくなった」や「施設イメージが良く
なった」等のご好評をいただいています。

　工場見学では、普段見ることのできない汚泥処理の現場を見ていただく
ために見学専用ルート・コーナーを設置しています。安全な場所で、汚泥処理
の仕組みについて学ぶことができます。
　今後も、全てのお客様に安心して頂ける施設運営を継続し、更なるサービス
向上や万全の管理体制を目指していきます。

放流

調整槽

脱窒槽

中和槽

脱窒槽 No.1沈殿槽 No.2沈殿槽接触曝気槽

反応槽

有機汚泥投入槽

高負荷汚泥投入槽

脱水原水槽

水分

ロータリースクリーン

スクリーン

スクリーン

スクリュープレス脱水設備B

ろ液槽

調整槽
し渣処理

凝集剤槽

凝集剤槽

凝集剤槽

凝集剤槽

中継槽

中継槽

脱離液槽

凝集混和槽

スクリュープレス脱水設備A

脱離液槽

凝集混和槽

スクリーン

無機汚泥投入槽

沈砂

路盤材利用

灰搬出

灰搬出灰搬出

農地利用

硝化槽

脱水処理から発生し
たろ液を生物学的硝
化脱窒法により処理
して放流します。

排水処理

コンポスト工場にて
肥料化・製品化

コンポスト工場

最終処分場にて
管理型埋立処分

最終処分場

再生砕石工場
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環境［自然］へつなぐ

○臭気測定

○放流水水質測定

○ダイオキシン類測定

○ばい煙測定

 測定日 測定項目 単位 測定値 規制基準値 計量証明No. 結果

　当工場では、開かれた工場運営を目指し、環境測定データをホームページ並びに施設掲示板に公開しています。
今年も、通年で各測定項目において基準値に適合した結果を得ています。

※上記測定結果は弊社42期（2014年10月～ 2015年9月）のものです。最新データはHPをご参照下さい。

環境測定データの公開

　当工場では、開かれた工場運営を目指し、環境測定データをホームページ並びに施設掲示板に公開しています。
今年も、通年で各測定項目において基準値に適合した結果を得ています。

環境活動に関する取り組み

2014年 10月 6日

 11月 10日

 12月 1日

2015年 1月 5日

 2月 9日

 3月 2日

 4月 6日

 5月 11日

 6月 8日

 7月 6日

 8月 3日

 9月 7日

2015年 4月 9日

 9月 11日

7.9

8.1

8.4

8.3

8.1

8.2

7.9

8.2

8.3

8.2

8

8.1

1.6

1.9

4.3

4.2

9.9

4.4

8.6

6.9

3.3

4.2

4.2

1.1

5未満

5未満

5未満

5

13

5

11

5未満

5未満

8

11

5未満

5.6

11

5.7

6.1

26

4.9

5.7

7.3

4.6

5

6.4

5.5

0.13

0.10未満

0.10未満

0.13

0.15

0.10未満

0.22

0.14

0.16

0.16

0.16

0.2

採取日

 規制基準値

ｐH値

試験結果

敷地境界風上指数 風上規制基準 敷地境界風下指数 風下規制基準
結果報告書No. 結果

10未満

10未満

10

15

10未満

10未満

15

15  

27002

27097

適合

適合

BOD SS（浮遊物質量） 全窒素（T-N） 全燐（T-P）

5.8～8.6 20 50 60 8

Ｈ1401909

Ｈ1402262

Ｈ1402456

Ｈ1402783

Ｈ1403198

Ｈ1403424

Ｈ1500065

Ｈ1500337

Ｈ1500636

Ｈ1501033

Ｈ1501323

Ｈ1501764

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

計量証明No. 結果

採取日

測定日 試料の種類 単位 測定値 規制基準値 計量証明 No. 結果

2014年 10月 27日

2014年 10月 27日 Ｔ14Ａ2704 適合

Ｔ1543002 適合2014年 4月 30日

排ガス

焼却灰

集塵灰

ばいじん

硫黄酸化物

窒素酸化物

塩化水素

ばいじん

硫黄酸化物

窒素酸化物

塩化水素

O2 12％換算値

排出量

O2 12％換算値

O2 12％換算値

O2 12％換算値

排出量

O2 12％換算値

O2 12％換算値

g/m3N

m3N/h

ppm

mg/m3N

g/m3N

m3N/h

ppm

mg/m3N

0.002

2.83

94

71

0.013

0.27

120

21

0.15

12.8

180

200

0.15

12.8

180

200

ng-TEQ/m3

ng-TEQ/m3

ng-TEQ/m3

0.018

0.000000046

0.00063

5

3

3

D-13A2801-1

D-13A2801-2

D-13A2801-3

適合

適合

適合

　2013年11月にエコジョイン北関東の施設リニューアル工事が
完工してから2年が経過しました。本リニューアル工事は「周辺の
生活環境への更なる配慮・臭気の封じ込め」という大きな目的
の下に、実施されました。
　当工場では、各種公害防止設備を備えることに加え、年に2回
開催している近隣住民の方々との懇談会を通じて対話を図る
等の努力を続けています。

　近年は、24時間稼働を続ける焼却施設の機械運転音に配慮し、高速道路等で使用されている「防音壁」を新設しました。また、
地震や豪雪等の災害時に近隣住民の方々にご利用いただくため、食料品や救急セット等を完備した「防災備蓄倉庫」を設置した
ほか、人命救助を要する緊急時に使用いただけるよう、「自動体外式除細動器（AED）」の設置などを実施しています。今後も、お客
様、社会のニーズにお応えし、「開かれた工場」づくりを目指して、継続的な取り組みを行っていきます。

周辺環境との調和を目指して

電力使用量
　事務所棟・研究開発棟の冷暖房温度制限や不在時の消灯、排水
処理ブロアや、脱水・焼却施設全体の処理効率の向上など、消費
電力の低減に積極的に取り組んでいます。

【 活動結果 】
　41期はリニューアル工事完工後の建屋増設に伴う電気使用量増加を
見込み目標設定を高く設定しましたが、42期は更に前年目標値より低
く設定しました。前期に引き続き、処理効率向上等の努力により、受入量
当たりの電気使用量目標を達成し、前期実績も下回ることができました。

A重油使用量
　エコジョイン北関東では、焼却施設を保有しており、焼却炉の助
燃材として化石燃料であるA重油を使用しています。焼却炉への汚
泥投入量の調整や配合等を、日常管理の中で検討・実践し、より燃
焼効率の良い焼却方法を模索しています。

【 活動結果 】
　受入を行っている汚泥の性状により、使用量が大きく変動するＡ重油使
用量ですが、42期使用量は前期比、目標比ともに削減に成功しています。

目標 ■

実績 ■

（単位：kWh／受入量t）

35

40

45

50

55

47

43.71

40期

52

49.53

41期

50

46.30

42期

目標 ■

実績 ■

（単位：ｋL/月）

24

14.33

0

5

10

15

20

25

16

11.83

40期 41期

14

10.66

42期

焼却炉周辺への防音壁の設置 　防災備蓄倉庫の新設 　自動体外式除細動器（AED）の導入
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品質でつなぐ
タカヤマの品質向上へ向けた取り組みの数々は、
お客様に感動して頂けるサービスへ繋がっています。

さらなる高品質を目指して…

小集団活動

1日の作業の流れ

○小安全大会

これらの活動を活かし、  
お客様に感動していただけるサービス提供を   

  目指します！

小集団で活動を行うことにより、より迅速に問題点を発
見・改善することができ、個人の意識向上にも繋がって
います。

小集団①

安全

小集団②

品質

小集団③

個の成長

毎月、運転や作業の安全に関するミーティング
を行っています。運転時の車輛の内輪差につ
いてや、始業点検方法の確認など、事故を防ぐ
ための様々な行動や知識を共有しています。

○品質勉強会
品質の高いサービスを提供できるよう勉強会
を行っています。車輛の操作手順の再確認や、
トラブル時の対応策、車輛の美化維持方法を
周知し、実際に行動に移していきます。

○品質パトロール
月に数回、リーダーが作業現場に抜き打ちで
訪問し、パトロールを行っています。作業その
ものだけでなく、服装やKY活動、お客様対応
等すべての行動をチェックします。指摘事項は
スタッフに直接フィードバックされ、作業品質
の見直しに活用されています。

○スキルアップチャレンジ
スタッフの資格取得の推進を行っています。作
業に必要な資格を得ることにより、スタッフ自
身の業務に対する幅が広がります。

【43期 主な資格取得・講習受講】
・職長・安全衛生責任者…3名
・大型運転免許…1名
・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者…2名

○成長対話の促進
月に一度、上司と部下が対話をする場を設け
ています。仕事に関する相談や、自身が成長
するために必要な具体的な行動を上司と一
緒に考えます。1ヶ月の行動を振り返る、大切
な時間となっています。

○ナチュア内安全パトロール
車輛基地であるナチュアをパトロールし、危険
箇所やスタッフの安全行動の欠如がないか
チェックします。パトロールで見付かった問題点
は報告書にまとめられ、迅速に改善されます。

小集団①

安全

小集団②

品質

小集団③

個の成長

人身・車輛・物損事故ゼロを目標に
活動しています。

同じミスを繰り返さないこと、重大なミスを
未然に防ぐことを目的として活動しています。

多様な資格の取得や知識・技術のレベル
アップをサポートする活動をしています。

出発 現場到着 作業準備 作業開始 作業終了 帰社

始業点検
出発前に車輛点検を行い、
問題や不備がないか必ず確認します。

安全対策
現場到着後、落下等の危険のある
場所を確認し、カラーコーンや看板で保安をします。

作業中
現場の注意点やお客様の要望を
確認しながら、迅速・安全・正確な作業を行います。

作業終了
清掃後、お客様に確認をしていただき、
キレイに片付けてから現場を後にします。

タカヤマでは、現場作業に従事するスタッフを小集団（小
さな組織体）に分け、それぞれ作業品質や安全性の向上
に関する活動をしています。

小集団活動とは？
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品質でつなぐ

全国に約70社の
独自ネットワーク

当社は産業廃棄物処理業界における品質日本一を目指しています。この品質向上
への取り組みは全てのステークホルダーに対して開かれたもの、共に発展してい
くべきものと捉え、セミナー開催や会社訪問により、協力業者の品質向上と相互
に発展できる全国ネットワークの構築にも力を入れています。

品質向上ネットワーク構築へ向けて

当社では、2010年より「業務品質アンケート」を実施しています。現場作業や処分場、営業担当者、電話応対等の品
質についてお客様の率直なご意見をお伺いし、満足度やニーズを把握してタカヤマアカデミーにて共有、課題を学
び、より顧客ニーズに沿った形での業務品質向上を目指しています。　

お客様満足に繋がる品質向上への取り組み

　当社は、広域に飲食店をチェーン展開されてい
るお客様へ、グリストラップ清掃の一元管理をご
提案しています。各地域の高品質・適正料金など
清掃業者・廃棄物処分業者を選定し、お客様にご
案内します。正確・清潔な店舗運営をサポートし、
廃棄物の不法投棄・不適正処理による環境汚染
とリスクを未然に防ぐ安心・安全を提供します。 　43期のアンケート実施結果は42期と比較して評価

が下がっていますが、全体での満足度は90点という高
い評価をいただけました。評価が下がった主な原因は評
価5の項目が評価4になっていた事です。
　本社への評価は上がっている項目もありましたが、営
業と業務（配車）の評価が下がってしまいました。これを
課題と捉え、配車業務体制の見直しと、営業・業務の連
携による提案力の強化で、お客様満足に繋げていこうと
考えています。工場への評価はリニューアル後から毎年
評価が上がっており、施設の改善だけではなく、スタッフ
の意識向上もお客様に感じていただけている結果となっ
ています。

　43期のタカヤマアカデミーでは業務品質アンケートの結果や課題の
他にも、更なるお客様満足の向上に向けて勉強会も行っています。
　今回は「業務はアナログ、管理はハイテク＆ハイクオリティ」というテー
マで、タカヤマの業務におけるITの活用について話し合い、どのような
事が出来るかを考えました。参加者が全社員の為、所属部署や業務内容、
個人の考え方の違いから、バラエティに富んだアイディアがでてきます。
参加者全員が品質について真剣に考えるタカヤマアカデミーは、社員の
意識を高める重要なイベントとなっています。

全国ネットワーク

アンケート実施結果［ 42期　43期 ］

タカヤマアカデミー

視察代行

　当社では、全国にある協力業者様・処分場様を対象
に、排出事業者様に代わり、視察を行っています。自社
で作業を行なうタカヤマだからこその現場目線での適
切なアドバイスを行なうことにより、排出事業者様への
安心だけでなく、協力業者様にとっても有益なノウハウ
を共有することのできる機会にもなっています。

パートナーシップセミナー

　グリストラップ清掃業務に関連した排出事業者様・パート
ナー企業と共に年1回、品質向上パートナーシップセミナーと
題し、集会を開いています。本年は、メディア化による人材確
保への取り組み、IT化による今後の事業展開、5S及びビジュ
アルマネジメントによる見える管理・見える経営への取り組
み、経営品質向上プログラムへの取り組みをお伝えしました。
　今後もグリストラップ汚泥に関連した企業が集まるという、
全国的にも例を見ない貴重な場を提供し続けます。

　メディア化による人材確保やIT化による事業展開につ

いて、大変参考になりました。

　タカヤマ様のセミナーは毎年参考になっております。

　本日はありがとうございました。

福島県　株式会社協和エムザー

アクアテック事業部　営業主任　関根 昌弥 様

　人材確保や社員教育に力を注いでらっしゃるのがよく

わかりました。アプリの開発や5Sなど、業務改善にも積極

的に取り組まれて大変参考になりました。

　次回のセミナーも楽しみにしております。

静岡県　株式会社ミダック

営業部　本社営業所　田村 猛 様

参加者様の感想
～収集運搬業者様～

参加者様の感想
～収集運搬業者様～

90

88

86
全社

42期 43期

本社 工場

（点）
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社会とつなぐ
タカヤマは地域や従業員同士のコミュニケーションを
大切にしながら、社会と繋がっています

○社員表彰

　経営計画発表会の中で前期１年間での頑張りに
対する表彰があります。業績や当社オリジナルの活
動に対して努力した人や部署を表彰しています。
　一人ひとりのモチベーションが上がる事が、お客
様へ提供するサービス品質向上につながります。

　期初に全社員が集い、当期の目標の確認、各部門方針の発表を行います。全
員で会社の目標や意識のベクトルを確認し、力を合わせ目標を達成していこう
という強い絆が生まれます。創立当初より行っている重要な行事のひとつです。

経営計画発表会

社員旅行

　2016年は創業60周年を記念し、宮古島と大阪へ分かれ社員旅行に行きました。日常の疲れを癒し、リフレッシュ。普段なかなか交流で
きない他事業所の社員ともコミュニケーションが取れ、改めて絆を深めることができました。

 タカヤマでは『事業は人なり』の精神のもと、従業員満足を高め、よ
りよい会社づくりのため、様々な取り組みにチャレンジしています。
　

事業は人なり

地域の方々とともに

○所沢航空記念公園清掃

　今年も地元である所沢の「航空記念公園」の清掃活動を実施し、
前回同様、園内の落ち葉やゴミの回収を行いました。当日はかな
りの強風でしたが、荷車に乗り切らないほどのゴミを集めることが
でき、公園の管理事務所の方や通行人の方から感謝の声をかけて
いただきました。
　小さな活動ですが、継続して活動することの大切さを感じました。
地域貢献のためにも、今後も続けていければと思います。

○女堀川清掃

　埼玉県の「川の国応援団」の一員として、当社の中間処理場のあ
る本庄市内を流れる「女堀川」の清掃を行いました。この女堀川は、
処理場にて浄化処理した水の放流先でもあります。
　当日は本社や処理場のスタッフ20名の参加がありました。今年
で2回目の河川清掃となりましたが、昨年よりも人数が増え、従業
員の環境貢献への意識が年々高まっていることを実感しました。今
後も引き続き、清掃活動を行っていきます。

清掃ボランティア活動

所沢市の家庭ごみ回収

　当社では、所沢市から委託を受け家庭ゴミの回収を行っていま
す。日々地域の方々と近い距離で接しているため、常に安全第一
で業務を行っています。その中で、「お疲れ様」「いつもありがとう」
と市民の方に多くの声をかけていただき、なによりの励みとなって
います。これからも、明るく元気に美しい所沢を守っていきます。

彩の国ロードサポート

　埼玉県が募集している登録制の道路清掃美化活動に参加して
おります。毎月1回、会社周辺の道路脇や歩道に落ちているゴミ
や草取りを行い、車や歩行者が気持ちよく安全に道路を通行で
きるよう清掃活動を行っています。現場、営業、事務など部署の垣
根を越え、皆で協力している事も楽しい時間になっています。

　42期は日本を代表する水処理メーカーとの取引ができ
つつ、現場作業にも出ながら環境サービス課の皆さんとも
一緒に仕事ができた1年間でした。昼夜を問わず仕事に
出ていた事は体力的にも非常に厳しい日が続きましたが、
それを社長をはじめ会社が見ていてくれた事で、今回の社
長賞をいただけたのだと思い、とても嬉しく思います。
　今後もお客様や社内の人達に頼られる仕事をしていき
たいと思います。

営業グループ営業二部　後藤 究

社長賞受賞者インタビュー
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編集後記
Editorial Note

 

未来につなぐ

2016年度新卒第11期生インタビュー

若タカ会活動記録

最後に、レポートの作成にご協力いただいた方々に、
この場をお借りしまして深く御礼申し上げます。

最後までご覧いただきありがとうございました。
今回も「若タカ会」にて
CSRレポート第3版作成に取り組みました。
その詳細をご紹介します。

新しい活動

　 CSRレポートを若タカ会にてとりまとめている事は、自社の取組み内容や意義に
ついて自分達で見直す良い機会になっています。
　今年は新しく環境学習応援活動を実施し、さらに地域や社会の為にできることが
あるのではないかという可能性に気づきました。
　若タカ会がタカヤマのCSR活動をけん引していく為にも、第3版のレポートをま
とめ、社内外に発信し続けていきたいと考えています。

　今年は、昨年も行った清掃ボランティア活動に加え、新たにワクワク環境体験と
いう環境学習応援活動を始めました。
　この活動は当社にとっても初めての取り組みであり、時に悩みながら内容を模索
していきました。まだまだ課題点も多くありますが、子供達がワクワク環境体験を通
じて楽しくゴミの分別や環境について勉強している姿を見て、この活動を始めて良
かったと深く実感しました。今後も環境のため、そして地域のために環境学習を継
続し、発展させていきます。

　CSRレポートの作成を始めてから、第2版の時には清掃ボランティア活動を、第
3版となる今回は、地域の子供達を招いての環境学習と、タカヤマのCSRとは何か
を思案しながら、新たな取り組みを行ってきました。
　今後もCSRと真摯に向き合い、現在行っている各活動やCSRレポートの内容を
より充実したものにしていきます。

レポート作成から
見えた
タカヤマ

今後の展望

業務一つ一つを的確に実施し、お客様に
信頼される仕事を通じて、会社に貢献し
たいです。また、現場リーダーにもなれる
よう資格を取得していきたいです。

加古 太柾
環境サービスグループ配属

安心・安全・迅速な作業を常に心がけ、
お客様の信頼を高めていけるよう、邁進
していきたいです。また、専門的な知識
を身につけ業務の流れを把握し、自分
の意見を積極的に出して、改善・向上で
きるよう努めていきます。

大澤 知憲
環境サービスグループ配属

水処理管理を正確に行えるようになり、
その上で他の技術も取得し、工場操業を
通じて環境貢献をしていきたいです。ま
た、経験を積み、水処理関連管理者等資
格にも挑戦していきます。

宮前 飛鳥
リサイクルグループ配属

営業として社業に貢献する事と共に、会
社の顔となる営業を目標とします。ま
た、水処理についての知識を増やし、
様々な視点からお客様に提案ができる
ようになりたいです。

長田 勇矢
営業グループ配属

2016.2.26  他社工場見学 2016.2.26  他社合同研修2015.11.20  社員食堂にて社内研修

2015.10.30  ザリガニランドでの集合写真 2015.10.30  ザリガニランド研修センターにて勉強会
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