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バンドウリメーク株式会社
バンドウクリエート株式会社

かんきょう・労働安全ニュース

発行日 令和4年4月 25日

１．新型コロナウイルス感染症について

目

次 ：

これからゴールデンウィークに向けて、全国的に人の移動が非常に多くなり、新型コロナ
ウイルスの感染リスクが再び高まってまいります。
最近、全国でも地域によっては感染の再拡大や高止まりが見られていることや、感染力
がオミクロン株の従来系統の1.3倍といわれる「BA.2系統」の感染例が県内でも確認されて
いること、そして「BA.2系統」よりも感染者の増加速度が「10％程度高い」と言われる「XE系
統」が国内でも確認されていること等を踏まえて、皆様には、改めて、基本的な感染防止対
策をしっかりと徹底していただいた上で、ゴールデンウィークを心から楽しんでいただけます
よう、お願いいたします。
今後の感染再拡大を防ぐため、引き続き、「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人との距
離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策の実施をお
願いします。
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2.焼却炉の定期測定を実施しました。
測定日

汚染物質

法による規制値

自主規制値

測定値

R3.11.10

ばいじん

0.08g/N㎥以下

0.02g/N㎥以下

0.003g/N㎥未満

R3.11.10

硫黄酸化物(SOX)

K値 13以下

K値 2以下

K値 0.006未満

R3.11.10

一酸化炭素(CO)

100PPm以下

100PPm以下

12PPm未満

R3.11.10

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類(排ガス中)

1ng-TEQ/N㎥以下 0.8ng-TEQ/N㎥以下 0.6ng-TEQ/N㎥

R3.11.10

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類(焼却灰)

3ng-TEQ/g以下

3ng-TEQ/g以下

0.075ng-TEQ/g

R3.11.10

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類(ばいじん中) 3ng-TEQ/g以下

3ng-TEQ/g以下

0.18ng-TEQ/g

R4. 1.17

全水銀濃度

50μg/㎥以下

50μg/㎥以下

4.4μg/㎥

R4. 3.14

窒素酸化物(NOX)

250PPm以下

180PPm以下

56PPm

R4. 3.14

塩化水素(HCL)

700mg/N㎥以下

300mg/N㎥以下

18mg/N㎥

バンドウクリエート・焼却施設の大気汚染防止法及びダイオキシン特措法に定める定期測
定を直近では11月10日、1月17日、3月14日に実施ししています。（上記測定値の通り）これ
らは、操業以来毎年2ヶ月、6ヶ月、12ヶ月ごとに定期的に行っているもので、令和3年度も
年間を通して自主規制値以下で運営を行うことが出来ました。
ダイオキシン類は人類が作った最悪の猛毒として、マスコミに取り上げられ、特措法も制
定される等しましたが、昨今は話題に上がることが少なくなり、脳裏から忘れされようとし
ています。弊社は、適法に運転することで、安心・安全な施設に全力で取り組んでまいりま
す。
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３．ＩＳＯ14001、ＩＳＯ45001 再認証審査を受審しました。
令和４年１月18日から19日までの2日
間に渡り、ISO14001・ISO45001の再認証
審査が(株)GCC Japanの審査員2名により
行われました。
審査結果
「審査報告書等のレビューの結果、マネ
ジメントシステムは適正に実施され全般
的に有効」との評価を受け再認証(更新)
する事ができました。
有効期限は､2025年3月16日となります。
ISO14001(環境)は21年、ISO45001(労働
安全衛生)は3年、OHSAS18001を含めると
18年を経過しました。
引続き、地球温暖化防止に微力ながら
貢献し、環境負荷の低減を行います。
災害ゼロへ、ともに働く仲間のため、
安心、ゆとり、快適な職場づくりに挑戦
していきます。

４．永年勤続表彰を行いました。
前回のニュースで未報告部分として
令和3年3月12日をもちまして、バンドウリメーク株式会社が設立50周年を迎ております。
設立50周年記念式典の中で、永年勤続表彰を行いました。表彰者は以下の通りです。
令和3年表彰分
氏

名

板東会長より一人づづお言葉をいたたき授与されました
入社日

勤続年数

菅生 昭彦

昭和54年 5月 1日

41年

坂東 良一

昭和55年10月1 日

40年

菅生

修

昭和57年 7月 1日

38年

中野 浩次

昭和60年10月1 日

35年

松田 武浩

昭和61年 2月24日

35年

細川 正晴

平成 3年 1月 5日

30年

豊永 誉史

平成 3年10月 1日

29年

中阿地文江

平成 8年 4月 1日

24年

内藤 義則

平成 8年 6月 1日

24年

福原 義典

平成9 年 6月 2日

23年

山田 真弓

平成12年 5月 1日

20年

亀井 信之

平成12年10月14日

20年

令和4年表彰分
氏

入社日

勤続年数

豊永 誉史

平成 3年10月 1日

30年

勝瑞 武永

平成 8年 4月 1日

20年

西森

武

平成 8年 6月 1日

20年

康夫

平成9 年 6月 2日

20年

南

名

3月 安全大会で表彰

令和4年分

板東社長より授与
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５．機械・車両等の更新及び新規導入を実施しました。

ＳＫ550

両社は、重機作業の効率化、省エネ化を一層図るため、２０２２年上期はバックホウSK550（1.8m3級）、SK135(0.5m級、SK75（0.3m3級）の3
台を導入、また、重機運搬において新型の重機は質量が増加しており、過積載とならないよう重機運搬車として、トレーラー(積載23.5ｔ）、セル
フ（積載10.0ｔ）の導入を行いました。
雪の日となりましたが、重機納車日に安全祈願を行いました。

10tセルフ

トレーラー

６．重機置場の拡張工事に向けて

鮎喰川

重機置場拡張範囲

徳島市一ノ宮町東丁にある重機置場を拡張しま
す。
重機の搬入出において、県道での切換し等、一般車
両への一時的な交通障害並びに交通事故防止の観点
から車両出入り口を拡張するため、隣接する東側の
土地を購入し、重機置場を再整備することにしまし
た。
工事着手に際し、地鎮祭を執り行いました。
尚、工事拡張範囲の県道には徳島環状線のランプ
が計画されており、国土交通省、徳島県との協議の
上、拡張工事を進めていきます。

既存重機置場
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７．道路交通法施行規則改正（酒気帯びチェック義務化）
2021年（令和３年）11月10日に道路交通法施行規則が改正され、今まで、安全
運転管理者の業務としては簡単にしか触れられていなかった、運転者の酒気帯び
の有無についての確認が明文化され、運転の前および運転後のチェックが義務化
されました。
チェック記録用紙①

2022年（令和４年）４月１日から施行。
◆運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、
当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
◆確認の内容を記録し、当該記録を１年間保存すること。
なお、改正に伴い事業用自動車と同様にアルコール検知器によるチェックも導
入されることになりましたが、機器の手配が間に合わない恐れがあるため、
検知器によるチェック義務づけは10月1日施行。
◆運転者の酒気及び有無の確認を、アルコール検知器を用いて行なうこと
◆アルコール検知器を常時有効に保持すること
◎当社においては、アルコール検知器を従業員全員に９月末に貸与します。

業務内容により２種
類のチェック用紙を
作成し、アルコール
チェック及び記録を
しております。

チェック記録用紙②

８．祝！！ 工務部2名が土木１級施工管理技士検定に合格
工務部所属の樋口厚夫さんと佐々木和宏さんの２名が土木１級施工管理技士検定に合格しました。
二人は幼馴染で同級生、お互いに切磋琢磨しながら業務の合間に勉学に励み、無事合格しました。
誠におめでとうございます。

Ｊ１復帰、定着を
「成功」・「成果」・「成長」
の三つの想いを

オフシャルスポンサーとして
徳島ボルティスを応援しています。

バンドウリメーク株式会社・
バンドウクリエート株式会社
の全事業所は、環境マネジ
メントシステムＩＳＯ１４００１
及び労働安全衛生マネジメ
ントシステムＩＳＯ４５００１の
登録事業所です。
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