
自然と 
命を 

つなげよう 

恵比寿産業株式会社 

 
  

環境活動レポート 
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 恵比寿産業は、廃棄物処理業を営んで３３年になります。 
 最初から環境を意識していたわけではありませんが、環境経営システ 
  ムにエコアクション２１(ＥＡ２1)があることを、比較的早い時期に 
 知り、取組みました。 
 
 取組み始めて気が付いたことは、廃棄物処理業は、環境保全の底辺を 
 支える仕事であり、環境に寄与するためには、廃棄物を適正に処理す 
 ることだけではなく、搬入された廃棄物を資源化することが重要だと 
 いうことでした。 
 
 そこで、この考え方と、建設リサイクル法の立法の主旨を踏まえ、木 
 くずの処理を、単純焼却からバイオマス発電等に利用できるチップの 
 生産に切り替えることにしました。 
 その結果、平成２１年度には電力投入量を大幅に削減することができ、 
 二酸化炭素排出量をピーク時の半分以下にすることができました。 
 
 平成２４年度は当社の現状を考慮し、次の３点を重点項目としました。 
 ①二酸化炭素排出量の削減 
 ②廃棄物から有価物への転換（チップの増産） 
 ③社員への環境教育の充実 
  
 当社は、平成１６年からＥＡ２１に取組み始め、認証取得は平成１７ 
 年１２月２０日（全業種中５２９番目、産業廃棄物処理業者では全国 
 で２８番目、東京都内では３番目）で、すでに７年以上が経過しまし 
 たが、「環境活動レポート」に関しては既成概 
 念にとらわれ創意工夫が出来ていませんでした。 
 そんな中、昨年、審査人の方から「環境活動レ 
 ポート」の重要性について、アドバイスをいた 
 だきました。平成２４年度版の環境活動レポー 
 トはそのアドバイスを参考に作成しました。 
 

表紙の絵は「自然と命をつなげよう」をイメージ して、
社員に描いてもらいました。 
  
                   代表取締役取 方城 寿代 
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１．重機や運搬車両の運転の無駄を省き、二酸化炭素排出量の削減に努めます。 
    

２．搬入された廃棄物の分別の徹底を図り、リサイクルを促進し、有価物を増や 
  すことにより、廃棄物の搬出量の削減に努めます。 
 

３．節水することにより、総排水量の削減に努めます。 
 

４．事務用品・作業用品等のグリーン購入に努めます。 
 

５．木くずチップの生産量を増やし、環境負荷の低減に寄与します。 
 

６．環境関連法規等及び所属団体等が策定している規則等を遵守します。 
 

７．従業員の環境意識の向上を図るため、積極的にエコ検定に取り組みます。 
 

８．環境目標を設定し、その達成に努めます。 
 

９．この環境方針は、社内の必要な個所に掲示し、全従業員に周知するとともに、 
  環境活動レポートを公開します。 

制定日       平成１６年１０月１日 
改  訂       平成２１年１０月１日 
改  訂       平成２２年１０月１日 
改  訂       平成２３年０４月１日 
改  訂       平成２４年０４月１日 

  
恵比寿産業株式会社 

代表取締役取 方城 寿代 

 

行動指針 
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１ 環境方針 

私たちは、「自然と命をつなげよう」を基本理念とし 
「環境の保全」を経営の基本としています。 

産業廃棄物処理業者として、できる限り環境負荷の低減を図り 
地球環境・地域環境の保全に取り組みます。 

基本理念 



                        

    恵比寿産業株式会社   代表取締役社長 方城 寿代 

 

 
 
   ① 本社・多摩営業所 

    〒192-0351 東京都八王子市東中野480-2     

                     TEL：042-676-6000  FAX：042-675-3352 

                     e-mail:info@ebisusangyo.co.jp 

  ② 府中営業所 

    〒183-0003 東京都府中市朝日町3-2-3 

                     TEL：042-363-0132  FAX：042-363-0184 

  ③ 相模原営業所 

    〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名9306 

                     TEL：042-778-5399  FAX：072-778-5388 
 
 

  

              環境管理責任者  蘇武 隆博 

    環境管理事務局  小島 政美 

     連絡先   〒192-0351 東京都八王子市東中野480-2 

          TEL：042-676-6000  FAX：042-675-3352 
 
 

  
    ・産業廃棄物中間処理業（破砕・圧縮・圧縮梱包） 

    ・産業廃棄物収集運搬業（保管積替えを含む（石綿含有廃棄物)) 

    ・一般廃棄物中間処理業（破砕） 

    ・一般廃棄物収集運搬業 
 
 

  
    法人設立年月日               昭和55年10月２日 

    資本金                     1,000万円 

    売上高（平成24年度実績）       24,709万円 

    事業年度                   4月1日～翌年3月31日 

  本社・多摩 府中 相模原 計 

敷地面積（㎡） 10,832 922 3,347 15,101 

従業員（人） 16 5 3 24 

   平成２５年３月３１日現在 

２ 組織の概要 

(1) 会社名及び代表者名 

(2) 所在地 

(3) 環境管理の責任者・担当者及び事務局連絡先 

⑷ 事業活動 

⑸ 事業の規模 

⑹ 施設の概要 

府中営業所は、受入と破砕処理を行っています。 
相模原営業所は、木くずの受入をしています。 
多摩営業所は、収集運搬と中間処理を行う営業所ですが、 
現在は、特にカーボンオフセットを目指して、木くずチップの生産に力を入れています。 
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⑺ 許可の内容 

当社は、下表の許可に基づき産業廃棄物及び一般廃棄物の処理を行っています。 

産業廃棄物処理業・収集運搬業                              平成25年3月31日現在 

一般廃棄物処理業・収集運搬業                平成25年3月31現在 

業の区分 都・市 許可番号 有効期限 施設名 処理方法 

一般廃棄物種類 

木
く
ず 

事
業
系 

紙
く
ず 

繊
維
く
ず 

中間処理 

八王子市 処分第3号 平成26年3月31日 多摩中間処理施設 破砕 ●       

府中市 24府環ご許可第4号 平成26年4月30日 府中中間処理施設 破砕 ● ●     

収集運搬 

八王子市 許可第203号 平成26年3月31日 --- --- ●   ● ● 

府中市 24府環ご許可第3号 平成26年4月30日 --- --- ●       
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業の区分 都道府県 許可番号 
上段 許可年月日   
下段  有効期限 

施設名 処理方法 

産業廃棄物の種類 

廃
プ
ラ 

 
 

 
 

 
      

（
石
綿
含
有
を
含
む
） 

紙
く
ず 

木
く
ず 

繊
維
く
ず 

金
属
く
ず 

ガ
ラ
ス
・陶
磁
器
く
ず 

 

（
石
綿
含
有
を
含
む
） 

が
れ
き
類     

 
 

 
 

（
石
綿
含
有
を
含
む
） 

燃
え
殻 

汚
泥 

廃
油 

中間処理 東京都 13-20-000440 
平成23年9月13日   
平成28年9月12日 

府中          
中間処理施

設 
破砕 ● ● ● ● ● ● ●       

多摩          
中間処理施

設 

破砕 ● ● ● ● ● ● ●       

圧縮         ●           

圧縮梱包 ● ● ● ● ● ● ●       

収集運搬   
（積替え・保
管を含まず） 

東京都 13-00-000440 
平成23年9月13日   
平成28年9月12日 

--- --- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

収集運搬 相模原市 09810000440 
平成22年4月9日    
平成27年4月8日 

相模原             
積替え・保管

施設 

積替え  
保管を         
含む 

    ●               

積替え  
保管を         

含まない 

● ● ● ● ● ● ● ●     

収集運搬   
（積替え・保
管を含まず） 

神奈川県 01402000440 
平成22年5月25日   
平成27年4月8日 

--- --- ● ● ● ● ● ● ●       

埼玉県 01102000440 
平成23年1月29日   
平成28年1月28日 

--- --- ● ● ● ● ● ● ●       

千葉県 01200000440 
平成22年5月20日   
平成27年4月24日 

--- --- ● ● ● ● ● ● ●       

栃木県 0900000440 
平成23年7月3日    
平成28年7月2日 

--- --- ●   ●   ● ● ●       

群馬県 1000000440 
平成23年8月19日   
平成28年8月18日 

--- --- ●   ●   ● ● ●       

山梨県 01900000440 
平成20年12月3日   
平成25年11月7日 

--- --- ● ● ● ● ● ● ●       



  ⑻ 処理施設 

所有機材 仕様 台数 

収集運搬車両 

軽トラ 1 

2ｔダンプ 1 

4tユニック 1 

4tアーム 
ロール 

1 

10ｔダンプ 1 

10ｔアーム 
ロール 

3 

乗用車 2 

コンテナ 

4ｔ用 
（10㎥） 

9 

10ｔ用 
（25㎥） 
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破砕機 
ｽｸﾘｭｰ式 

 府中営業所 1 

破砕機二軸式  多摩営業所 1 

破砕機一軸式  多摩営業所 1 

木くず破砕機  多摩営業所 1 

圧縮機  多摩営業所 1 

フォークリフト   4 

油圧ショベル   3 

処理施設 施設種類 廃棄物の種類 
単独 

処理能力 
混合 

処理能力 

府中 破砕 

廃プラスチック - 

4.8t/日 

紙くず - 

木くず - 

繊維くず - 

金属くず - 

ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ・ 
陶磁器くず 

- 

がれき類 - 

多摩 

破砕 

廃プラスチック - 

4.8t/日 

紙くず - 

繊維くず - 

金属くず - 

ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ・ 
陶磁器くず 

- 

がれき類 - 

破砕 木くず 196.0t/日   

圧縮 金属くず 88.5t/日   

圧縮梱包 

廃プラスチック 30.7t/日 

41.0t/日 

紙くず 20.5t/日 

木くず   

繊維くず 20.5t/日 

金属くず - 

ｶﾞﾗｽ･ｺﾝｸﾘｰﾄ・ 
陶磁器くず 

- 

がれき類 - 

中間処理・積替え保管の能力、収集運搬・中間処理用の所有機材は次表のとおりです。 
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投入口     

 
 

 
 
 

木くず破砕機の構造 

磁選機 
木くず破砕機本体 

チップ出口 ディーゼルエンジン 

木くずは、下図の構造の破砕機で、 
長さ５ｃｍ以下のチップにし、売却しています。 
処理能力は日量１９６ｔです。 

平成２５年度設置予定の前処理機 

 
 
 

積替え保管施設（木くず） 

保管場所（神奈川県相模原市中央区田名９３０６外３筆） 

保管ピット番号 保管面積 保管高さ 最大保管量 

№１ ２９９．０㎡ ２．５ｍ ５９５．０㎥ 

№２ １０８．０㎡ １．８ｍ ６４．８㎥ 

№３ ３２４．６㎡ ２．５ｍ ５７２．７㎥ 

合計 ７３１．６㎡   １２３２．５㎥ 



府中営業所（破砕） 

破   砕 

収集運搬・受入 

手  選  別 

リサイクル・最終処分 

多摩営業所（破砕・圧縮・圧縮梱包） 

収集運搬・受入 

粗 選 別 

破 砕 

再 選 別 

リサイクル・最終処分 

圧縮 
（金属くず） 

圧縮・梱包 
破 砕 

（木くず専用） 

相模原営業所 

（積替保管施設） 

収集運搬・ 

受入れ 

（木くず） 

⑼ 処理工程図 

前処理 

磁力選別 

売却 

圧縮・梱包 

廃プラスチック類は圧縮機で圧縮・梱包しサーマルリサイクル先に出荷します。 

圧縮機全体 廃プラスチック類
の投入・圧縮 

圧縮・梱包後の形状 
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当社の、廃棄物の受入から搬出までのフローは下図のとおりです。 



※１ 黄色で塗りつぶした 
  廃棄物は、中間処理後 
  に売却した物です。 
※２ 搬出量合計の３／４ 
  を売却しています。 
※３ 過去６年間の経年変 
  化は、右のグラフのと 
  おりです。 
 
 
 

⑽ 処理実績（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日） 

当社で受入れた廃棄物量の約６６％（重量比）が木くずです。 
中間処理後の産業廃棄物のうち、直接埋立処分をしたのは石綿含有産業廃棄物だけです。 
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処理方法等 廃棄物等種類 処分方法等 処理量（t） 割合（％） 

（ⅰ）収集運搬 

木くず   324.2  75.4  
がれき類   9.3  2.2  

ガラス陶磁器   7.7  1.8  
廃プラスチック   10.3  2.4  

金属くず   4.9  1.1  
紙くず   2.3  0.5  

繊維くず   0.2  0.0  
廃油   0.1  0.0  

混合廃棄物   70.7  16.5  

  収集運搬量合計 429.7  100.0  

（ⅱ）中間処理 

木くず   7,590.3  65.7  
がれき類   703.3  6.1  

ガラス陶磁器   1,080.5  9.3  
廃プラスチック   317.8  2.7  

金属くず   86.3  0.7  
紙くず   19.0  0.2  

繊維くず   69.6  0.6  
混合廃棄物   1,691.3  14.6  

  
うち 

再資源化等 

木くず （破砕⇒セメント原燃料） 9,453.4  73.9  
がれき類 （破砕⇒再生品原材料） 758.7  5.9  

ガラス陶磁器 （破砕⇒再生品原材料） 1,196.4  9.4  
廃プラスチック （破砕・圧縮⇒セメント原燃料） 298.2  2.3  

金属くず （破砕・圧縮⇒製鉄原料） 213.6  1.7  
紙くず （破砕・圧縮⇒再生紙原料） 28.7  0.2  

繊維くず （破砕・圧縮⇒発電原燃料） 14.7  0.1  
混合廃棄物 （破砕・圧縮⇒発電原燃料） 819.8  6.4  

   再資源化量（中間処理）合計 12,783.6  100.0  

  搬入量合計 11,558.1  100.0  

（ⅲ）最終処分 該当しない   

  最終処分量合計 0.0    

（ⅳ）中間処理後の
産業廃棄物 

最終処分 
(委託) 

石綿含有産業廃棄物   132.0  1.0  
ガラス陶磁器   0.0    

再資源化等 

木くず （破砕⇒セメント原燃料） 9,453.4  73.9  
がれき類 （破砕⇒再生品原材料） 758.7  5.9  

ガラス陶磁器 （破砕⇒再生品原材料） 1,064.4  8.3  
廃プラスチック （破砕・圧縮⇒セメント原燃料） 298.2  2.3  

金属くず （破砕・圧縮⇒製鉄原料） 213.6  1.7  
紙くず （破砕・圧縮⇒再生紙原料） 28.7  0.2  

繊維くず （破砕・圧縮⇒発電原燃料） 14.7  0.1  
混合廃棄物 （破砕・圧縮⇒発電原燃料） 819.8  6.4  

売却量   9,695.7  75.8  

再資源化量合計   12,651.6  99.0  

  搬出量合計 12,783.6  100.0  

平成１９

年度 

平成２０

年度 

平成２１

年度 

平成２２

年度 

平成２３

年度 

平成２４

年度 

売却割合 7.9  19.1  47.7  71.9  62.8  75.8  

0.0  
20.0  
40.0  
60.0  
80.0  

100.0  

売
却

割
合

 
％

 

売却割合経年変化 



恵比寿産業株式会社組織図 

代表取締役社長 

本社・多摩営業所 相模原営業所 

専務 

総務部門 

財務部門 

管理部門 

業務部門 

管理部門 

業務部門 業務部門 

管理部門 

平成２５年３月３１日現在 

府中営業所 
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当社のＥＡ２１の取組対象範囲は、下図の組織図の全組織・全従業員です。 

３ 対象範囲 

⑴ 認証・登録範囲 
  恵比寿産業株式会社 
  対象事業所：本社・多摩営業所、府中営業所、相模原営業所 
 

⑵ 事業活動 
   産業廃棄物中間処理業 
     破砕(多摩中間処理施設・府中中間処理施設) 
     圧縮梱包(多摩中間処理施設) 
   一般廃棄物中間処理業 
     破砕(多摩中間処理施設・府中中間処理施設) 
 
    産業廃棄物収集運搬業(相模原市は積替保管を含む) 
    一般廃棄物収集運搬業 （府中市・八王子市) 
 
⑶ 認証・登録番号     ００００５２９ 
  
⑷ 認証登録日       平成１７年１２月２０日 
  
⑸ 更新登録日       平成２３年８月３１日 
  
⑹ 有効期限          平成２５年８月３０日 
  
⑺ レポート対象期間及び発行日 
  対象期間      平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日 
  発行日        平成２５年５ 月１１日 



(8) 環境経営組織図 

代表者 
方城 寿代 

 
環境管理責任者 
蘇武 隆博 

環境管理事務局 
小島 政美  

環境会議 
 

府中営業所長 
石田 紀元 

多摩営業所長 
真坂 広美 

相模原営業所長 
黒沢 健一 

府中営業所 
従業員 

多摩営業所 
従業員 

相模原営業所 
従業員 

環境会議 

①環境経営組織図の中で、私たちにとって一番重要なものは環境会議です。 
②環境会議は、毎月第二金曜日に関係者８名が集まって行っています。 
③環境会議の組織、運営は環境管理責任者が行い、環境事務局が補佐します。 
④会議では、前月の各部署の環境経営に関する報告を行い、良かった点、悪かった点を 
  整理し、チェックを行い、翌月以降の行動に活用します。 
⑤また、その月のトピックスから、重要なことを取上げ従業員に周知します。 
 
  例えば、  ６月は環境月間で、６月５日は環境の日。 
       １０月は３Ｒ推進月間で、１０月２０日はリサイクルの日。 
       １１月はエコドライブ推進月間 
       １２月は地球温暖化防止月間 
 
 具体的に、自分たちで出来ることは何なのかを考えるきっかけになります。 8 



（９）役割と権限 
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  役割と権限 

代表者 

  ・環境経営に関する統括責任。 

  ・環境経営システムに必要な、人、設備、費用、時間等を準備し 

   ＰＤＣＡの円滑な運用の実施。   

  ・環境管理責任者を任命。 

  ・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知 

  ・環境目標・環境活動計画書を承認。 

  ・代表者による全体の評価と見直しを実施。 

  ・環境活動レポートの承認。 
 

環境管理責任者 

  ・環境経営システムの構築、実施、管理。 

  ・環境関連法規等の取りまとめ票を承認。 

  ・環境目標・環境活動計画書を確認。 

  ・環境活動の取組結果を代表者へ報告。 

  ・環境活動レポートの確認。 
 

環境事務局 

  ・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局。 

  ・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施。 

  ・環境目標、環境活動計画書原案の作成。 

  ・環境活動の実績集計。 

  ・環境関連法規等取りまとめ表の作成 

  ・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施。 

  ・環境関連の外部コミュニケーションの窓口。 

  ・環境活動レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付） 
 

部門長 
(各営業所長） 

  ・自部門における環境経営システムの実施。 

  ・自部門における環境方針の周知。 

  ・自部門の従業員に対する教育訓練の実施 

  ・自部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告。   

  ・特定された項目の手順書作成及び運用管理 

  ・自部門の特定された緊急事態への対応のための手順書作成 

   テスト、訓練を実施、記録の作成。 

  ・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施。 
 

全従業員 
  ・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚 

  ・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加。 
 



当社では、平成１６年度からＥＡ２１に取組み始め８年が経過しました。 
平成２４年度の環境目標値を策定するにあたり、これまでの経緯を整理しました。 
 
環境対策としての大きな変更点は、木くずの焼却を廃止し、チップの生産に切り替えたことです。 
その結果、グラフ１のとおり、平成２０年度から総エネルギー投入量が減少し始め、焼却を中止
した平成２１年度には、ピーク時の４０％にまで削減することが出来ました。 
しかし、その後はほとんど横ばいの状態にあります。その原因を考慮しながら平成２４年度の目
標値を策定しました。 

（１）二酸化炭素排出量 
 ①グラフ２のとおり、焼却をしていた当時は年間1,000トン近くあった二酸化炭素排出量が、 
  平成２１年度には500ｔ近くまで削減することができました。しかし、平成２２年度からチッ 
  プの生産を本格化したところ、重機用燃料の使用量が増加しました。 

 ②平成２４年度の二酸化炭素排出量の目標値の基準年を、これまでの平成２１年から、現在 
  の作業内容に近い平成２３年度に変更し、目標値を51.16kg-CO2/tとしました。 
 ③購入電力から二酸化炭素排出量を計算する際の排出係数は、「平成１２年度全国係数」を使 
 用して計算しました。 （0.378kg-CO2/kWh） 

グラフ１ エネルギー投入量（ＧＪ／年） 

各項目別の内容は次のとおりです。 

４ 環境目標 

 グラフ２ 年間二酸化炭素排出量（ｔ） 
10 

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

ＣＯ２排出量（ｔ） 957 969 884 722 516 589 588 
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平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

電力投入量 16000 15500 15000 11500 2734 879 813 

燃料投入量 4900 5200 4600 4400 5980 8075 8067 

総エネルギー 20900 20700 19600 15900 8714 8954 8880 
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15000 

20000 

25000 



（３）総排水量 
  ①当社の水使用量は、平成２２年度までは相模原営業所で焼却を行っており、冷却水として 
   年間４千～５千㎥／年の水を使用していましたが、焼却を中止した平成２３年度からは、 
   主に散水用（粉じん防止用）として約２千㎥／年使用しています。 
  ②排水量のほとんどは生活排水であり、毎年１５０㎥前後で推移しています。 
      したがって、総排水量の目標値はこれまでどおりの０．０２㎥／ｔとしました。 

（４）グリーン購入 
  ①グリーン購入法ついては数値化出来ないため、購入の促進を目標にしました。 
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（２）排出廃棄物割合（直接埋立量からの変更） 
  ①当社に搬入される廃棄物には、いろいろな種類の廃棄物が混じっています。 
   これを私たちは混合廃棄物と呼んでいます。 
   リサイクルを促進するためには混合廃棄物の分別を徹底し、廃棄物を有価物に変え、売却 
   し、当社から排出する廃棄物の搬出量の削減に努めなければなりません。 
  ②これまでは、中間処理後に埋立処分していた廃棄物量を原単位（搬入廃棄物量）で割った 
   値を目標値として設定していましたが、これでは廃棄物を有価にした効果が「視える化」 
   できないため、平成２４年度からは、評価の方法を排出廃棄物量を原単位（排出量合計） 
   で割った搬出廃棄物割合としました。 
                 排出廃棄物量＝搬出量合計－売却量 
   過去５年間の排出廃棄物量割合は、グラフ３のとおりです。   
  ③基準年は平成２３年度とし、その実績値（12,000.7－8325.4＝3,675.3）を原単位で割っ 
   た値３０．６％を基準値とし、平成２４年度の目標値は、２３年度の１０％減の 
   ２７．６％としました。 
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グラフ３ 搬出廃棄物割合（％） 

（５）木くずチップの生産量（平成２４年度新規目標） 
  ①当社で生産しているチップの年度別生産量はグラフ４のとおりです。 
  平成２４年度から２００９年ガイドラインで導入された「自らが生産・販売・提供する 製品に関する環 

   境配慮」に基づき、チップ生産量を環境目標値に設定することにしました。 
    ２４年度の目標値は平成２３年度を基準年とし、その実績値（8,184トン) の１０％増の 
   9,000トンとしました。 

グラフ４ チップ生産量経年変化（トン） 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

生産量 214 4,625  8,894  8,184  
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平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

排出廃棄物割合 92.1  80.9  52.3  28.1  37.2  
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（７）社員教育（エコ検定による新規目標） 
 ①ＥＡ２１を意義あるものにするためには、社員の意識と知識の向上が不可欠です。 
    そこで、月１回の環境会議と年１回の全体会議を開催し、社員の意識と知識の共有に努 
  めています。 
 ②さらに、意識と知識の向上については、努力目標としてエコ検定に取組むこととし、毎 
    年１名以上の増員を目標値に設定しました。 

全体会議（ＥＡ２１勉強会） 
ＥＡ２１の意義と従業員のやるべき役割を理解し、自発的に環境への関心をもつことを目的として、社員全員
が集まって「ＥＡ２１勉強会」を毎年実施しています。 
その中で、社員が日ごろ感じていることを話し合い、ＥＡ２１の理解と意識の向上を図っています。 

恵比寿産業株式会社

全体会議
平成２４年７月２１日

リサイクルの推進

燃費の向上

 （９）目標値の原単位 
  ①各環境目標値の原単位は、平成２３年度に「売上１００万円当たり」から「廃棄物受入量 

  １トン当り」に変更しましたが、２４年度も同様としました。 
  ただし、排出廃棄物割合については、排出量合計を原単位としました。 

（８）化学物質の使用 
 ①当社では化学物質は使用していないので、目標値は策定していません。 
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（６）環境関連法規等遵守 
 ①廃棄物処理業に係る環境関連法規は多岐にわたっているので、一覧表にまとめて管理し 
  ています。 
 ②また、法令等の変更の有無については、毎日、環境省、国土交通省、東京都等のホーム 
  ページで確認し、遺漏のないように努めています。 

勉強会の教材 

12 



表－１ 会社全体の目標値及び実績値 

平成２４年度の目標値と実績値 

平成２１年度からの経緯及び平成２４年度の実績値を表－１に示します。 
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※１  ２４年度ＣＯ２排出量の実績値１は、電力の排出係数０．３７８を使用したものであり、 
         実績値２は平成２４年１１月に発表された排出係数０．４６３を使用したものです。 
※２  ２４年度の評価は、目標値を０．３７８で設定しているため、実績値１を使用しました。 
※３  表中の赤色で塗りつぶしてある数値は、目標値を満足していないものです。 

項目 単位 

府中 多摩 相模原 合計 

２３年度 ２４年度 ２３年度 ２４年度 ２３年度 ２４年度 ２３年度 ２４年度 

実績 目標 実績 実績 目標 実績 実績 目標 実績 実績 目標 実績 

廃棄物搬入量 ｔ 3,185   2,760  2,738   2,720  5,352   6,074  11,275   11,554  

エネルギー 

電力 ｋｗｈ 8,733   10,658  63,232   61,106  10,760   8,712  82,725   80,476  

電力 ＭＪ 85,845    104,768  621,571    600,672  105,771   85,639  813,187   791,079  

燃料 ＭＪ 589,935    584,737  5,884,971    6,315,697  1,592,174   1,637,414  8,067,080   8,537,848  

合計 ＭＪ 675,780    689,505  6,506,542    6,916,369  1,697,945   1,723,053  8,880,267   9,328,927  

ＣＯ２排出
量 

電力 kg-CO2 3,301    4,029  23,902    23,098  4,067   3,293  31,270   30,420  

燃料 kg-CO2 40,868    40,513  405,807    435,506  109,653   112,812  556,328   588,831  

合計 kg-CO2 44,169    44,542  429,709    458,604  113,720   116,105  587,598   619,251  

電力 kg-CO2/t 1.04   1.46  8.73   8.49  0.76   0.54  2.77   2.63  

燃料 kg-CO2/t 12.83   14.68  148.21   160.11  20.49   18.57  49.34   50.96  

合計 kg-CO2/t 13.87  13.8 16.14  156.94  156.2 168.60  21.25  21.10  19.12  52.12  51.16  53.60  

廃棄物最終処分量 
t 93.1   64.2 138.3  63.4 0   0  231.4   127.6 

t/t 0.03  0.03  0.02  0.05  0.06  0.02        0.02  0.02  0.01  

総排水量 
㎥ 32.4    27.9  97.8    90.5  15.8   15.7  146.0    134.1  

㎥/t 0.01  0.01  0.01  0.04  0.04  0.03  0.00  0.01  0.00  0.01  0.01  0.01  

チップ製造量 t       8,184    9,306      8,184    9306 

環境教育（エコ検定） 人              4 

表－２ 営業所別実績値 

※１  表中の黄色で塗りつぶしてある数値は、使用量、単位当り発生量が前年度を超えたものです。 
    表中の赤色で塗りつぶしてある数値は、目標値を満足していないものです。 

項目 単位 
２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

実績値 実績値 目標値 実績値 目標値 実績値１ 実績値２ 

エネルギー 

電力 ｋｗｈ  278,109 89,454  82,725  80,476  

電力 ＭＪ 2,733,811 879,333   813,187   791,079   

燃料 ＭＪ 5,980,029 8,074,986   8,067,156   8,537,848   

合計 ＭＪ 8,713,840 8,954,319   8,880,343   9,328,927   

ＣＯ２排出量 

電力 kg-CO2 105,125 33,814   31,270   30,420 37,260 

燃料 kg-CO2 410,715 554,709   556,333   588,831 588,831 

合計 kg-CO2 515,840 588,523   587,603   619,251 626,091 

電力 kg-CO2/t 11.27 2.53  2.77  2.63 3.22 

燃料 kg-CO2/t 44.02 41.66  49.34  50.96 50.96 

合計 kg-CO2/t 55.29 44.19 54.24 52.11 51.16 53.6 54.18 

廃棄物搬入量 ｔ 9,330 13,316  13,263   11,554   

廃棄物売却量 ｔ 4,455 9,576  8,326   9,696   

搬出廃棄物量 t 4,875 3,740  4,937   3,088   

搬出量合計 ｔ 9,330 13,316  13,263   12,784   

搬出廃棄物割合 ％ 52.3  28.1  37.2   24.2   

廃棄物最終処分量 
t 661 445  227  128  

t/t 0.07 0.03   0.02 0.02 0.01   

総排水量 
㎥ 164 162   146   134   

㎥/t 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01   

チップ生産量  t 4,625 8,894   8,184  9,306   

環境教育（エコ検定） 人 2（１８年度） ━   ━   ４（延６人）   



表－３中期目標値 

中期目標値の策定に当たっては、次のことを考慮しました。 
 
①二酸化炭素排出量 
  平成２４年度に作業内容が変更になったことと、電力の換算係数が変更になったことから、平成 
  ２５年度以降については、平成２４年度を基準年とし、基準値は平成２４年の実績値２としました。 
  また、目標値については、横ばい傾向が続くと考えられるので、前年度の０．５％減としました。 
 
②搬出廃棄物量 
  平成２４年度は木くずの売却量が多かったためで、平成２５年度以降もこの割合を維持することは 
  難しいと考えられるので、平成２４年度を基準年とし、中期目標値は前年度の３％減としました。 
 
③総排水量 
  使用水の大部分が散水用であり、排水は生活水であることから、今後も０．０２㎥／ｔとしました。 
 
④チップ製造量 
  平成２４年度の実績値９３０６ｔを基準年、基準値として、２５年以降の目標値は前年の３％増とし 
  ました。 
 
⑤エコ検定 
  平成２４年度は予定よりも多い４名が合格しました。 
  今後は毎年１名以上が合格することを目標にしました。 
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  項    目 
２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

基準値 実績値 実績値 目標値 実績値１ 実績値２ 目標値 目標値 目標値 目標値 目標値 

ＣＯ２排出量 ｋｇ-CO２/t 55.29 44.19 52.11 51.16 53.6 54.18 53.91 53.64 53.37 53.11 52.84 

電力 ｋｇ-CO２/t 11.27 2.53 2.77   2.63 3.22           

燃料 ｋｇ-CO２/t 44.02 41.66 49.34   50.96 50.96           

搬出廃棄物量 ％ 52.3 28.1 37.2   24.2 23.5 22.8 22.1 21.4 20.8 

最終処分量 ｔ／ｔ  0.07 0.03 0.02 0.07 0.01 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

総排水量 ㎥／ｔ 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

チップ製造量 ｔ 4,625 8,894 8,184   9,306 9,500 9,800 10,100 10,400 10,700 

エコ検定 人 平成１８年度２人     4 1 1 1 1 1 
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環境目標を達成するために、次のような環境活動計画を策定しました。 

活動スケジュールは通年とし、各営業所毎の担当者は所長、全体の責任者は環境管理責
任者としています。 

  ①電力量削減のための対策 

・未使用時の消灯              ・未使用時の電源オフ 

・夏期室内温度28℃の設定          ・冬期室内温度18℃の設定 

・グリーンカーテンの設置          ・よしずの設置 

②燃料削減のための対策 

全体会議で説明し、次の内容の徹底を 
図っています。 

 
 運搬車両運転者用 
『エコドライブ１０のすすめ』 
① ふんわりアクセル「ｅスタート」 
② 車間距離にゆとりをもって、加速・減速 
  の少ない運転 
③ 減速時は早めにアクセルを離そう 
④ エアコンの使用は適切に 
⑤ ムダなアイドリングはやめよう 
⑥ 渋滞を避け、余裕をもって出発しよう 
⑦ タイヤの空気圧から始める点検・整備 
⑧ 不要な荷物はおろそう 
⑨ 走行の妨げとなる駐車はやめよう 
⑩ 自分の燃費を把握しよう 
 

 重機運転者用 
①エンジン回転は低めで運転 
②アイドリングストップ 
③旋回角度は小さく 
④エンジンオイルは適正に管理 
⑤作業時間の短縮 14 

５ 環境活動計画 

運転業務に携わる社員一同、毎日の運
転では、先ず第一に安全運転を心がけ
ています。 
次に、エコドライブですが、エコドラ
イブは、そのまま安全運転につながる
と思います。 
安全運転・エコ運転が私たちのモッ
トーです。 
運転業務担当の 田山 百恵です。 
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（１）二酸化炭素排出量 



（２）廃棄物排出量 

  ①受託した廃棄物（一次廃棄物）を処理したのちに廃棄物（二次廃棄物）として排出する量を削 
  減するためには、廃棄物をいかに有価物にするかです。 
   そのために、当社では次の２点に配慮をしています。 
  ・ 混合廃棄物の分別 
   混ぜればゴミ・分ければ資源の徹底が必要です。 
   当社では、混合廃棄物と分別廃棄物とを、受入の段階で区別し、発生場所での分別をお願い 
    して、受入料金に差をつけています。お客様には、分別搬入をお願いしています。 
    特に、混合廃棄物に石綿含有廃棄物や石膏ボードが混じると、それ全体を管理型埋立処分 
   場で処理しなければなりません。 
     石綿含有廃棄物や石膏ボードは絶対に他の廃棄物と混ぜないようにお願いをしています。 
  ・３Ｒの徹底 
   廃棄物処理の基本は、リデュース、リユース、リサイクルの順番です。 
   リサイクルもマテリアルリサイクルが優先です。 
   廃棄物として二次委託する場合でも、再資源化をしている業者への委託を優先します。 

（３）水資源投入量・排水量の削減 

   ・水漏れの点検・修理    ・必要に応じた散水量  
   ・節水コマの使用、トイレ水タンクへのペットボトルの設置 

（４）グリーン購入法による物品等の購入 

   ・事務用品のグリーン購入促進                       ・作業用品のグリーン購入促進 

（５）チップの増産 

  ①チップを増産するためには、木くずの搬入量を確保する必要がありますが、それ以上に重要な 
     ことは異物の混入を防ぐことです。 
  ②当社の木くず破砕機は高速回転しており、そこに金属やがれき等の硬い異物が入ると、ビット 
     と呼ばれる刃の先端が飛んでしまい、破砕できなくなってしまいます。 
  ③木くずに付いている大きな金属類は、できるだけ手作業で取り除き、増産できるように努力を 
    します。 
 

  お客様にお願い！木くずに異物を混入させないでください。         

（６）環境関連法規等の遵守 

 ・環境関連法規等の改正の有無を定期的に確認し、見直しを行い、周知徹底を図ります。 

（７）環境活動への取組 

 ①エコ検定への積極的取組みを行い、１名以上の合格者を目標とします。 
 ②月１回以上の環境会議の開催と、年１回以上の全体会議を開催します。 
 ③地域活動に積極的に参加し、地域環境の保全に努めます。 16 



①二酸化炭素排出量  評価：× 会社全体   目標値５１．１６ｋｇ－ＣＯ２/ｔ  

                                     実績値５３．６ｋｇ－ＣＯ２/ｔ） 

 
  二酸化炭素排出量は府中、多摩及び会社全体で達成できませんでした。 
 この原因は、府中の電力使用量と、多摩と相模原の燃料使用量が増加したためです。 
 府中の電力使用量は、前年に比べ９月と１２月で大きく増加しました。これは冷暖房の消費電 
 力によるもので、削減の工夫と努力が必要だと考えています。 
 
  燃料使用量の増加は、相模原の木くずの搬入量が前年比７２２ｔ（約１３％）増加したことと、 
 これに伴い多摩におけるチップの生産量が前年比１１２２ｔ（約１４％）増加したためです。 
 
  その結果、エネルギー使用量が約４４９ＧＪ、二酸化炭素排出量が約３１ｔ増加し、単位当り二酸化炭 

  素排出量（ｋｇ－ＣＯ２/ｔ）が５３．６となり、目標値の５１．１６を約４．８％超過しました。 

  ２５年度の生産量は、９，５００ｔを見込んでいることから、今後は燃料削減を図る必要があります。 

②搬出廃棄物量       評価：○  会社全体   目標値０．３３ｔ/ｔ   
                                                               実績値０．１６ｔ/ｔ 
 
  廃棄物については、今年度から埋立処分量から、中間処理後の搬出廃棄物量に目標値の考え方を 
  変更しました。 
   平成１９年度からの搬出量合計に対する売却量と搬出廃棄物量の推移をみるとグラフ５のとおりにな 
  り  ます。 
  平成２１年度では５９．３％を廃棄物として搬出していましたが、平成２４年度では２５．２％にまで減少 
  させることができました。 
  しかし、これは原単位となる搬出廃棄物量が少なく、木くずチップの売却量が多かったことによるもの 
  で、平成２５年度以降については、検討が必要だと考えています。 

17 グラフ５   搬出量合計・最終処分量・排出廃棄物量・売却量年度別推移（トン）   

６ 項目別取組結果とその評価 

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

搬出量合計 12578 9536 9330 13316 13263 12784 

最終処分量 832 742 661 445 231 132 

搬出廃棄物量 11579 7713 4875 3740 4937 3088 

売却量 999 1823 4455 9576 8326 9696 
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③総排水量        評価：○     会社全体    目標値０．０２㎥/ｔ    
                                    実績値０．０１㎥/ｔ 
 
  平成２４年度は、前年度に比べ水使用量が約４００㎥増加しましたが、これは木くずチップの生産 
  量の増加に伴い、粉じんの飛散防止用の散水量が多くなったためです。 
  排水量は、これまでと同様、ほとんどが生活排水で、会社全体で１５０㎥前後で推移しており、今 
  後もあまり変化はないと思われます。 

④グリーン購入 
  グリーン購入については、数値化が困難なため、目標値を設定しませんでした。 
  これまでと同様、文具類等が主なものでしたが、今後は作業着についてもエコマーク付きの製品 
  を購入します。 

⑤チップの生産量    評価：○    会社全体   目標値９，０００ｔ    
                                     実績値９，３０６ｔ   
 
  ２００９年ガイドラインで導入された「自らが生産・販売・提供する製品に関する環境配慮」に基づ 
  き、今年度から目標値として設定しました。 
  平成２４年度の目標値は、前年度を基準年とし、その実績値の１０％増の９，０００ｔとしましたが、 
  目標を達成することができました。 
  今後は、カーボンオフセットに寄与できるように、生産量だけではなく、使用機材の燃料の削減に 
  努めながら増産していく予定です。 

⑥環境教育        評価：○    会社全体    目標値 １名以上    
                                     実績値 ４名 
    
   
  社員の環境教育の一環として、今年度から 
  エコ検定への取組を始めました。 
  その結果、今年度は４名の社員が合格しました。 
  これまでの２名に加えて６名となりました。 
  多忙な仕事の合間をぬって勉強することは、 
  かなり大変なことだったと思います。 
  平成２５年度以降もチャレンジを続けていく予定です。 
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私が受けた12回目のエコ検定から、出題範囲が広くなりまし
た。プレッシャーの中、勉強の時間も思うように取れません
でしたが、厚いテキストを持ち歩き、通勤の電車の中でも勉
強に励みましたので、合格の通知が届いた時は本当に嬉し
かったです。 
今後社内にエコピープルが増えることを期待しています。 
    環境管理事務局を担当している 小島 政美です                                  



担当 証拠 判定

循環型社会
形成推進基
本法

循環資源の循環的な利用及び処分の基
本原則

第７条 再使用、再生利用、熱回収と処分の優先順位 努力義務

生物多様性
基本法

生物多様性にかかる事業者の責務 第6条
生物多様性に及ぼす影響の低減及び持続可能な利用に
努める

努力義務

場外保管の届出 第12条第3項 該当しない

産廃処理委託の二者契約（受託時） 第12条第6項 運搬者、処分者の各契約書作成・保存 齋藤 契約書 ○ 受託時

産廃処理委託の二者契約（委託時） 第12条第6項 運搬者、処分者の各契約書作成・保存 齋藤 契約書 ○ 受託時

産廃処理委託基準 政令第6条の２ 委託契約書の保存義務 齋藤 契約書 ○ 契約終了後5年間保存

産業廃棄物処理責任者設置 第12条第8項 15条施設設置事業場 齋藤 届出書 ○

産業廃棄物管理票 第12条の３第2項 二次処理委託時発行（Ａ票の保管義務） 齋藤 管理票 ○

第12条の３第3項 運搬受託者の記載及び期限内送付 齋藤 管理票 ○ 10日、90日期限

第12条の３第4項 処分受託者の記載及び期限内送付 齋藤 管理票 ○ 10日、180日期限

第12条の３第5項 最終処分が終了した旨を記載し期限内送付 齋藤 管理票 ○ 10日、180日期限

第12条の３第6項 管理票の保存義務 齋藤 管理票 ○ 契約終了後5年間保存

第12条の３第7項 管理票交付者の報告義務 齋藤 管理票 ○ 毎年６月３０日まで

第12条の４第1項 虚偽管理票交付の禁止 齋藤 管理票 ○

第12条の４第2項 管理票未交付の産廃受け取りの禁止 齋藤 管理票 ○ 受託時

産業廃棄物の収集運搬許可 第14条第1項 許可申請 齋藤 許可証 ○ 許可期限5年毎

産業廃棄物の処分の許可 第14条第6項 許可申請 齋藤 許可証 ○ 許可期限5年毎

処理困難通知 第14条第13項 処理が困難又は困難になる恐れになった場合 齋藤 適宜

再委託禁止 第14条第16項 再委託禁止 齋藤 常時

産廃処理の帳簿記載と保存 第14条第17項 処理帳簿の記載と保存 齋藤 帳簿 ○ 毎月末までに前月分を記載

齋藤 帳簿 ○ 一年毎の閉鎖、5年間保存

変更の許可等 第14条の２第1項 ・事業範囲変更許可申請 齋藤 許可証 ○ 事業の範囲の変更時

変更の届出等 第14条の２第3項 ・規則第10条の10第１項に規定する事項の変更 齋藤 許可証 ○ 変更発生時

産業廃棄物処理施設の許可 第15条第１項 ・設置許可申請（みなし届出） 齋藤 届出書 ○ 許可期限5年毎

定期検査 第15条の2の2 ・該当しない

維持管理 第15条の2の3 ・維持管理 齋藤 記録簿 ○ 常時

記録及び閲覧 第15条の2の4 ・維持管理事項記録、備付 齋藤 記録簿 ○ 常時

変更許可 第15条の2の6 ・変更許可申請 齋藤 許可証 ○ 変更発生時

投棄禁止 第16条 ・不法投棄の禁止 齋藤 ○ 常時

焼却の禁止 第16条の2 齋藤 ○ 常時

収集運搬業許可の合理化 施行令第27条
・政令市を越えて収集運搬業を行う場合は都道府県の許
可のみで可能

平成23年4月1日施行

県外産業廃棄物を県内に搬入し中間処理しようとするとき 小島 承認書 〇

県外産業廃棄物を県内で最終処分しようとするとき

県外産業廃棄物を市内へ搬入し処理しようとするとき 小島 承認書 〇

県外産業廃棄物を県内で最終処分しようとするとき

水道施設等における廃棄物の調査 第１６条 当該廃棄物の汚染状況の調査義務 該当しない

第１８条 該当しない

事業者責務 第4条 ・Nox・PM排出抑制措置 蘇武 車検証 ○ 適宜

特定事業者の計画策定 第36条第1項 ・抑制計画策定、提出 該当しない

（区域計30台以上使用）

特定事業者の定期報告 第37条　1 ・措置実施状況の定期報告 該当しない

（※注：今後は都への定期報告がこれを兼ねる）

特定自動車の自動車環境 第28条 ・自動車管理環境計画書作成 該当しない

管理計画書作成 （規則16条1） （都内30台以上使用）、提出 該当しない

実績の報告 第29条　 ・自動車管理環境管理実施報告書の提出 該当しない

自動車環境管理車の選任 第33条 ・自動車環境管理者の選任と届出 該当しない

規制基準の遵守等 第68条 ・典型７公害について規制基準の遵守 小島 ○ 常時

工場の設置の認可 第81条 ・工場を設置する場合 小島 認可書 ○ 認可取得済み

工場の変更の認可 第82条 ・許可の事項を変更する場合 小島 認可書 ○ 変更時に対応

表示板の掲示 第85条 ・公衆の見やすい場所に掲出 蘇武 掲示済 ○ 常時掲示

第14条の2

第14条の3

乗車又は積載の制限 第57条第1項 ・乗車人員、積載物の大きさ・重量 蘇武 日報 ○ 常時
整備不良車両の禁止 第62条第1項 ・整備不良車両の運転禁止 蘇武 日報 ○ 常時
安全運転管理者 第74条の3第1項 ・安全運転管理者の選任 × 保有台数５台以上に適用
安全運転管理者 第74条の3第5項 ・安全運転管理者の届出 × 選任後１５日以内
道路に関する禁止事項 第43条第1項第1号 ・みだりに道路を損傷し、又は汚損することの禁止 蘇武 ○

第43条第1項第2号 ・みだりに物品の堆積、交通の支障行為の禁止 蘇武 ○

消防法 指定可燃物取扱届出 第14条 ・指定可燃物の貯蔵・取扱届出書 真坂 届出書 ○

分別解体等実施義務 第9条 ・対象建設工事受注者の分別解体実施義務 間接的適用で原則該当しない
対象建設工事の届出等 第10条 ・対象建設工事発注者による届出義務 間接的適用で原則該当しない
再資源化等実施義務 第16条 ・特定建設資材のリサイクル義務 間接的適用で原則該当しない
発注者への報告、記録の保存義務 第18条 ・受注者による発注者への報告、記録保存義務 間接的適用で原則該当しない

グリーン
購入法 ・環境に配慮した物品等の購入、使用等

暴力団員による不当な行為防止等に関す
る法律

第74条 ・暴力団にかかる法律 該当しない

東京都暴力団排除条例（２３年条例５４号 第２４条 ・暴力団と関わると処罰の対象になる 齋藤 契約書 ○

※赤書きは、今回追加又は修正した項目

現在、該当しない

　　　　　　　環境関連法規取りまとめ表（遵守評価記録）
最終訂正
平成２５年３月３１日 　　　作成者　齋藤　俊吉

法規 規定事項 関係条項 適用事項
遵守評価 適用期間、ﾀｲﾐﾝｸﾞ、

範囲等

千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱 現在、該当しない 25年４月より中間処理は適用除外

福山市県外産業廃棄物の市内搬入処理に係る事前協議要綱

東京都

産業廃棄物収集運搬業者の
定期報告義務

・収集運搬状況の定期報告

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

事
前
協
議

埼玉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱

栃木県県外産業廃棄物の最終処分に関する指導要綱

放射性物質
汚染廃棄物

特措法

特別な管理が必要な程度に事故由来放
射性物質により汚染された廃棄物の指定
の申請

当該廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況に
ついて調査した結果、汚染状況が環境省令で定める基準
に適合しない場合には指定廃棄物として申請できる

自動車
ＮＯｘ・
ＰＭ法

都
環
境
確
保
条
例

道交法

道路法

建リ法

暴対関係

７　環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

　当事業所に適用される環境関連法規等の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。また、関係当局からの違反の指摘は過去５年間ありません。

小島 報告書 ○ 4月末及び10月末

産業廃棄物処分業者の
定期報告義務

・事業場毎の処理状況の定期報告 小島 報告書 ○ 4月末及び10月末

 
   
       当事業所に適用される環境関連法規等の遵守状況等を確認した結果、違反はありませんでした。 
     また、関係当局からの違反の指摘は過去５年間ありません。 

７ 環境関連法規等の遵守状況 
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（１）平成２４年度の状況と平成２５年度への対応 

  ①二酸化炭素排出量 
  平成２４年度に二酸化炭素排出量が達成できなかった理由は、チップの増産により破砕機、 
  重機、運搬車両の燃料使用量が増加したためです。 
 
  グラフ６は燃料使用率とチップ生産量の関係を表したもので、相関係数は０．９９１でした。 
  この図からわかることは、チップ生産量が少ないと燃料効率が悪いということです。 
  生産量が５，０００ｔ前後であった場合は１．３ＧＪ／ｔであるのに対して、９，０００ｔ前後の場合 
  には１ＧＪ／ｔになります。 
  その理由と原因については、平成２５年度に検証するために、月単位でデータを整理したい 
  と考えています。 

y = -8E-05x + 1.6808 
R² = 0.9898 
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チップ生産量（ｔ／年） 

  当社は、今後もチップの増産を計画しています。 
  そこで、増産しても二酸化炭素排出量が増加しないように、次の項目を検討しています。 
 
  ・木くず破砕機の前に、前処理機（木くずを小割りにし、破砕機の効率を上げる。）と磁選機 
   （混入している金属の異物を除去する。）を設置する。（４ページ参照） 
  ・重機のバケットを軽量化する。 
  ・毎月、チップの「生産量と燃料使用量（破砕機、重機等）との相関」及び 
                                   「 生産量と運転時間との相関」を把握し、燃費の向上を図る。 
  ・効率のよい運転条件を把握し、燃費の向上を図る。 
   例えば、重機が１回につかむ木くずの量を多くすることにより負荷を減らす。 
          破砕機のスクリーンの目の大きさを大きくし、抵抗を減らす。 
 
  平成２５年度以降は、電力に関する排出係数が０．３７８から０．４６３に変更になったことから、 
  基準年を平成２４年とし、基準値は２４年の実績値２（５４．１８kg-CO2/t）を使用し、２５年度の 
  目標値は０．５％減の５３．９１ kg-CO2/tとします。 
  また、２６年度以降についても、前年度目標値の０．５％減とします。 

20 

８ 代表者による全体の評価と見直し 

グラフ６ チップ生産量と燃料効率の相関  



   ⑤エコ検定への取組 
   ２４年度の新しい取組としては、社員の環境教育の一環として、 
       エコ検定の受験がありました。 
  合格者が４名あったことも評価出来ますが、社員の環境に対する 
      意識が大きく変わったことも大きな効果だと思います。 
       これからは、毎年１名ずつ増えるように取組んでいきます。 
   また、エコ検定に合格するだけではなく、２５年度は、 
   エコピープル活動に少しずつ参加していきたいと 
  考えています。 

  ④チップの生産量 
  平成２４年度のチップの生産量は９３００トンで、これまでの最高でした。 
  カーボンオフセットにできるだけ寄与するように増産に努めました。 
  平成２４年度までは、チップの販売先はセメントメーカーとバイオマス発電に限定していまし 
  たが、２５年度はチップ系ボードメーカーにも販路を拡大し、チップの増産に努め、目標を達 
  成したいと考えています。 
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  ②搬出廃棄物量 
  これまでは、直接埋立処分場に搬出する量を目標値としていましたが、審査人のご指導により、 
  平成２４年度からは、受託した廃棄物量から有価物量を差し引いた搬出廃棄物量を目標値とし 
  ました。 
 
  平成２４年度の実績は、廃棄物搬入量が少なく、売却量が多かったために搬出割合は２４．２％ 
  とここ数年にない低い値を示しました。 
  平成２５年度もチップの増産を行い、有価物の割合を多くし、廃棄物の搬出量の削減に努めます。 

  ⑥新しい取組 
  木くずを破砕してチップを生産するだけでは カーボンオフセット 
   に寄与しているとはいえないと考えています。 
  そこで、平成２５年度からは東京都等が実施している「緑の募 
  金」 に参加し、ささやかながら多摩の緑の整備の一助になれ 
  ばと考えています。 
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    ③総排水量 
  水の使用量は、そのほとんどが木くずの破砕の際に発生するほこり対策用に使用している 
  散水用です。 
  今後、木くずチップを増産する予定であり、水の使用量も増加することが考えられます。 
  しかし、排水量は、そのほとんどが生活排水なので、今後もあまり変化はないと考えます。 



（２）チップを製造するということ 
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林野庁のＨＰには次のように書いてあります。 
 
 ①木はどの程度の二酸化炭素を吸収するのでしょうか？  
  ・手入れをされた８０年生の杉の人口林は１ｈａ当たり１７０ｔの炭素を蓄える。 
   二酸化炭素に換算すると６２０ｔで１年間当たり平均７．７５ｔになる。 
 
  ・１ｈａには約５５０本の杉の木があると仮定しています。 
 
  ・杉の木１本が１年間に吸収する二酸化炭素の量は１４．１ｋｇ 
   （７７５０ｋｇ÷５５０本＝１４．１ｋｇ）となる。 
 
 ②杉の木１本の重さはどの位でしょうか？ 
  ・杉の木１本が８０年間で吸収する二酸化炭素の量は、６２０ｔ÷５５０本＝１，１２７ｋｇ 
   ＣＯ２（分子量４４）で吸収しＣ（Ｈ２Ｏ）（分子量３０）で蓄積するので３０／４４の減量と 
   なるので 
   １，１２７ｋｇ×（３０／４４）＝７６８ｋｇという計算になります。 
   杉の木１本の重量は７６８ｋｇ 

チップの生産は、どの程度環境に役立っているのか考えてみました。 

当社が製造するチップは、杉の木何本分になのか？ 
どれだけの二酸化炭素を吸収するのか？ 
 
  ・平成２４年度生産量（９，３０６ｔ）÷０．７６８＝１２，１１７本 
  ・１２，１１７本×１４．１ｋｇ＝１７１ｔ 
 
  平成２４年度に当社で生産したチップ９，３０６ｔは杉の木１２，１１７本に相当し、 
  １年間で約１７１ｔの二酸化炭素を吸収する計算になります。 
 
  当社が排出する二酸化炭素量は、年間６１９ｔに比べるとまだまだ少ない量ですが、 
  削減に努めていきたいと考えています。 

光合成とは？ 
地球上に生息する生物の原点は、光合成だとい 
われています。 

光合成は、植物の葉の葉緑素と太陽エネルギー
により、大気中のＣＯ２と地中からのＨ２Ｏから糖 
類と酸素を生成する化学反応だといえます。 
 
６ＣＯ２＋６Ｈ２Ｏ＝Ｃ６Ｈ１２Ｏ６＋６Ｏ２ 

これをみても命の原点は、植物にあるのかもしれ
ません。 



  加盟団体の「東京産業廃棄物協会」の会員企業と協力 

     し、約６０，０００点のベルマークを寄贈いたしました。 

   この事業の立ち上げには、当社の社長も参加しました。 

９ 社会貢献活動 

ベルマーク財団よりのお礼状 
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 エコキャップ運動は、ゴミとして捨てられているペットボトルのキャップを集めて、 
 発展途上国の子供達にワクチンを送ろうというものです。 

 その主旨に賛同していただいた陶芸教室と、各営業所に設置した回収ＢＯＸの分とを 
 合わせて売却した代金を「世界の子供にワクチンを 日本委員会」に寄付しました。 

22年度 180㎏：3,600円 
23年度 190㎏：3,800円 
24年度 120kg：2,400円 

陶芸教室 多摩営業所 

「ベルマーク回収による東日本大震災被災校への支援活動」 

エコキャップ（ボトルキャップ）運動協賛 

http://www.bellmark.or.jp/download/poster_b.jpg


１０地域との交流 

 当社多摩営業所は、八王子市東中野自治会に所属しており、自治会活動や、鎮守の熊野神社 
 の行事に参加し、地元との交流をさせていただいています。 
  また、周辺環境の整備を行っています。 

熊野神社 
お祭りの日には幟が揚がります。 
ご神木の公孫樹が立派です。 
最近、寂れる鎮守の森が多い中で、 
とても立派な鎮守様です。 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

小さなお祭りですが、子供たちに 
とっては大きな楽しみです。 

夏場になると雑草が生い茂り、通行の邪魔になります。社員が手分けして草刈りに励みます。 
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 ＥＡ２１は審査を経るたびに、気付かされることが多く、奥の深さを実感して 
 います。近年はお客様からのご要望で、環境活動レポートを見ていただく機会 
 が多くなりました。  
 今後も、「環境活動の重要性を認識している事業者」の顔として、内容を充実 
 させていきたいと考えています。 
 
 また、当社では、施設内の環境にも配慮しています。 
   多摩営業所は、豊かな緑に囲まれた環境にあります。 
 右の写真にある運搬車の搬入道路の右側は社有地で、 
 左側は東京都の緑地保全地域です。 
 この緑がなくなることは当分ありません。 
 
 敷地内には、いろいろな鳥類、昆虫類が飛来します。 
 春先にはルリビタキを見ることもできます。 
 夏には、あげは蝶が雑木林から飛んできて、美しい姿をみせてくれます。 
 また、どこからくるのか、やんま、しおから、秋茜などのトンボ類も沢山飛ん 
 できます。水場を求めてやってくるのかも知れません。 
 
 これからは、生物多様性にも目を向けたいと思います。 
 できれば、場内にささやかなビオトープを造り、自然と命をつなげ、周辺環境 
 保全の一助になればと考えています。 
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