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１組織概要
①　事業社名及び担当者

　　　 金沢工業株式会社
代表取締役

金澤知幸

②　所在地

静岡県静岡市駿河区丸子６丁目１番５号

③　法人設立年月日

④　資本金

１０００万円

⑤　環境保全関係の責任者・担当者連絡先

環境管理責任者　

松本俊 　　益田遼太

連絡先　　　TEL ０５４−２５９−３２０６
                FAX ０５４−２５９−１０１８

⑥　事業活動の内容

非鉄金属スクラップ加工処理業、産業廃棄物収集運搬業・中間処理業

⑦　処理料金

基本的に金属であれば有価になります。単価につきましては
種類、量によって変わりますので、お気軽にご相談ください。

昭和49年1月5日
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活動規模 単位 2019年 2020年 2021年
売上高 百万円 811 1348 1274
従業員 人 17 17 16

敷地面積 ㎡ 6000 6000 6000
出荷量 t 30336 27216 20898

⑨　許認可
《産業廃棄物収集運搬》

２０２１年度処理量 20.17t
許可品目 （廃プラ類、金属くず、木くず、ガラスくず、コンクリートくず、及び

陶磁器くず）
許可年月日
有効期限

　《産業廃棄物中間処分業》
２０２１年度処理量　　４５t16.2t
許可品目 （廃プラ類、金属くず、木くず、ガラスくず、コンクリートくず、及び

陶磁器くず）
許可年月日
有効期限

許可年月日
有効期限

（実績なし）
許可年月日
有効期限

⑩　加盟団体
一般社団法人日本鉄リサイクル工業会
静岡県中部鉄原会
静岡市再生資源組合

　　　　　　　　 《古物商》　 静岡県公安委員会　　　２００１　号
　　　　　　　 　《計量証明事業登録証》 　　　３７９−２　号
　　　　　　　　 《廃棄物再生事業者登録》 　　廃再第　７９　号

　　　　　　 　　《解体業許可証》 第　１３２２００２３　号
平成　３０年　５月　１日

　　　　　　　 　《金属くず商》 静岡県公安委員会　　　２５０　号

令和　　６年　４月　３０日

令和　　６年　１０月　２０日

　　　　　　　　 《破砕業許可証》 （自動車リサイクル法）　　２０６２４０００３０４

⑧　事業の規模

静岡県　　２２０１０５８８５１

平成　３１年　２月　２４日
令和　　６年　２月　２３日

許可番号　　０６２２１０５８８５１

平成　２７年　５月　２４日
令和　　７年　５月　２３日

平成　２６年　１０月　２１日
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２対象範囲
登録組織名 金沢工業株式会社　　（全組織）

１）　機械仕様
⑴ 名　称 ギロチンプレス　１２５０ A K 型
⑵ 供給ボックス寸法 ３,０００w０００×７,０００ 1　× ２,０００ h  ㎜
⑶ 切断回数 約　２.５　回／min  （無負荷作動時）

⑴ 名　称 スクラッププレス　５０pal 型
⑵ 供給ボックス寸法 ２,０００w×５,０００ 1 ×１０００ h  ㎜
⑶ 成形品質量 約　４３０　㎏　（投入量により異なる）
⑷ 機械理論値速度 約　２００s／リサイクル　（無負荷作動時）

２）　重量仕様
⑴ 重　機 SK２１０　　２基 SK１３５　　１基

コベルコ コベルコ
３３６Ｄ　 　１基 SK３５SR　１基
キャタピラー コベルコ

ZAXIS２００　　１基 SH２００LC６　　１基
日立 住友

３）　中間処理施設　（圧縮）
処理能力 廃プラスチック類 ３９.２　t／日　（８時間）

木くず ３３.２　t／日　（８時間）
金属くず １４９.３　t／日　（８時間）
ガラスくず　　コンクリートくず及び陶磁器くず　 １４１.８　t／日　（８時間）

４）　フォークリフト
⑴ フォークリフト FD２５ ２.５　t　　　１台

FD３０ ３.０　t　　　１台
FD３５　（回転リフト） ３.５　t　　　１台
FD４５　（回転リフト） ４.５　t　　　１台
FD４５ ４.５　t　　　１台
FD８０ ８.０　t　　　１台

５）　トラック
⑴ 小　型 ２　t　車　　パワーゲート HINO １台
⑵ 中　型 ４　t　車　　平ボディー HINO １台
⑶ 大　型 ７　t　車　　アームロール HINO ２台

６　t　車　　ユニック UD ２台
８　t　車　　深箱 HINO １台
10　t　車　 深箱 HINO ４台
10　t　車　 ユニック UD １台
10　t　車　 アームロール UD   HINO ２台
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リサイクルフロー図

再委託

現場への引

き取り
分別 鉄

ギロチン加工

処理
出荷

出荷 廃鉄 プレス機 出荷

雑品 出荷

産廃 リサイクル

廃鉄 出荷
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　　環境経営システム　　　実施体制
具体的な取り組み

　事業代表者　　代表取締役

必要な設備、費用、人材の投入
全体の評価と見直しを実施

　　　　環境管理責任者

環境目標、環境活動計画に対し

実施状況を管理 　　　　　　　　部長

会社員に対する活動の周知・徹底 EA２１事務局
再資源可能な物の分別及び適切な処分 金沢　享二

段ボール、ペットボトル再生可能
な物をリサイクルに回す

藤岡　達也 常木　佑一 竹内　克宣 早川　優士
池田　仁 高之口　新

金沢　幸佳 天野　美保 木下　慎吾 石川　詞也
金沢　和子

エコマーク商品積極購入 非鉄・金属の解体分別
無駄のないコピー

EA２１責任者は、構築、運用、実施、システム体制を確立し維持する。
運搬状況を把握し、結果の報告。

アップ・収集ルート効率化   で使用・生活環境の改善

　          　事務担当 解体処理担当

金澤　知幸

益田　遼太　　　松本　俊

黒柳　勝

　　　　　収集運搬担当 　　　　　加工処理担当

車輪整備・早めのシフト 低燃費の重機をメイン
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私たちはリサイクル業を通じて、地球環境を守
る事が人類共通の大変重要な課題であると認識し
ております。限りある資源を有効活用する事によ
り、資源環境型社会の構築を目指し、地球環境保
全に努めてまいります。

1 環境関連の法規制を遵守します。
2 地球環境保全に貢献するため、省資源・省エネ

ルギー・廃棄物の削減を目指し、環境汚染の防
止に努めます。

3 地域社会の環境と調和を図り、地域住民から信
頼される施設の運営・管理を徹底します。

4 この環境方針を全従業員に教育・訓練により周
知徹底させ、この環境方針を社外にも公開しま
す。

5 グリーン購入推進。
6 人材の育成を図るためのOJTを推進します。
7 経済・社会の状況を踏まえ、環境経営の継続的改善を行い

ます。

令和3年８月１日
金沢工業株式会社

　　　　代表取締役　　金澤　知幸

　環境理念

　 環境方針
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環境目標
２０２０年度を基準として、２０２４年度末までに下記項目の数値４％
削減を目標とする。

環境目標項目 基準値 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度
２０２０年 １％の削減 ２％の削減 ３％の削減 ４％の削減

二酸化炭素
排出量の削減 453,155 448,623 444,092 439,560 435,029

Kg - co２

16.62 16.46 16.29 15.96 15.96

電力
使用量の削減 322,136 318,915 315,693 312,472 309,251

kwh
トラック軽油
使用量の削減 61,279 60,666 60,053 59,441 58,828

ℓ
重機軽油
使用量の削減 55,429 54,875 54,320 53,766 53,212

ℓ
廃棄物
排出量の削減 48 48 47 47 46

t
水
使用量の削減 80 79 78 78 77

㎥
グリーン購入 コピー用紙の再生紙の使用。
の推進 省エネ対策品の積極購入。

プレビュー確認し間違いのないコピーする。
自らが生産、
販売、提供する 排鉄金属の分別を徹底的にし、より質の良い物を
製品及び リサイクルに回します。
サービス
化学物質、

使用量の消滅 対象外です。

　　　目標値

出荷1t当りの二酸化
炭素排出量の削減
             Kg - co２／t

７



項目 取組み内容（手段）
１二酸化炭素 ギロチンシャー　的確な荷物投入、投入時による騒音

削減 （電力） こまめにポンプ停止、振動、粉塵の防止
タワークレーン　釣り上げ荷重の負荷、無駄のない旋回

（電力） 荷物の落下防止！操作ミスのないように、安全作業！
スクラッププレス 待機時間自動停止、負担のない操作、騒音対策

（電力） 的確な荷物投入。フィルター定期的清掃
天井クレーン 無駄のない操作、安全に作業を行う。

（電力） 操作距離縮小、騒音などの注意
事務所 電気の消し忘れ、古紙の分別再利用の強化

（電力） グリーン購入　エアコン温度管理の徹底や扇風機の使用
重機　 低回転での作業を行い燃料の低減に努める。燃費の良い重機

（軽油） を使用し、騒音、振動の低減を行う。油使用管理
フォークリフト 高回転での作業、注意　無駄のない作業

（軽油） 振動、騒音のない低減に努める
トラック 低回転でのシフトup　燃費の良いトラックをなるべく稼働

（軽油） アイドリングストップ、燃費向上　油使用管理　ラベル添付
２産業廃棄物 再資源可能な物 産廃物から再利用可能な物を分別回収する

の削減 の処分及び 再資源可能な物はすべてリサイクル化
適切な処分

３水使用の スクリンプラー 粉塵がまってしまう時使用。留め忘れに注意
削減 の散布 節水のラベルを貼り、環境に優しい洗剤を使用

事務所、手洗い場 節水器具の導入
の節水

４紙使用の コピー紙使用 無駄のないコピーや両面コピーを徹底する
削減 の削減 サイズミスのないコピーをする

廃棄する紙 使用済みの紙はメモ用紙として活用してリサイクル可能
の削減 な紙を分別

５グリーン グリーン購入 エコマーク製品等の環境配慮製品を積極購入する
購入 推進

　重要な環境活動計画の内容
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６自らが生産 鉄屑の品質 持ち込まれた鉄や非鉄金属の部分を加工や解体にひと手間
提供する製品 かける事で製品の品質の向上と付加価値の向上につなげる
７生活環境 粉塵の飛散防止 スクランプラーの使用

の改善 清掃機で舗装面を清掃し、竹ほうきなどで、清掃
振動、騒音 ６時以降の機械運転は控え、作業を慎重にやりこなす。

ダンプアップ音防止作業　防音壁使用
廃油汚水の流出 油が流出した時吸着マットや木屑などをまき、対応

油水分離槽のチェック
火災爆発事故 消化器の点検、各箇所把握　防火用水設置
防止 危険物混入の確認

８その他 全社員に対する ５S活動を強化し、定期的に社員全体で環境安全面のことを
推進事項 環境保全 話し合い修正する。意識向上

活動の指示 振動、騒音の低減に努め、地域住民から苦情のない
ように、努める。
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環境目標の実績
２０２０年度を基準とし、２０２１年度は１％削減としました。

基準値 目標（１％） 実績 ２０２１年度の状況
項目 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２１年度

軽油　ℓトラック 61,279 60,666 33,041
軽油　ℓ重機 55,429 54,875 46,700
電力　kwh 322,136 318,915 249,548
廃棄物排出量 48 47.52 46
水　㎥ 80 79.2 72
事業系廃棄物t 0.55 0.51

二酸化炭素排出量合計　（Kg-co2）
基準値 目標（１％） 実績

項目 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２１年度
軽油　トラック 158,100 156,519 85,246
軽油　重機 143,007 141,577 120,486
電力 152,048 150,528 117,787
合計kg−co2 453,155 448,623 323,518
出荷1t当りco2 16.62 16.46 15.4808324
全体 0% 1％down 27%down

エコアクション２１活動初年度→１４年後
２００４年度との比較

基準値 実績
項目 ２００４年度 ２０２１年度

軽油 50,510 79,741
重油 35,892 0
電力 283,314 249,548
廃棄物排出量 141 46 二酸化炭素排出量合計 （kg−co2）
水　㎥ 285 72 基準値 実績

項目 ２００４年度 ２０２１年度
軽油　kgco2 132,555 205,732
重油　kgco2 97,254 0

電力　kgco2 134,290 117,787
合計　kgco2 364,099 323,518
全体 0% 10%down

※２００４年度　対比
大型トラック５台、重機２台、大型プレス機１台　増設した為、軽油・電力UPする結果となりました。
二酸化炭素排出係数は　　２００４年度 ０．３７８kg-co2/kwh

　　　　　　２０２０年度の状況 ０．４７２kg-co2／kwh
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２０２１年度の状況

2020年度　基準値

２０２１年度　目標

２０２１年度　実績

２００４年度　基準値
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艦橋目標の実績評価 次年度の取組み内容

重機 使用する重機の 燃費。
軽油

トラック
軽油 出来た。

追求をする。
さらなる分別
手作業で分別

水

グリーン
購入

メモ紙も活用
自らが生
産する

生活環境

※評価の◯×の基準は目標の達成度である。

◯
５Ｓ活動の強化、振動、騒音の 社員一人一人の意識を向上させ
低減。清掃機での清掃。 、機械での作業時意識しなが

ら作業　、勉強を行う。

◯
非鉄金属の分別の強化。 分別、小バラシ、解体によって再資
高品質のリサイクル化。 源可能な物を、すべてリサイクル

に回す。高品質を目指す。

◯

エコマーク製品等の積極購入。 再生紙などを購入紙、リサイク
両面コピーを使用し、再生可 ル可能な物を分別し、さらなる
能な紙をリサイクルにし、メモ用紙徹底、ミスのないコピー、
としても活用。

産廃 ◯
更なる分別し、増員する。
重機など使いさらに分別。

◯

スプリンクラー使用する時 使用量だけを把握し、現状維持

こまめに散布していた。 さらなる節水に、心掛ける。
遠隔操作での使用。 雨水などを利用することに強化。

◯
負荷をかけず低回転での作業

一ヶ月ごとのデータ収集

◯
エコ運動による1人1人の意識が 向かう現場の距離にもよるが、

燃費計を参考に更なる
ドライブマスターによる燃費計。

環境活動の取組結果の評価

電力 ◯
こまめに稼働的な作業が これからの節減の追求をする。
出来ていた。稼働時間を抑えた 稼動時間を減らす
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　　環境関連法規への違反、訴訟などの有無

適用を受ける 遵守状況
設備、行為等

環境基本法 ◯

廃棄物処理法 産業廃棄物
（市、県） 収集運搬及び

排出
提出
３Ｒへの努力 パソコン、ビン、

ダンボール、
ペットボトル
の廃棄
パソコン、ビン、
ダンボール、
ペットボトルの
廃棄
エアコン、
テレビ、冷蔵庫
冷凍庫、洗濯機
の廃棄
自動車破砕 ◯

定期点検 事務所用
業務エアコン

騒音規制法 油圧プレス、
せん断機

振動規制法 油圧プレス、
せん断機
事業者は
一般的な責務

産業廃棄物収集運搬業許可

◯
マニフェスト交付等状況報告書

環境型社会形成推進基本法

指定所への廃棄

リサイクル等への協力

◯

資源有効利用促進法

◯

家電リサイクル法

◯

見直し（制定、改廃、遵守状況）の担当者：
法令名称

一般的な自主努力
地球温暖化対策推進法

◯
温室効果ガス抑制処置、
自治体施策へ協力

目的、概要等

自動車リサイクル法 自動車破砕業許可

グリーン購入法 環境物品の購入
◯

フロン排出抑制法
◯

規則基準の遵守
◯

規制基準の遵守
◯

１３



油の流出 ◯
ギロチンシャー
鋳物割プレスの
騒音、振動

適切な処理 年に１回産業廃
に関する条例 棄物の処分の

状況を確認
チェック

遵守状況確認

静岡県産業廃棄物の適切な処理

◯

環境関連法規の遵守状況は、毎年８月にテェックリストで確認し、結果は上記の通りである。
違反はありません。また、関係機関から特にご指摘も無く、又、訴訟も１件もありません。

　　令和３年１１月１９日

◯

条例など 目的　　概要等

静岡県生活環境保全条例 油水分離層の設置
環境部環境保全課届出受理

１４



代表者による全体の評価と見直し・指示

確認 ：（必要に応じて評価・コメント記載）

1 エコアクション２１文書 ☑︎ 記録・文書として作成しました。

2 環境目標及び目標達成状況 ☑︎ 全て達成しました。

3 環境活動計画及び取組実施状況 ☑︎ 継続して取り組みます

4 環境関連法規一覧及び遵守状況 ☑︎

5 外部コミュニケーション・対応記録 ☑︎ 特に問題ありませんでした。

出荷量か基準年に比して77%となっている

影響もあり、今後の状況を見て判断します

取引先、業界、関係行政機関、その他の外部

動向

8 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） ️

　本年度も会社情勢が不安定な中、扱い数量こそ苦戦しておりますが」、過去最高レベルの相場高となり、

業界は活況に満ちています。しかし側面、世の中インフレが加速し、あらゆる製品が値上がり、企業の収益を

圧迫する状況もあります。

　弊社においてもエコアクションの重要性がより高まっています。一定の目標はクリアしましたが、これからも

エコ教育、エコ活動をさらに推進していこうと思っております。

　今後もPDCAサイクルという基本をしっかり維持し、目標設定の向上と見直し、妥当性の有る有効な展開に

努力します。来年も社員全員の意識向上を図り、目標達成に努めていきたいと思います。

金沢工業株式会社

代表取締役　　　金沢　知幸

変更の

必要性

1 環境方針 有・無 変更済み

2 環境目標 有・無 新中長期目標を策定済み

3 環境活動計画 有・無 企業価値向上の取組を推進すること

4 環境に関する組織（実施体制含め） 有・無

5 その他システム要素 有・無

6 その他（外部への対応） 有・無

継続して取り組みます

　　　作成　　２０２２年１０月２０日　　

令和3年　10月26日

見直し項目

代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

「有」の場合の指示事項

項目

6

7

見
直
し
関
連
情
報 問題点の是正・予防措置の実施状況 ☑︎

☑︎
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