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環境活動レポート

(活動期間2021年4月～2022年3月)

  静岡リプロ株式会社
　　2022年5月31日作成



環境理念

静岡リプロ株式会社は、地球環境保全と事業運営

の両立を目指し、環境負荷の低減に努めます。

環境方針

①廃プラスチックの再生販売を積極的に進め、再資
源化率向上の為、廃棄物処理の作業効率を高める。

②事業活動において、産業廃棄物の収集・運搬を業
としているところから、車両の燃料消費量が高い。
地球温暖化原因の一つである二酸化炭素の排出量の
削減に努め、地球温暖化防止の責務を果たす。

③水使用量の削減と、廃棄物排出量の削減に取組む。

④環境関連法規及び条例等を遵守する。

⑤社員の環境教育に取組む。

制定　2006年9月16日
静岡リプロ株式会社
代表取締役 立石 順二



会社概要

　事業所名  静岡リプロ株式会社
　代表者氏名  代表取締役　立石 順二
　設立 1960年5月18日
　資本金   1000万円
　事業内容  産業廃棄物収集運搬業

 産業廃棄物中間処分業
 プラスチックの再生販売

　本社工場 　〒424-0037
静岡市清水区袖師町590番地の1
　TEL:054-365-3377
　FAX:054-364-1970
E-mail:repro@vc.tnc.ne.jp
http://reprokabu.sakura.ne.jp

事業規模

活動規模   2021年度
廃棄物収集運搬量 　1033t
廃棄物処理量 　306t
従業員数 　4人
床面積 　541.56㎡
売上高 　3372万円

組織図及び実施体制 　

・データ処理
・事務管理

・車両整備

・環境経営システムの総責任
・実施状況の確認

・処理施設の管理

環境管理責任者

（収集運搬責任者）

環境管理事務責任者

取締役 立石 恭子

中間処理責任者



許可・施設等の概要

＊静岡県産業廃棄物収集運搬業許可
　許可番号: ２２０１０２７４８９
　許可年月日: 令和２年９月２９日
　許可有効年月日: 令和９年９月２８日
　事業区分: 収集・運搬
　廃棄物の種類: 廃プラスチック類、金属屑、
　ガラス屑・コンクリート屑及び陶磁器屑、木屑
 （石綿含有廃棄物を除く）

＊静岡市産業廃棄物処分業許可
　許可番号: ０６２２２０２７４８９
　許可年月日: 令和２年１０月８日
　許可有効年月日: 令和９年１０月７日
　事業区分: 中間処分－破砕、溶融固化、圧縮
　産業廃棄物の種類: 廃プラスチック類

＊運搬車両 (収集運搬車両)
　バンウイングボディ 最大積載量７０００ｋｇ １台
　バンウイングボディ 最大積載量６７００ｋｇ １台

＊廃プラスチック　処理施設
　破砕施設 １．４４ｔ（日/8時間）
　破砕施設 １．１３ｔ（日/8時間）
　破砕施設 ３．３６ｔ（日/8時間）
　溶融固化施設 ０．６４ｔ（日/8時間）
　破砕施設 ３．４２ｔ（日/8時間）
　圧縮施設 １．８５t（日/8時間）

事業計画の概要

＊事業全体の計画
　静岡県内から発生する産業廃棄物を各排出事業者
  との委託契約に基づき収集運搬・処分をします。
＊運搬計画
　過去の実績に基づき、主に廃プラスチック類と木屑の
  運搬を年間1000ｔ見込んでおります。
＊処分計画
　過去の実績に基づき、廃プラスチック類の処分を年間
  350ｔ見込んでおります。
＊収集運搬、処理料金
　種類、量、距離等により無料にて御見積り致します。



処理工程図

原材料（産業廃棄物又は有価物）廃プラスチック類

　　当社による収集運搬、又は
　　排出事業者様によるお持込み

    自社工場にて手選別

　破砕　／　溶融固化　／　圧縮

　売却、又は外部へ処分委託

受託・委託量

　収集運搬量 　1031ｔ

　自社中間処理量 　306ｔ
　（破砕・溶融固化・圧縮）
　自社再資源化量 　217ｔ
　（プラスチック原料として売却）
　自社中間処分後に委託処理量 　129ｔ
　（破砕・燃料化しRPF原料として売却）

　有価物として購入/製品化プラスチック量 　91ｔ



　　　　環境への負荷の状況

　　　　　　　環境負荷項目（単位） 2019年度 2020年度 2021年度

①総エネルギー投入量 購入電力（kwh) 14422 13688 14177

ガソリン（L) 2961 2671 2259

軽油（L) 6028 6232 5993

②総物質投入量 資源投入量(t) 102.11 74.9 91

循環資源投入量(ｔ) 0 0 0

③水資源投入量 上水(㎥) 37 36 39

④温室効果ガス排出量 二酸化炭素(kg-CO2) 31954.7 31788.44 30556

⑤化学物質 大気への排出量(t) 0 0 0

    排出量・移動量 公共用水域への排出(t) 0 0 0

土壌への排出(t) 0 0 0

⑥受託産廃処理量 収集運搬量(t) 1178.99 1176.47 1031.23

中間処理量(t) 337.241 331.524 306.081

 うち再資源化等量(t) 201.291 175.554 217.613

最終処分量(t) 0 0 0

中間処理後の処分量(t) 135.95 155.97 129.1

 うち再資源化等量(t) 135.95 155.97 129.1

⑦廃棄物等総排出量 再使用(t) 0 0 0

再生利用(t) 201.291 175.554 176.981

⑧廃棄物最終処分量 最終処分量(t) 0 0 0

⑨総排水量 下水道(㎥) 37 36 39



　　　　　　　　環　境　目　標

＊施設の入れ替え等が完了したので、基準年を２０２０年度に変更。

  　　短期目標

2020年度 2021年度

単位 実績

基準年 目標数値

Kg-CO2 31,788 31,470

Kg-CO2/収集1t 27.0 26.7

購入電力 ｋｗｈ 13,688 13,551

購入電力(処分1t当たり) ｋｗｈ/処分t 41.3 40.9

ガソリン使用量 ℓ 2,671 2,644

軽油使用量 ℓ 6,232 6,170

軽油使用量(収集1t当たり) ℓ/収集1t 5.3 5.20

％ 53.0 52.5

㎥ 36 35.6

購入に努める 購入に努める

 　　中期目標

2020年度 2022年度 2023年度 2024年度

　実績

（基準年） 目標数値 目標数値 目標数値

31,788 31,152 30,834 30,516

27.0 26.5 26.2 25.9

購入電力(kwh) 13,688 13,414 13,277 13,140

購入電力(処分1t当たり) 41.3 40.5 40.1 39.6

ガソリン使用量（L) 2,671 2,618 25,901 2,564

軽油使用量(L) 6,232 6,107 6,045 5,983

軽油使用量(収集1t当たり) 5.3 5.2 5.1 5.1

53.0 53.5 51.4 50.9

36 35.3 34.9 34.6

購入に努める 購入に努める 購入に努める

中間処分を受託した廃棄物のリサイクル率

水使用量(㎥)

グリーン購入
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化
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中間処分を受託した廃棄物のリサイクル率

水使用量

グリーン購入

項　　目

二酸化炭素排出量(kg‐Co2)

収集1t当たりの二酸化炭素排出量

収集1t当たりの二酸化炭素排出量

項　　目

二酸化炭素排出量(kg‐Co2)

2020年比-1%

2020年比－ 2020年比-2020年比－



2021年度（2021年4月～2022年3月)

＊ＣＯ2排出係数　０．６９５kg‐CO2　(令和１年 ㈱USEN NETWORKSの係数を使用)

2021年度 2021年度
単位

目標数値 実績値

Kg-CO2 31,470 30,556 97% 　　〇

Kg-CO2
/収集1t

26.7 29.5 110% 　　×

購入電力 ｋｗｈ 13,551 14,177 105% 　　×

購入電力(処分1t当たり)
ｋｗｈ

/処分t
40.9 46.3 113% 　　×

ガソリン使用量 ℓ 2,644 2,259 85% 　　〇

軽油使用量 ℓ 6,170 5,993 97% 　　〇

軽油使用量(収集1t当たり) ℓ/収集1t 5.20 5.8 112% 　　×

％ 55.9 71.1 127% 　　〇

㎥ 35.6 39 110% 　　×

購入に努める　　　　　　　　　FSC認証紙を優先購入 　　〇

　化学物質の削減 　調査・検討　→　対象外であった。

　プラスチックの品質向上 　純度を高める　→　徹底されていた。

　差別化によるシェアの拡大 　優良産廃認定を取得し許可の更新をした。

　　　　～四半期毎の評価～

 1/4期 　目標値は未達成であるが、収集運搬量からみて、達成出来ていると考えられる。

 2/4期 　目標を達成出来たが、処分量からみると更に削減する事も可能であったと考える。

 3/4期 　目標の達成率が高いのは、納品によるトラックの使用頻度が減った為であると考える。

 4/4期 　目標値はわずかに未達成であったが、処分量からみると達成出来ていると考えられる。

　　　　～実績に対する考察～

　電力 　リサイクル率から考えると、良い結果であると考える。

　軽油 　納品方法の検討により、良い結果が出たと考える。

再生率 　随時、再生品目を見直すことで高められたと考える。

環境目標に対する実績

グリーン購入

結果達成率項　　目

　　　　二酸化炭素排出量

収集1t当たりの二酸化炭素排出量

二
酸
化
炭
素
の
内
訳

水使用量

　中間処分を受託した廃棄物の自社内
におけるリサイクル率

2020年比-1%



　環境活動計画と取組の評価・次年度の取組内容

　環境目標 　活動項目 　結果／評価 次年度の取組内容
①温暖化ガスの削減

エアコン設定温度の見直し 　○／適時実施出来た 　継続して取り組む

　購入電力の削減 エアコンの掃除 　○／年２回実施 　継続して取り組む

消灯管理の徹底 　○／徹底されている 　継続して取り組む

機械類の効率運転 　○／徹底されている 　継続して取り組む

アイドリングストップの実施 　○／徹底されている 　継続して取り組む

　車両燃料の 急発進・急加速の禁止 　○／徹底されている 　継続して取り組む

　消費量削減 積載物の確認 　○／徹底されている 　継続して取り組む

経済経路の走行 　○／徹底されている 　継続して取り組む

②廃棄物の適正な処理

　 コピー用紙の両面使用 　○／徹底されている 　継続して取り組む

　事業所排出物 封筒の再利用 　○／徹底されている 　継続して取り組む

　の発生抑制 FAＸのＰＤＦ化 　○／継続中 　継続して取り組む

分別とリサイクル化 　○／徹底されている 　継続して取り組む

　産業廃棄物の 排出事業者への分別指導 　○／徹底されている 　継続して取り組む

　収集・処分における電子マニフェストの導入 　○／導入済である 　継続して取り組む

　環境配慮 処理施設の作業環境向上 　○／徹底されている 　継続して取り組む

受託廃棄物の再生率向上 　○／徹底されている 　継続して取り組む

③排水量の削減

　水使用量の削減 水漏れ点検の実施 　○／日常管理として実施 　継続して取り組む

節水の周知徹底 　○／徹底されている 　継続して取り組む

④グリーン購入の推進

　事務用品のグリーン 環境配慮製品を優先する 　○／徹底されている 　継続して取り組む

　占有率向上 計画的購入 　○／徹底されている 　継続して取り組む

⑤化学物質の削減

　化学物質使用量 薬品使用量の削減 　〇／不使用 　継続して調査する

　の削減 管理手順の策定 　〇／不要 　継続して確認する

⑥環境に配慮した商品・サービスの提供

　プラスチックの 再生品の異物混入検査 　○／実施されている 　継続して取り組む

　品質向上 分別の徹底 　○／実施されている 　継続して取り組む

⑦新規事業の取り扱いについて

　廃棄物の適正処理 産業廃棄物処理に係る届出 　○／実施されている 　継続して取り組む

　購入電力の削減 作業手順書の作成 　○／実施されている 　継続して取り組む

◎ 2022年3月21日／処分委託先（優良産廃処理認定業者）を視察。

→適正に処理・管理をされていることを確認した。



環境関連法規

　法律･条例･規則 　適用内容  確認

廃棄物の処理及び 収集運搬及び処分業許可の更新・変更届出 　　○

清掃に関する法律 委託契約の締結 　　○

マニフェストの運用･管理･保管 　　○

廃棄物の適正保管 　　○

不法投棄の禁止 　　○

静岡市産業廃棄物の 産業廃棄物管理責任者の設置 　　○

適正な処理に関する 産業廃棄物処理の委託先の実地確認 　　○

条例 産業廃棄物の排出事業者による当社実地確認 　　○

不適正処理がなされた場合の必要な措置の実施 　　○

環境基本法 事業者の責務（公害の防止等） 　　○

循環型社会形成推進 廃棄物の排出抑制 　　○

基本法 循環的利用 　　○

地球温暖化対策推進法 温室効果ガス抑制措置 　　○

消防法 消防用設備等の点検・報告 　　○

道路交通法 点検の実施 　　○

騒音・振動規制法 基準値の遵守 　　○

グリーン購入法 環境物品の購入 　　○

フロン排出抑制法 エアコンの点検 　　○

◎環境関連法規等の遵守状況
　環境関連法規の遵守状況を確認した結果違反はありませんでした。

◎違反、訴訟等の有無
　関係機関や利害関係者からの苦情、訴訟についてありませんでした。

　（2022年5月10日確認）



 代表者による全体の評価と見直し

　　　見　直　し　項　目  変 更 の 必 要 性

1 　環境方針 　　有　・　無

2 　環境目標 　　有　・　無

3 　環境活動計画 　　有　・　無

4 　環境経営システム 　　有　・　無

　　今期、計画していた圧縮処理施設の入れ替え及び

　それに伴う届出等の手続きを完了することが出来た。　　

　引き続き、法令遵守・環境負荷低減に努めていく為
　
　に、日々の確認作業を徹底していくこととする。

　
　　取組結果について、業務内容から鑑みると達成率

　は高く、良い結果であったと評価する。

　　来期は、人員体制の変更に伴い、作業環境を最適化

　して、収集運搬業務及び処理業務の効率化をしていく

　ことが重要であると考える。

令和4年5月25日

静岡リプロ株式会社

代表取締役  立石 順二



従業員教育の内容～緊急事態訓練～

実施日　２０２１年８月２日

火災発生時に備えて
（工場奥にて火災が発生したと仮定）

＊消火器の配置を確認
＊消火器の使い方を確認
＊初期消火から避難までの流れを確認

～実施結果検証～

工場内が整理整頓されており、安全な避難経路
が確保できていた。引き続き日常から防災意識
を高く持って業務に励むこととする。


