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環境活動レポート 
（2021 年４月～2022 年３月） 

 

 

1. 組織の概要等 

2. 環境方針 

3. 環境目標とその実績 

4. 環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の取

組内容 

5. 環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

6. 代表者による全体評価と見直しの結果 

 

2022 年４月２０日 

株式会社 東産業 



１． 組織の概要 

① 事業所名および代表者名 

           株式会社 東産業 

           代表取締役 大井 章一 

 

② 所在地        〒２３８－００１２ 

           神奈川県横須賀市安浦町１－６ 

           TEL（０４６）８２２－３３５６ 

           FAX（０４６）８２６－１１１２ 

 

③ 環境管理責任者    常務取締役 大井 雄史 

           連絡先 同上 

           E-mail y-ooi@azumasangyo.jp  

 

④ 会社創立       昭和３０年６月９日 

 

⑤ 資本金        10,000,000 円 

 



⑥ 事業所・リサイクル工場 

           三春事業所 横須賀市三春町 2－30 

           佐原事業所 横須賀市佐原 4-404-18 

      久里浜リサイクル工場 横須賀市内川 2-4-40 

 

⑦ 事業概要   

本社   営業・総務・経理 

三春事業所   横須賀市定日ごみの収集・運搬 

           （横須賀市民よりの一般廃棄物） 

   佐原事業所   事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運

搬、家電リサイクル品の収集・運搬・指定

引き取り業務 

   久里浜リサイクル工場 

           一般廃棄物及び産業廃棄物分別・中間処理 

           食品リサイクル品の収集・運搬・中間処理 

 

 

 



⑧ 保有車両     塵芥車             18 台 

         平ボデー            15 台 

         脱着装置付きコンテナー専用車   3 台 

         バックホー            2 台 

              フォークリフト          4 台 

 

⑨ 積み替え保管施設  

一般廃棄物 

         佐原事業所   保管量  20ｔ未満 

                  面積  1,213 ㎡ 

         一般廃棄物・産業廃棄物 

         久里浜リサイクル工場 保管量 250 ㎥ 

                    面積  991 ㎡ 

⑩ 処分事業の区分   

処理施設 久里浜リサイクル工場 

   中間処理（破砕・圧縮、圧縮、溶融、堆肥化、破砕） 

 

 



⑪ 処理能力   破砕・圧縮：4.8ｔ／8ｈ 

       圧縮   ：9.6ｔ／8ｈ 

       溶融   ：1.2ｔ／8ｈ 

堆肥化  ：1.2ｔ／8ｈ 

破砕   ：3.18ｔ／8ｈ 

 

 

⑫ 処理が可能な産業廃棄物の種類 

廃プラスチック類、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず 

（受け入れ金額、要相談） 

⑬ 事業の規模 

活動規模 単位 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

処理（収集運搬量） ｔ 14,925.0 12,260.0 9752.0 

売上高 百万円 550 550 517 

従業員 人 61 61 64 

床面積 ㎡ 991.2 991.2 991.2 

 

 



⑭ 受託した産業廃棄物の処理量 2021 年 4 月～2022 年 3 月 

 



 

缶・瓶・ペットボトル 発泡スチロール

収集運搬 収集運搬

計量 計量

搬入 搬入

磁気選別 スチール缶 異物取り除き

色別瓶 手選別 破砕

アルミ缶 溶融

ペットボトル

プレス品 破砕 プレス品 インゴット

洗浄

リサイクル製品 リサイクル製品 リサイクル製品 リサイクル製品 リサイクル製品

廃棄物処理フロー（缶・瓶・ペットボトル　発泡スチロール）



 

食品関連事業者等

収集運搬（計量）

搬入

計量

副原材料 手選別 残さ物

投入 投入

取り出し

保管

計量 計量

搬出 搬出

系外処理 系外処理

篩い 提供

飼料として製品出荷

売却

発　　　酵　　　処　　　理　　　機

食品循環資源再生利用処理フロー



営業許可 

自治体名 許可年月日 有効年月日 許可番号 許可内容 

横須賀市 Ｒ3.4.1 Ｒ5.3.31 第１号 一般廃棄物収集運搬業 

横須賀市 Ｒ3.12.25 Ｒ5.12.24 第７５号 一般廃棄物処分業 

横須賀市 Ｈ16.9.9  指令環管第２３号 リサイクル工場 

横須賀市 Ｈ30.2.1 Ｈ35.1.31 第 05810025947 
産業廃棄物収集運搬業 

（積替保管含む） 

横須賀市 Ｒ2.10.26 Ｒ7.10.25 05820025947 産業廃棄物処理業 

神奈川県 Ｈ17.7.27  第 440 号 計量証明事業 

神奈川県 Ｒ3.9.19 Ｒ8.9.20 01401025947 産業廃棄物収集運搬業 

東京都 Ｈ31.4.19 Ｈ36.4.18 第 13-00-025947 産業廃棄物収集運搬業 

茨城県 Ｒ2.12.7 Ｒ7.12.6 00801025947 産業廃棄物収集運搬業 

神奈川県 Ｈ29.11.8 Ｈ34.11.7 01451025947 特別管理産業廃棄物 

対象範囲（認証・登録範囲） 

2. 対象事業所 

本社、三春事業所、佐原事業所、久里浜リサイクル工場 

3. 認証・登録範囲 

一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬業、一般廃棄物・産業廃棄物中間

処理業、リサイクル業 



2. 環境方針 

循環型社会の静脈産業としての役割を十分理解し、廃棄物の適正処理、資

源リサイクルの推進によって、安全でクリーンな未来の実現を、社員一同

が、環境保護の精神と誇りをもって取り組みます。 

 

行動指針 

 廃棄物の処理において、リサイクル率の向上に努めます。 

 事業活動においても限りある資源を意識し、削減に努めます。 

① 事務所及び工場内の電気・水道等の使用量の削減を図ります。 

② 車両及び構内重機の燃料節約に努めます。 

 環境経営を実践するために必要な実施体制を構築します。 

 環境経営の継続的改善を実施します。 

 すべての事業活動において、環境関連の法令等を遵守し、環境保全の

一層の向上に努めます。 

 この環境方針をすべての従業員に周知します。 

2022 年４月２０日 

株式会社 東産業 

代表取締役 大井 章一 



 

環境経営実施体制

各部長

環境管理責任者
代表者の代わりに環境経営システム全体の構築、運用に必要な権限を持つ。

安全衛生委員会運営、総括、データ集計、代表者への報告を行う。

各事業所のEA21推進に関わる責任者。データ収集、連絡、指揮などを行う。

代表取締役社長
最高責任者であり、環境管理責任者を任命、環境経営推進体制の構築、環境方針の制定、

取組の評価などを行う。

役職 役割

代表取締役社長

大井　章一

本社

総務部長　宮間　秋佳

佐原事業所

事業部長　芹沢　彰

収集運搬部門 リサイクル工場 家電リサイクル部門
横須賀市定日収集

委託業務部門

三春事業所

業務部長　橋本　匡

常務取締役

環境管理責任者

大井　雄史



３
．
環
境
目
標
と
実
績

 

 

2019年 2019年 2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 2023年 2024年

目標 実績 目標 実績 目標 結果 目標 目標 目標

26年度実績より6％減 2019年度より1%減 令和元年度より1％減 11%減 令和元年度より10％減 令和3年度より３％減 令和3年度より４％減

453,732.5 449,195.1 490,284.4 442,826.7 445,713.1 429,541.9 412,360.2

26年度実績より6％増 2019年度より１％増 令和元年度より1％増 3.1%減 令和元年度より2％増 令和3年度より２％増 令和3年度より３％増

11.81 10.90 11.02 10.5 11.02 10.71 11.03

26年度実績より6％増 2019年度より１％増 令和元年度より1％増 2.0%増 令和元年度より2％増 令和３年度より３％増 令和３年度より４％増

4.67 4.46 4.46 4.51 4.51 4.65 4.83

26年度実績より6％減 2019年度より１％減 令和元年度より1％減 2.0%減 令和元年度より2％減 令和３年度より２％減 令和３年度より３％減

3177447.4 354,392.80 354,392.9 350,812.0 350,813.1 343,795.8 333,481.9

26年度実績より6％減 2019年度より１％減 令和元年度より1％減 3.5%減 令和元年度より2％減 令和３年度より２％減 令和３年度より３％減

1150.4 1,169.00 1169.0 1,139.5 1157.2 1116.7 1083.2

26年度実績より6％減 2019年度より１％減 令和元年度より1％減 2%減 令和元年度より2％減 令和３年度より２％減 令和３年度より３％減

3600.9 3,564.70 3564.7 3,531.0 3528.7 3460.4 3356.6

産業廃棄物 26年度実績より6％増 2019年度より１％増 令和元年度より1％増 0.8%増 令和元年度より2％増 令和３年度より２％増 令和３年度より３％増

リサイクル率(工場) 93.0 87.70 87.7 87.5 88.5 89.3 91.9

運搬時ＣＯ２排出量 26年度実績より6％減 2019年度より１％減 令和元年度より1％減 4.0%増 令和元年度より2％減 令和３年度より３％減 令和３年度より４％減

（三春事業所） 10.3 9.80 9.8 9.9 9.7 9.6 9.2

運搬時ＣＯ２排出量 26年度実績より6％減 2019年度より１％減 令和元年度より1％減 1.0%増 令和元年度より2％減 令和３年度より３％減 令和３年度より４％減

（佐原事業所） 29.5 30.40 30.1 30.7 29.8 29.8 28.6

86.80

※電力のCO2排出係数を0.442とする。

※化学物質の取り扱いは有りません。

ｋｇ

4.42

357,972.6

1,180.8

3,600.7

km/ℓ

総排水量

495,236.8

単位

km/ℓ

ｋｗh

㎥

kg-CO2

kg-CO2/t

廃棄物発生量

9.9

目標項目

ガソリン燃費

軽油燃費

電力使用量

kg-CO2/t 30.4

CO2総排出量

86.8％

10.80

495,236.8

10.80

4.42

357,972.60

1,180.80

3,600.70

9.90

30.40



４．環境活動計画の取組結果とその評価 

 

 

燃料使用量削減（主に佐原・三春事業所）

各事業所長管理･･･作業時、運転時の徹底を図る。

◆アイドリングストップの励行 ○ 各運転手の意識向上

◆急のつく運転の抑制 ○ エコドライブ

◆タイヤの空気圧チェック ○ 運行前点検実施

◆法定速度尊守 ○ エコドライブ

◆日常・定期点検の実施 ○ 運行前点検実施

◆メーカーより講師を招いてのエコドライブ講習（本社） × コロナの影響により講習できず

廃棄物削減（全事業所）

◆分別徹底 ○ 分別の数だけゴミ箱を用意

◆廃棄物の量（重さ）把握 ○ 捨てるたび秤で計測

◆コピー用紙の両面有効利用 ○ 社員の意識の向上

　（メモ用紙に利用・両面印刷の励行）

◆シュレッターごみの減量 ○ それ以外はリサイクル紙用箱へ

　（機密書類に限る）

◆書類の簡素化 △ 全年と変わらないため

◆使い捨て商品の購入抑制（本社） ○ 紙コップ･紙皿などの使用抑制

電気使用量削減（全事業所）

環境管理責任者・各事業所長管理･･･全従業員対象

◆温度設定　冷房27℃　暖房22度厳守 ○ シール貼付

◆冷暖房器具の定期的なフィルター掃除 ○ 年1回程度、頻度増やす

◆電気機器のこまめなスイッチオフ ○ 社員の意識の向上

◆節電シール貼付 ○ 本社より各事業所へ配布

◆節電商品の随時買い替え（本社） ○ 備品購入時、本社管理の意識

総排水量の削減（全事業所）

環境管理責任者・各事業所長管理･･･全従業員対象

◆トイレ等日常生活の節水 ○ 社員の意識の向上

◆洗車時は高圧洗浄機を使用する（佐原・三春） ○ 社員の意識の向上

◆出荷物洗浄時こまめに蛇口を閉める（工場） ○ 社員の意識の向上

◆必要な水勢に調整 ○ 出しすぎに注意する

産業廃棄物リサイクル率向上（工場）

　　工場長代理･･･工場従業員対象

◆工場従事者のプラスチック製品分別勉強会実施 ○ 取引会社による勉強会依頼

◆産業廃棄物の分別細分化 ○ 従業員の意識の向上

①環境活動計画と取組結果の評価

令和３年4月～令和４年3月

　　環境管理責任者・各事業所管理･･･事務員･作業員事務仕事時に徹底



環境目標とその実績の評価 

2022 年 4 月 18 日 

環境管理責任者総評 

 ９項目のうち達成できた項目は６つ。内容は、以下のとおり。今後は工場の

設備の一部入替を実施。また、今後も継続して設備の導入や入れ替え、古くな

ってきた車両や、フォークリフトの入れ替えも検討しており、さらなるエコ活

動に取り組む予定である。 

 

●CO2 排出量 11.0％減少 

 全体的に CO2 の排出量は削減出来ている。今後は継続的に CO2 排出を抑制

する行動を行っていき、少しでも減少出来るようチャレンジしていく。 

 

●車両燃費 ガソリン燃費－3.1％ 軽油 0.2％向上  

 車両燃費に関しては、天然ガス車を無くし、トラックは全て軽油となり、ま

た、営業車と佐原事業所のウィング車を増車したため、燃費の向上が目標値に

届かなかったと考えられる。今後については対象車両と燃費については新たに

目標の設定をし直し、その目標に向かって社員一丸となって取り組む。 

 

●電力使用量 2.0％減少 

 発泡スチロール溶融機の入れ替えと、フォークリフトの入れ替えを実施。こ

れにより省電力化につながったと考えられる。今後は、照明のＬＥＤ化をして

いない部分の切り替えや、消し忘れ等の小さなことをさらに積み重ねていく必

要があると考える。 

 

●総排水量 3.5％減 

 車両の清掃等で雨水の利用が始まった。これにより水道の使用量が抑えられ

ている。ただし、雨の降る時期と降らない時期があるので、降らない時期にも

雨水を活用できるような体制を検討する必要がある。結果としては申し分ない

と思っている。 

 

●廃棄物発生量 2.0％減 

 今回は、日頃から事業毎に片付けを実施し、不必要な物を常に無い状態にし



ておくことで廃棄物の発生量を抑える事が出来た。 

 

●産業廃棄物リサイクル率 0.8%増 

 リサイクル率は微増であるが増加傾向に向ける事ができた。これは今までの

工場での作業の一部を変更し、有価品としての売却先を確保できたことが大き

いと思われる。今後は手作業になるとは思うが、さらなる分別からのリサイク

ル率を上げる取り組みをする。 

 

●運搬時 CO2 発生量     三春事業所  4.0％増 

               佐原事業所  1.0％増 

 三春事業所は 4.0％増、佐原事業所は 1.0％増となったが、要因としては三春

事業所では、空き時間を使用しての粗大ごみや家電リサイクルの回収を行い車

両の稼働率が増えたためと考える。佐原事業所でも、車両の稼働率が増え、廃

プラスチックの運搬が増えたためであると考える。 

 今後はルートの効率化などを検討し、CO2 排出の抑制より、燃費の向上に重

点を置き活動していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



環境活動計画の年次（2022 年度）取組内容 

環境管理責任者 大井 作成 

燃料使用量削減計画 
⚫ 運転手の意識向上、エコドライブ・点検の実施 
⚫ 安全会議での定期的呼びかけ 

 アイドリングストップの励行 
 急のつく運転の抑制 
 法定速度厳守 
 タイヤ空気圧のチェック 
 日常・定期点検の実施 
 メーカーより講師を招いてのエコドライブ講習（本社） 

 
 
廃棄物削減計画 
⚫ 全社員による分別、軽量に対する意識向上 
⚫ 特に紙関係は事務仕事従事者に徹底 

 分別の徹底 
 廃棄物の量（重さ）把握 
 コピー用紙両面有効利用（メモ用紙・両面印刷） 
 シュレッダーごみの減量（機密書類に限る） 
 書類簡素化 
 使い捨て商品の購入抑制 

 
電気使用量削減計画 
⚫ 節電に対する意識の向上 
⚫ 電気機器の管理 

 冷暖房の温度設定 冷房 27℃暖房 22℃厳守 
 冷暖房器具の定期的フィルター清掃 
 こまめなスイッチオフ 

 
 
総排水量削減計画 
⚫ 全社員の意識向上 
⚫ 日常生活での意識 

 トイレ使用時のレバー選択 
 洗車時の高圧洗浄機使用 

 
 
産業廃棄物リサイクル率向上 
 リサイクル工場での分別細分化 

 全社員の知識向上 

 

 



５．環境関連法規への違反、告訴等の有無 

 

  

対象事業所 関連法規 法令内容 判定内容 判定結果

排出者責任における分別 廃棄物の種類ごとの分別ができている 良好　　☑

収集運搬業における許可証写しの携帯 定期的な検査記録表による 良好　　☑

管理票の取り扱い マニフェストに必要事項が記載されてる 良好　　☑

家電リサイクル法 管理票の取り扱い リサイクル券の保管状況の確認 良好　　☑

下水道法 油水分離槽の状態 油水分離槽清掃記録表による 良好　　☑

フロン排出抑制法 スポットクーラー簡易点検実施
点検表に確実に点検結果が記入されている、廃棄時引
取引取証明書がある

良好　　☑

自動車リサイクル法 リサイクル預託金の納入 リサイクル券が保管されている 良好　　☑

ＮＯｘ・ＰＭ法 自動車の排出ガスが基準値内である 車検による検査で保安基準に適合してる 良好　　☑

健康診断の実施 健康診断結果台帳による実施の記録 良好　　☑

安全衛生委員会出席名簿による 良好　　☑

安全衛生委員会議事録が有り、保管されている 良好　　☑

オフロード法 バックホウ等の排気ガスが基準値内である 定期検査の記録簿が有り、適合している 良好　　☑

排出者責任における分別 廃棄物の種類ごとの分別ができている 良好　　☑

管理票の取り扱い マニフェストに必要事項が記載されてる 良好　　☑

下水道法 油水分離槽の状態 油水分離槽清掃記録表による 良好　　☑

自動車リサイクル法 リサイクル預託金の納入 リサイクル券が保管されている 良好　　☑

家電リサイクル法 対象家電を適正に廃棄しているか リサイクル券の保管状況の確認 今年度対象無

ＮＯｘ・ＰＭ法 自動車の排出ガスが基準値内である 車検による検査で保安基準に適合してる 良好　　☑

健康診断の実施 健康診断結果台帳による 良好　　☑

安全衛生委員会出席名簿による 良好　　☑

安全衛生委員会議事録が有り、保管されている 良好　　☑

関係省庁に届け出がされているか 許可証等がある 良好　　☑

管理票の取り扱い マニフェストが適正に保管されている 良好　　☑

管理票の記載 マニフェストに必要事項が記載されてる 良好　　☑

家電リサイクル法 対象家電を適正に廃棄しているか リサイクル券の保管状況の確認 今年度対象無

神奈川県生活環境保護条例 届け出がなされているか 届け出の控えが保管されている 良好　　☑

下水道法 油水分離槽の状態 油水分離槽清掃記録表による 良好　　☑

フロン排出抑制法 スポットクーラー簡易点検実施
点検表に確実に点検結果が記入されている、廃棄時引
取引取証明書がある

良好　　☑

消防法 指定可燃物の保管届け出 届け出時の書類が保管されている 良好　　☑

健康診断の実施 健康診断結果台帳による 良好　　☑

安全衛生委員会出席名簿による 良好　　☑

安全衛生委員会議事録が有り、保管されている 良好　　☑

オフロード法 バックホウ等の排気ガスが基準値内である 定期検査の記録簿が有り、適合している 良好　　☑

廃棄物処理法 排出者責任における分別 廃棄物の種類ごとの分別ができている 良好　　☑

家電リサイクル法 対象家電を適正に廃棄しているか リサイクル券の保管状況の確認 今年度対象無

自動車リサイクル法 リサイクル預託金の納入 リサイクル券が保管されている 良好　　☑

健康診断の実施 健康診断結果台帳による 良好　　☑

安全衛生委員会出席名簿による 良好　　☑

安全衛生委員会議事録が有り、保管されている 良好　　☑

無し 苦情　　　無☑

※関係当局からの違反等の指摘は過去3年間ありません。 2022年4月20日

外部からの苦情等受付結果

労働安全衛生法

リ
サ
イ
ク
ル
工
場

労働安全衛生法

本社

労働安全衛生法

安全衛生委員会が設置され,安全衛生委員会が実施され
ている

安全衛生委員会が設置され,安全衛生委員会が実施され
ている

安全衛生委員会が設置され,安全衛生委員会が実施され
ている

安全衛生委員会が設置され,安全衛生委員会が実施され
ている

廃棄物処理法

三
春
事
業
書

廃棄物処理法

廃棄物処理法

労働安全衛生法

佐
原
事
業
所



６．代表者による全体評価と見直しの結果 

  

 今年度に達成出来なかった目標に対して、事業所単位で確認をし、社内全体

で達成に向けた活動を実施していく。また、改善方法については、各所属長と

話し合い、活動を見直していく。 

 

新型コロナウィルスの影響、ロシアウクライナ問題の影響からエネルギーに

対する状況が大きく変わってきている中で、今後はさらなるエネルギーの活用

を有効的かつ効率的に使用する事が求められていると感じる。 

 

 また、機械設備等も老朽化が進んできており、省電力とは言い難い部分もあ

るので、機械設備の入れ替えも必要になってきていると考えている。 

 

 限りある資源を大切に使用し、小さな無駄の排除を行い積み重ねていくこと

が今後の課題となってくる。その為、事業所にもこまめに足を運び、責任者と

もよく協議して小さな無駄を排除するためのアクションを起こしていく。 

 

 新型コロナウィルスの影響から、廃棄物業界の位置づけがエッセンシャルワ

ーカーとして見直されたため、業務を止めることなく遂行できるような体制を

構築していくことが重要となると考えている。 

 

環境経営方針、環境目標及び環境計画、実施体制については変更することな

く、継続して行っていく。 

 

 

2022年 4月 16日     

株式会社 東産業     

代表取締役 大井 章一 

 

 

 


