
発行日：2022年5月1日

兵庫県加西市の「有限会社東洋カレット商会」ではガラスのリサイクル事業を行っています。

ガラスをカレット化し、再資源化する技術で国際社会へ貢献する企業を目指します。

 〒675-2103

 兵庫県加西市鶉野町2207番地

TEL0790-49-2468　　FAX0790-49-2469

e-mail   toyo@cullet.name

環境経営レポート

2021年度

対象期間：2021年4月1日～2022年3月31日

有限会社 東洋カレット商会

認証番号0007297

カレット化
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有限会社 東洋カレット商会

□ 代表者挨拶
　　当社ではブラウン管を中心とした、地球環境に優しいガラスのリサイクル事業を行っています。

　　このブラウン管リサイクルがひとつの事業として成り立つまでに独自の処理機の設計・製作をはじめ、

　　処理工場のの整備・拡張、無駄のないリサイクルフローの構築など、あらゆる面での施策に取り組ん

　　で参りました。

　　今後さらなる発展が必須となるリサイクル業界に身を置く企業として、これまで以上に向上心を高く

　　もち、常に新しい技術に挑戦を続け、あらゆるものが無駄なく再利用される「循環型社会」の実現に

　　向け尽力して参ります。

有限会社東洋カレット商会

代表取締役　 桜井 克二

□ 企業理念
　　ガラスをカレット化し、再資源化する技術で国際社会へ貢献する企業を目指します。

　　1. エネルギー使用量の効率的利用によりＣＯ2の削減に努める。

　　２. 廃棄物の収集運搬及び中間処理の業務を通じ、循環型社会の形成に貢献する。

　　３. 廃棄物の再資源化及びリサイクルの推進に努める。

　　４. 水使用量の削減に努める。

　　５. 行政機関、地域や関係団体等との連携を密にし、社会全体の環境保全活動に積極的に

　　　　参画・支援・協力する。

　　６. 環境関連法規等や当社が約束したことを遵守する。

　　７. 環境経営方針は、全従業員に周知する。

　　８. 環境経営目標・活動計画を定め、継続的改善に努める。

　制定日：2011年4月1日

　改定日：2019年7月1日

　有限会社東洋カレット商会

　代表取締役　桜井 克二

環境経営方針

□ 環境経営方針
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【 組織の概要】
（１）事業者名及び代表者氏名

　　有限会社　東洋カレット商会

　　代表取締役　桜井 克二

（２）所在地
　　　本社・工場　　　　〒６７５-２１０３　兵庫県加西市鶉野町2207番地

　　　第一資材置き場 〒６７５-２１０３  兵庫県加西市鶉野町東中沢2104番１

　　　第二資材置き場 〒６７５-２１０３　兵庫県加西市鶉野町東中沢2102番地2

（３）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
　  環境管理責任者　取締役工場長　桜井 清次郎

　  連絡責任者　取締役工場長　桜井 清次郎

　  TEL：0790-49-2468　FAX：0790-49-2469　E-mail：toyo@cullet.name

（４）設立、資本金、売上高、処理実績
　  設　立：1985年12月18日

　  資本金：827万円

　  売上高：119百万円（2021年度）

（５）事業内容

　　産業廃棄物処理業（中間処理）、産業廃棄物収集運搬業

（６）事業規模
　　本社・工場 　　第一資材置き場 　　第二資材置き場　　　合　計

従業員数 ９名 無人 無人 ９名

敷地面積 4395.1㎡ 3320㎡ 1658㎡ 9373.1㎡

（７）事業年度 ４月～翌年３月

（８）認証・登録範囲　全組織・全活動が対象

（９）施設の概要

　＜収集運搬業＞

□ 積替え保管施設：なし

　自動車登録番号 　車輌の種類

　姫路130そ125 　　ダンプ

　姫路130さ262 　キャブオーバー

　姫路100ろ119 　キャブオーバー

　姫路100ら37 　ハコバン

　＜中間処理施設：兵庫県加西市鶉野町2207番地＞

　処理施設の種類・処理能力 　　　廃棄物の種類・処理方法

　①破砕施設 ＜中間処理(破砕)＞

　　処理能力：49.2ｔ/日(8時間稼動) ・金属くず

　②破砕施設 ・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

　　処理能力：49.2ｔ/日(8時間稼動) 以上２種類

　③研磨施設 ＜中間処理(研磨＞

　　処理能力：80ｔ/日(8時間稼動) ・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

以上３施設 以上１種類

（10）産業廃棄物処理業の許可の状況 （別添）
　　　① 産業廃棄物処分業許可証（中間処理業）

　　　② 産業廃棄物収集運搬業許可証

  □ 廃棄物処理料金：品質・排出量に伴い別途相談

　　□ 保有運搬車両：(2020年5月現在)　4台

　  受託処理実績：受託量　5,449ｔ　産業廃棄物収集運搬量　436ｔ　（2021年度）

　（硝子原材料全般・廃家電ブラウン管・液晶などで使用されるガラスのリサイクル）
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　＜受託産業廃棄物の処理工程図＞

　① 破砕施設フローチャート　（路盤材）

目視検査 粗破砕 　手選別 　篩い機 異物除去　

再商品化 路盤材

＜販売元：加西砕石株式会社＞

〒675-2354

兵庫県加西市山下町2354-12　TEL：0790-46-0316

　② 破砕施設フローチャート　（カレット化）

目視検査 粗破砕 　手選別 異物除去　

　磁選機

　篩い機

ガラス製品

カレット化 原料

＜販売元：有限会社佐野商店＞

〒669-1357

兵庫県三田市東本庄2207-25ニュー三田インダストリアルパーク14　TEL：0795-68-2915

＜販売元：有限会社飯室商店＞

〒503-0034

愛知県知多郡武豊町冨貴中田1-27　TEL：0569-74-1787

　③ 廃家電ブラウン管処理フローチャート

金属くず

再資源化 　　粘着物等廃棄処理

＜神岡鉱業株式会社＞

〒506-1196

岐阜県飛騨市神岡町鹿間１番地1　TEL：0587-82-3384

排出事業者 ストックヤード 破砕機 製品ヤード

加西砕石㈱

（有）佐野商店
（有）飯室商店

前処理異物
除去

ブラッシング装置
異物処理

ＰＦ 分割機
破砕・選別

①パネル

②ファンネル

乾式洗浄及び選別

①パネル 手破砕選別 製品

（カレット化）

（有）佐野商店
（有）飯室商店

②ファンネル 手破砕選別 処理後物
溶解処理施設
神岡鉱業㈱

排出事業者 ストックヤード 破砕機 製品ヤード

排出事業者
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制定日:2011年4月1日

更新日:2020年4月1日

人員 3　名 人員 6　名

・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間等経営資源を準備

・環境管理責任者を任命

・代表者による課題とチャンスの作成、定期的に見直し

・環境経営方針の策定、見直し

・環境経営目標、環境経営計画書を承認

・代表者による全体の評価と見直し、指示

・環境経営レポートの承認

・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表を承認

・環境経営目標、環境経営計画書を確認

・代表者による全体の評価と見直し・指示に必要な情報を報告

 （環境経営目標の達成状況等）

・環境経営レポートの確認

・環境管理責任者の補佐

環境事務局 ・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

・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成

・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及び最新版管理

・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

・環境経営レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

全従業員 ・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚。

・自主的・積極的に環境活動へ参加。

最高責任者（社長）

環境管理責任者

代表取締役　桜井克二

工場長　桜井清次郎

収集運搬部門 中間処理部門

役割・責任・権限

環境管理責任者
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【 主な環境負荷の実績】

単位

kｇ-CO2

kｇ-CO2

kｇ-CO2

kｇ-CO2

kｇ-CO2

kｇ-CO2

t

㎥

ｔ

t

基準年度

2017年度～2019年度

(基準値) (目標) (実績)

t 2,010 2,412 5,449

基準年度比 向上率 120% 226%

kWh 31,403 ー 24,700

kWh/ｔ 15.6 15.3 4.5

基準年度比 削減率 98% 29.1%

L 6,026 ー 5,323

L 22,199 ー 26,337

L 28,225 ー 31,660

L/ｔ 14.0 13.7 5.8

基準年度比 削減率 98% 41.5%

t 754 ー 2,336

t/ｔ 0.375 0.368 0.429

基準年度比 削減率 98% 114.3%

㎥ 754 ー 1,058

㎥/ｔ 0.375 0.368 0.194

基準年度比 削減率 98% 51.8%

kg 300 294 240

基準年度比 削減率 98% 80.0%

＊化学物質は使用無、目標設定無 ＊受託量及び収集運搬量は、小数点以下切り捨て。

＊削減率＝（実績÷基準値）×100％　向上率＝（実績÷基準値）×100％

294 291

98% 97%

10,325

727

97,196

2,336

1,058

3,247 3,014 5,449

445 405 436

12,403

71,234

279

101,004

1,169

723

受託量

12,148

11,690

65,991

639

98,254

1,934

895

ＣＯ2排出量合計

産業廃棄物排出量

水使用量

収集運搬運搬量

※ 2017度電気事業者別二酸化炭素調整後排出係数：関西電力株式会社　0.418㎏-CO2/kWh 

※ガソリン：二酸化炭素排出係数　2.32kg-CO2/L　軽油：二酸化炭素排出係数　2.58kg-CO2/L

※灯油：二酸化炭素排出係数　2.49kg-CO2/L　LPG：二酸化炭素排出係数　3.0kg-CO2/kg

一般廃棄物

ー ー

産業廃棄物排出量原単位
（d/ａ）

ガソリン・軽油使用量原単位
（c/ａ）

産業廃棄物排出量（d）

15.0

ー ー

13.6 13.4

97%

ガソリン使用量（L）

軽油使用量（L）

ー ー

ー ー

水使用量原単位
（e/ａ）

0.364 0.360

97% 96%

125% 130%（ガラスリサイクルの普及）

96%

ー ー

0.364 0.360

97% 96%

水使用量（e） ー ー

電力使用量（b）

電力使用量原単位
（b/ａ）

ガソリン・軽油使用量（c）

97% 96%

15.1

環境経営目標 単位

受託量（a）

【 環境経営目標･実績】

2021年度 2022年度 2023年度

(目標) (目標)

2,513 2,613

項目

　電力使用量ＣＯ2排出量

自動車燃料使用量ＣＯ2排出量（ガソリン）

自動車燃料使用量ＣＯ2排出量（軽油）

12,350

67,950

LPG使用量ＣＯ2排出量

2019年度 2020年度 2021年度

11,991

灯油使用量ＣＯ2排出量 5,097 7,786 5,844
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□ 環境経営計画の取組内容とその評価、次年度の取組内容

＜本社＞　　　　　　　　　　　　　　　○達成した　△不十分　×未達成達成率：削減目標＝（目標÷実績）向上目標＝（実績÷目標）

取り組みの達成状況： ○できた（100％）△（50％～100％未満）×全くできなかった（0％）

達成率 337%

①デマンドの管理 ○ 継続

②水銀灯の使用の削減（天窓の昼光活用） ○ 継続

③退社時、機械及び機器の電源OFFを確認 ○ 継続

④ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・すだれを活用 △ 継続

⑤フィルターの清掃（月1回程度） △ 継続

⑥事務所の照明をLED照明への変更 ○ 実施

達成率 189%

①水を使用する時は、節水を心がける。 ○ 継続

②水を出しっぱなしにしない。 ○ 継続

○ 継続

達成率 123%

①弁当ガラを出さない。（配達弁当屋を利用） ○ 継続

②分別の徹底 ○ 継続

③再資源化 ○ 継続

達成率 226%

①取引先の拡大を図る。 〇 継続

△ 継続

③廃ブラン管等の分別の徹底 〇 継続

達成率 100%

①事務所周辺の清掃活動　（1回/月） ○ 継続

＜工場＞　　　　　　　　　　　　　　　

達成率 236%

○ 継続

②アイドリングストップの徹底（駐停車時） ○ 継続

③カーエアコンの設定温度を抑える 〇 継続

④カレット（製品）納入車の効率運転 ○ 継続

（帰り便も積荷を確保しカラ運転しない）

達成率 86%

①廃ブラン管等の分別の徹底する ○ 継続

（産業廃棄物を有価物にする）

× 継続

＜目標未達成＞
①については、分別を徹底し実施している。
②のガラス屑（板硝子等)の購入は、難しく粗悪なガラス屑が増加し未達
成となった。
＜次年度＞
①については、次年度も継続実施する。
②のガラス屑（板硝子等)の購入は、年々減少傾向にあるが継続実施す
る。

産業廃棄物量排出量の削減

電力使用量の削減

取組内容

ガラスリサイクルの普及 ＜目標達成＞
①③を徹底したことにより受託数量が増加し目標を達成した。
　特に破砕前の分別の徹底によりカレット製品（有価物）が増加した。

＜次年度＞
受託数量は、原単位管理の分母に影響するので①～③を継続実施する。

＜目標達成＞
①②を徹底し、③の井戸水を優先して使用したことにより目標を達成し
た。

＜次年度＞
①～③を継続実施する。

③上水の使用を削減し、井戸水を優先して 使用する。

一般廃棄物排出量の削減 ＜目標達成＞
①配達弁当を使用（生ごみ、弁当がら発生なし）、茶は、やかんで
　沸かしペットボトル使用なし。
②、③紙くずは、分別し裏紙等に使用し再資源化を図った。
＜次年度＞
①～③を継続実施する。

②良質のガラス屑（板硝子等)の購入を 拡大する。

①エコ運転の徹底 　（急発信、急加速、急停車しない）

②良質のガラス屑（板硝子等)の購入の 拡大

＜目標達成＞
①～③のエコ運転を実施した結果、目標を達成した。
④の帰り便の有効活用により生産性の向上につながっている。
＜次年度＞
①～④を継続実施する。

自動車燃料使用量の削減

社会貢献 ＜目標達成＞
①月1の会議後、全員で実施した。
＜次年度＞
次年度も継続実施する。

水使用量の削減

＜目標達成＞
①デマンドの管理で電力使用量を記録、管理し電力使用量を削減
した。
②夜間の水銀灯の使用を削減した。
　昼間は、天窓の昼光活用を活用し消灯を徹底した。
③退社時、機械及び機器の電源OFFを徹底した。
④ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・すだれを活用し空調電力を削減した。
⑥事務所の照明を蛍光灯からLED照明への変更、間引きも実施し
た。
＜次年度＞
①～③を継続実施し、⑤を徹底する。

評価と次年度の取り組み内容

取り組み計画 達成状況 評価と次年度の取り組み内容継続／変更

達成状況 継続／変更
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□ 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

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

遵守評価

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

※ 環境関連法規制等の遵守状況の確認の結果、環境関連法規制等は遵守している。

    なお、関係当局より違反、訴訟などの指摘は、過去３年間ありません。

□ 外部から環境に関する苦情、要望などありませんでした。　

環境管理責任者：桜井清次郎

□ 代表者による全体の評価と見直し・指示　　　

代表取締役社長　桜井克二

変更なし

変更なし

変更なし

特になし

□次回の活動レポートの発行は、2023年5月を予定
2022年4月20日

環境経営方針 否

環境経営目標 否

環境経営計画 否

実施体制 否

その他の要素 否

使用済自動車の再資源化等に関
する法律
（自動車リサイクル法）

変更なし

消火器設置、点検

適用される事項（施設・物質・事業活動等）

産業廃棄物の処理（板ガラス屑、ブラウン管等）、中間処理の委託（中間処理後の
処理残渣）（産業廃棄物委託契約書、マニフェスト交付、保管、交付状況報告書等）

使用済み部品、副産物の再生資源及び再生部品
（板ガラス屑、ブラン管等）

特定家庭用機器の排出
(テレビ、エアコン、冷蔵庫）

遵守確認年月日：2022年3月31日 

（１）全体の評価
　　2020年度より前回の審査時の推奨事項の原単位管理指標（効率性）を採用した。原単位の分母として受託数量（t）
      を採用した。受託数量は、取り引き先の拡大により増加した。電力使用量の原単位の目標は、業務効率化により
　　残業の削減、夜間の水銀灯の使用の削減、事務所のLED照明に変更等により目標に対して大幅に削減した。
　　自動車燃料使用量（軽油、ガソリン）の原単位の目標は、エコ運転の徹底と製品輸送の効率化等により目標を達成
　　した。水使用量も節水の意識の向上、井戸水の活用（洗車）等により達成することができた。
　　産業廃棄物削減の原単位の目標は、廃ブラン管等の分別を徹底したが良質のガラス屑（板硝子等)の購入は、年々
　　減少傾向にあり処理困難物の増加により目標に対して未達成となった。

（２）見直し・指示
　　次年度も原単位管理指標（効率性）を採用し目標達成に取り組む。原単位の分母の受託数量の増加は、本来業務で
　   あり産業廃棄物の廃ガラスをカレット化し再資源化を増やすことは地球環境に貢献することになる。
　　電力使用量は、デマンドの管理、業務効率化により残業の削減、夜間の水銀灯の消灯、退社時、機械及び機器の
　　電源OFFの徹底を継続実施する。自動車燃料使用量は、生産性の向上（コストの削減）につながるので次年度も
　　効率化に積極的取り組む。水使用量は、コロナ対応で手洗いの水が増加するが無理のない範囲内で節水に努める。
　　社会貢献活動（事務所周辺の清掃活動）は、今後も継続実施する。

項目 見直しの必要性 必要に応じて変更指示

騒音規制法

振動規制法

浄化槽法

消防法

特定施設の届出（（破砕機、ふるい機（7.5kW以上））

特定施設の届出（（破砕機、ふるい機（7.5kW以上））

浄化槽の設置、保守点検、清掃

使用済自動車の引渡義務

適用される法規制

廃棄物の処理及び清掃に関する
法律（廃棄物処理法）

資源の有効な利用の促進に関す
る法律

特定家庭用機器再商品化法
（家電リサイクル法）
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（別添）産業廃棄物処理業の許可の状況 
　　　① 産業廃棄物処分業許可証

（中間処理業）

　　　② 産業廃棄物収集運搬業許可証


