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株式会社 井奥建材工業 

対象期間：令和 3年 10月～令和 4年 9月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

認証番号 0008159 

 

 

認証登録番号 ０００８１５９ 

認証登録年月日 ２０１２年 ３月２８日 

作成日 

 

２０２２年１２月１９日 

環 境 経 営 レ ポ ー ト 

令和３年度(2021年) 
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□ごあいさつ 

私たちには、豊かな自然とともに生きる社会を子々孫々に手渡す責任があります。  

環境問題が差し迫るなか、持続可能な社会が必要です。私たちは廃棄物処理業に携わるものと

して、環境保全活動に率先して取り組みます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□事業の概要 

かかかん 

株式会社 井奥建材工業 

環 境 経 営 方 針 

 

＜基本理念＞ 

株式会社井奥建材工業は、一般廃棄物処理・産業廃棄物収集運搬及び処分・リサイクル製品販売 

の業務に於いて、環境保全及び地球温暖化防止のために３Ｒ（Reduce発生抑制、Reuse 再使用、 

Recycle 再生利用）を通じた循環型社会の実現に向けて、具体的に取り組みます。 

次の三つの考え方をもとに環境と経営の調和を目指します。 

１.自らの環境への負荷を把握し目標を定めた取り組みを実行します。 

２.廃棄物の適正な処理を推進し、事業活動の情報公開を行います。 

３.『エコアクション２１』を通じて継続的改善に努力します。 

 

＜具体的取組事項＞  

１.環境関連法規制及び当社が約束した事項を遵守します。 

２.省エネルギー省資源及び廃棄物問題等の次の事項に取り組みます。 

① 二酸化炭素排出量の削減（温暖化防止） 

② 購入電力の削減（省エネ） 

③ 収集運搬車重機車輌等の化石燃料削減（省資源） 

④ 受託廃棄物のリサイクル率向上（３Ｒ） 

⑤ 自らの廃棄物の削減（廃棄物削減） 

⑥ 節水（水資源保護） 

⑦ 環境配慮物品等購入促進 

⑧ ボランティア活動への積極的参加 

   

この環境方針を内外に公表し、全従業員が自発的に行動し環境意識の向上を図ります。 

 

制定 2011 年 8 月 1 日 

改定  2021 年４ 月 1日 

 

 

株式会社 井奥建材工業  

代表取締役 井奥 歳一 
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１.事業所名及び代表者名 株式会社 井奥建材工業  代表取締役  井奥歳一 

２.所在地（全サイト） 

◇本社事務所、中間処理場、調月最終処分場、調月建設発生土処分場 

〒649-6112 和歌山県紀の川市桃山町大字調月(つかつき)字城の段５１９番地１ 

◇最上建設発生土処分場：〒649-6111 同上桃山町最上（もがみ)１７４番地 

◇市場建設発生土処分場：〒649-6124  同上桃山町市場（いちば)３１９番地１ 

◇鷹巣尾最終処分場：〒649-6123 同上桃山町大字神田（こうだ）字鷹巣尾（たかすお） 

６６７番地  

３.責任者及び連絡先 

◇環境管理責任者：専務取締役 井奥 敦久   

電話０７３６－６６－１４７８／Fax０７３６－６６－１３７８ 

e-mail ioku-kenzai@jeans.ocn.ne.jp 

４.事業の内容  

◇産業廃棄物収集運搬（積替え保管を含む） 

◇産業廃棄物中間処理  

◇産業廃棄物安定型最終処分（※石綿含有産業廃棄物の物を含む） 

◇一般廃棄物中間処理 

◇建設発生土処分 

◇リサイクル再生製品の販売 

◇太陽光発電による電力の販売 

５.設立年月日 昭和 37年 10月１日 

６.資本金 １０百万円 

７.事業の規模（令和３年度実績：事業年度 10 月～９月） 

◇売上高 321百万円 

◇廃棄物受託量：産廃受託量 31252.83ｔ、一廃受託量 189.27㎥、 

産廃収集運搬量 10708.11ｔ，産廃最終処分量 5777.40ｔ 

リサイクル製品販売量 25468.51ｔ、建設発生土 17561.1ｔ 

◇従業員 10名 

８.組織図 

 

 

建設発生土

管理部門

代表取締役　井奥 歳一

環境管理責任者 井奥 敦久

事務局責任者 中本 好亮

事務及び

営業部門

運搬・保守

部門
選別部門

リサイクル製品

生産部門
処理部門

mailto:ioku-kenzai@jeans.ocn.ne.jp
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役職 役割・責任・権限 

代表取締役 

1. 環境経営に関する統括責任 

2. 環境経営レポート、環境方針の策定・見直し及び全従業員への周知 

3. 総合評価と見直し 

4. 環境目標・活動計画、環境関連法の順守評価他の承認 

5. 環境管理責任者の任命 

環境管理責

任者 

1. 環境経営システムの構築・実施・管理 

2. 環境経営レポート、環境目標・活動計画、環境関連法関係・環境負荷

の実績・環境への取組状況・教育計画・コミュニケーション記録・是

正処置・手順書の承認 

3. 総合評価と見直記録を作成し、代表者に報告 

事務局責任

者 

1. 環境目標・活動計画他、文書・記録類の原案作成と報告 

2. 環境目標達成に向けての運営・管理 

3. 社内研修等による、全社員教育、訓練等の計画 

4. 環境上の緊急事態への準備及び対応の計画 

5. 環境に関する外部コミュニケーションの窓口 

部門責任者 

1. 自部門に関する環境負荷と環境活動状況の調査・報告 

2. 自部門に関する環境目標達成に向けての運営、管理 

3. 社内研修等による、全社員教育、訓練等の参加準備 

全従業員 
1. 環境方針の理解と環境への取組みの重要性を自覚 

2. 環境目標達成に向けての活動 
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９.許可の内容等 

（１）産業廃棄物 

  許可番号 許可年月 有効期限 許可品目 

収集運搬 和歌山県 第０３０１１０２９４７２号 平成２９年３月３０日 令和６年３月２９日  ①〜⑩内、③⑨⑩

は石綿含有物を含む 

積替え保管：[保管面積合計] ６，４４４．２１ｍ² [保管上限最大] １０，６７８．５７ｍ3 [積

上上限最大] ６.０㎥ 

大阪府 第０２７０００２９４７２号 平成２８年８月１９日 平成３５年８月１８日 ③〜⑩ 

兵庫県 第０２８０３０２９４７２号 令和４年１２月７日 令和 9 年１２月６日 ③、⑥、⑧～⑩ 

処分 和歌山県 第０３０４１０２９４７２号 令和元年５月３０日 令和６年５月６日  

（中間処理） 破砕・切断、減容・成形 ①〜⑧ 

破砕・切断 ⑧〜⑩ 

破砕・分離 ④⑨廃石膏ボードに

限る 

圧縮・梱包 ③④⑥ 

（最終処分） 埋立 安定型４品目 

③⑧⑨⑩ 

③⑨⑩は石綿含有物

を含む 

（備考） 

○許可を受けた収集運搬業（和歌山県・大阪府）については、優良収集運搬業者に認定されています。 

○品目番号： ①燃え殻②廃油③廃プラスチック類④紙くず⑤木くず⑥繊維くず⑦ゴムくず⑧金属くず           

⑨ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず⑩がれき類  

 

（２）一般廃棄物処理業 紀の川市許可番号 第３０２０８０１７号 

許可年月：令和４年９月１７日、有効期限：令和６年９月１６日 

     木くず  ：破砕後再生利用可能なものに限る ４.６トン／日 

刈草  ：破砕後主として堆肥原料として利用可能なもの １.７６トン／日 

（３）建設発生土処分場 平成２０年８月 和歌山県指定 指定番号：技第１９２号 

 平成２８年１０月和歌山県追加指定 指定番号：技第 04010016 号 

（４）古物商 和歌山県公安委員会許可番号 第６５１０３０００２７１号 

（５）金属くず商 和歌山県公安委員会許可番号 岩第１１－１ 

  （６）リサイクル再生製品４品目 路盤材（ＲＣ－４０）、再生砂、再生プラスチック、 

燃料用チップ 
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１０.事業の用に供する施設の概要 

◇安定型最終処分場 

名称 面積（ｍ²） （容量ｍ³） （残余容量ｍ³） 

調月 12,475.6 41,141.70 14,296.8 

鷹巣尾 15,720.0 47,754.20 42,661.664 現在未使用 

   ※高巣尾最終処分場の残余容量について、調月最終処分場を埋め立て完了後に再開予定。 

そのため休止中になっており残余容量変更なし。 

◇中間処理施設 

施設名称 許可品目 能力 

破砕・切断 廃プラ・紙くず・木くず・繊維くず・ゴ

ムくず・金属くず・ガラスくず・コンク

リート及び陶磁器くず、がれき類 

以上 ８品目 

０. ２４～０.６１トン／ｈｒ 

９０ｋＷ 

減容・成形 廃プラ  ０. ５トン／ｈｒ 

９０ｋＷ 

破砕 がれき類 ５０トン／ｈr 

３７ｋＷ×２ 

破砕 木くず ４.６トン／日 

７５ｋＷ 

破砕・分離 廃石膏ボード ４.８トン／日 

１３.４５ｋＷ 

圧縮・梱包 廃プラ・紙くず・繊維くず ２.３～２.８トン／ｈｒ 

３７ｋＷ 

◇建設発生土処分場 

名称 面積（ｍ²） 最大保管容量（ｍ³） 

調月 １,０３９.９０ １,２０３.９０ 

最上 

市場 

４,４７８.００ 

２,３４５.００ 

１１,７８０.２３ 

        ６,２４５.４２ 

◇車輌及び重機類 

車 種 保  有  台  数 

ダンプ車 １０トン車×３台 ・４トン車×１台  

ユニック車 ３トン車×３台 

コンテナ専用 ４トン車×３台 

重機類 バケット ０. ７㎥×１０台 ・０.４５㎥×７台 

０.１㎥×２台・０．７５㎥×1台 

破砕機  ０.７㎥×１台 ・０.４５㎥×１台 

つかみ ０.２５㎥×５台・０.１㎥×３台 

タイヤショベル ２台 

フォークリフト ２.５ｔ×５台・１.５ｔ×５台 
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１１.処理工程図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

１.コンクリート類 

 アスファルト類 

８.繊維くず 

２.がれき類 

７.紙くず 

３.ガラス・陶磁器くず 

４.金属くず 

５.木くず 

６.廃プラスチック 

９.石綿含有廃棄物（非飛散性)

（性） 

破砕 

破砕・埋立 

破砕・埋立 

破砕 

破砕 

破砕 

選別 

選別 

埋立 

再生品販売 

再生品販売、他社安定型処分

場 

他社安定型処分場 

ｽｸﾗｯﾌﾟ販売、他社安定型処分

場 

燃料用販売、他社管理型処分

場 

販売、他社安定型処分場 

古紙販売、他社管理型処分場 

他社管理型処分場 

自社安定型処分場 
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□認証・登録の対象組織・活動 

（１）登録組織名：株式会社井奥建材工業 本社事務所、中間処理場、調月最終処分場、 

鷹巣尾最終処分場 

調月建設発生土処分場 

最上建設発生土処分場 

市場建設発生土処分場 

（２）活動：産業廃棄物収集運搬・産業廃棄物中間処理・産業廃棄物安定型最終処分 

一般廃棄物中間処理・建設発生土処分・リサイクル再生製品の販売 

太陽光発電 

□主な環境負荷の実績  

 

 

二酸化炭素排出量はＬＰＧを含む全排出量、電気の排出係数（調整後排出係数 関西電力 2019 年度）0.318kg-CO2/kWh 

 
□目標と実績 
※原単価(t/L)は、重機では中間処理量(t)/軽油(L) 

※原単価(t/L)は、運搬車では産廃+建設発生土受入量(t)/軽油(L) 

運搬車では産廃+建設発生土受入量(t)/軽油(L) 

 

 

項目　　　　　　　　　年度 単位

二酸化炭素排出量

0.318㎏-CO₂/kWhの

関西電力2019年調整後排出係数

廃棄物排出量計

　一般廃棄物(事業所） ｔ

　産業廃棄物（受託） ｔ

排水量（処分場浸出排水量） ㎥

2019年度

基準値
2020年度

㎏-CO₂ 451,022 403,311

7,845 9,236

2,177 2,352

7,845.250 9,236.352

0.25 0.352

2021年度

377,892

5,584.311

0.339

5,584

1,618

二酸化炭素排出量削減 ㎏-CO₂

購入電力削減 kWh

受託廃棄物の

リサイクル率の向上
％

廃棄物（自ら出したゴミ）

一般廃棄物＋産業廃棄物
ｔ

　資源ごみ ｔ

　可燃ごみ ｔ

　不燃ごみ ｔ

　産業廃棄物の削減 ｔ

水道水使用量削減 ㎥

ボランティア清掃活動 回

ｔ/L 重機 運搬車 重機 運搬車 重機 運搬車 重機 運搬車 重機 運搬車

0.28 1.41 0.30 1.51 0.34 1.21 0.31 1.52 0.31 1.53

項目　　　　　　　　　年度
2019年度 2022年

基準実績 目標 目標

2021年

実績

451,022 428,471 414,940

105,766 99,420 96,247

377,892

106,844

250

0 3 3

0.1 0.09 0.084

0.8 0.72 0.672

1

0.012

0.8

504

収集運搬車の化石燃料削減

燃費向上

272 258

0.55 0.495

0.25 0.225

71.2 78.3

1.7

242

3

2023年

目標

401,410

93,074

82.6

1.377

0.4455

0.2025

0.081

0.648

0.462

0.21

80.5

1.53 1.428

82.1

1.139

0.225

0.102
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 □環境活動の取組計画と評価 

◎よくできた ○まあまあできた △あまりできなかった ×全くできなかった 

具体的取組 達成状況 評価（結果と今後の方向） 

二酸化炭素排出量削減 ○ 電力・化石燃料の項目参照 

購入電力削減 △ 月単位での見直しを徹底。 

破砕施設等の効率化 ◎ 計画的に処理を行い、施設の同時稼動をできるだけ避け

るなどにより、二酸化炭素削減の成果が見られた。今後も

継続して観察していく。 

空調温度の適正化 

（冷房２８℃ 暖房２０℃） 

◎ 

収集運搬車・重機車両の化石燃料削減・燃費向上 

△ 

燃費に関して、重機、車両に共に低燃費運転の周知はでき

ているが、結果に表れずにいる。再度運用データの収集後、

問題の洗い出し実施後新たな取り組みを従業員全員で考

え取り組む。 

効率的なルート選定による収集運搬 △ 使用量及び二酸化炭素排出量で見ると、まだまだ削減の

余地はある。 

原単位で見ると、燃費は悪化している。 

今後は、車輌別に、管理・分析を行い、削減方法を検討し

ていく。 

きめ細かなメンテナンスの実施 

(自主点検など) 

〇 

エコドライブの推進(アイドリングストップ・急加速・

急停車など) 

△ 

冷房の控え目使用（冷房２８℃） △ 

受託廃棄物のリサイクル率の向上 ○ 目標値に比べ 4ポイント上昇 

選別方法の見直し 〇 年間通して、選別の徹底、搬入時のチェック、取引業者へ

の搬入前の案内等徹底を続けてきた効果は出始めてい

る。 

引き続きて処理内容の見直し等を定期的に行い 

リサイクル率をあげられるよう務める。 

最終処分量の削減 △ 

リサイクル業者との連携による品目の追加 

 

△ 

リサイクル業者新規開拓 〇 廃プラ処分会社新規契約 

一般廃棄物の削減 （自ら出した廃棄物） ◎ 前年度に引き続きペーパーレス化を進める。 

契約書等、2部保存していたものについては、データ管理

を活用し、1部保存に切替ていく。 

契約書や取引先とのやり取りのペーパーレス化により、

削減の成果が出るのは5年以上先のことだが、続けていく

ことにより文書保存に対するコストが下がり、データを

活用し徐々に生産性が上がることが期待される。 

その他増加要因として、コロナ対策によるペーパータオ

ル使用が増加している 

コピー用紙の両面利用 ◎ 

廃コピー用紙等のリサイクル化 ◎ 

印刷物の削減 ◎ 

ダンボール等の再利用 ◎ 

分別の徹底 ◎ 

ペットボトル削減対策（ゴミ箱の撤去、水筒推奨） ◎ 

契約書保存データ化を活用し枚数削減 ◎ 

産業廃棄物（自ら出した廃棄物） ◎ 目標達成 

水道水使用量削減 × 未達 

全社員の節水への取り組み徹底 ◎ 今期も、水道水の使用量が増加している。 

特に，夏季にはスタッフの熱中症予防用ミストでの 

使用増加が一一因である。しかし作業効率と、近年の猛暑
水再利用                 ◎ 
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から身を守り安全に作業するためにはミスト使用は不可

欠と考える。 

来期、夏季の水道水使用量を見直す必要があるが水道水

の使用の中、雨水で対応できるものを検証し効果を観察

していく。 

ボランティア清掃活動 × 数値目標に対して増減なし 

会社周辺の清掃活動 × コロナ禍の影響でボランティア活動が中止になった。  

産廃協会主催清掃活動 ○ 清掃参加 2名 
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□環境負荷低減実績 

（１）太陽光発電量 

 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

発電量（kWh） 49,574 42,697 42,449 46,007 

2021年度では、9,072㎏-CO₂を削減した。排出係数＝0.34㎏-CO₂/kwh 

（２）薪ストーブによる灯油使用量削減 

 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

灯油換算（Ｌ） 277 117 85 150 

ＣＯ₂換算（kg） 691 292 212 373 

灯油の換算は（使用木材量kg×0.405）＝灯油使用量L、ＣＯ₂換算は（灯油使用量L×2.49）＝ＣＯ₂ 

 

□環境関連法規制等の順守状況 

主な環境関連法規制は、次の通りです。 

法 規 名 対象となる主な事項及び設備等 

廃棄物の処理及び清掃

に関する法律（廃棄物

処理法） 

マニフェストの発行と保存管理及び年次報告 

事業許可証の有効期限、契約書有効期限 

産業廃棄物の収集運搬時マニフェスト・許可証の必携 

最終処分場の構造基準・維持管理基準の順守 

施設の定期検査及び維持管理情報公開 

積替え保管基準の順守 

建設発生土の処分場指定

に関する和歌山県要綱 
事業許可及び受入基準の順守と利用状況の報告 

紀の川市環境条例 一般廃棄物処理業の許可 

大気汚染防止法 がれき類粉砕施設運転時は散水等による一般粉じん規制基準の順守 

浄化槽法 浄化槽の維持管理、水質検査、排水口の点検 

消防法 

少量危険物の取扱い 

指定可燃物（木くず・紙くず）貯蔵取扱い 

消防設備の点検報告 

和歌山県公害防止条例 がれき類等破砕施設の届出と規制値の順守 

フロン排出抑制法 
事務所の業務用エアコン修理、廃棄時に適正処理 

7.5kW以下における空調機の簡易点検 

自動車 NOx・PM 法 

大阪府生活環境の保全等に

関する条例 

該当地域への排ガス規制適合自動車の使用 

オフロード法 排ガス規制適合オフロード車の使用 

 

一覧表の法規制等に関し、順守状況の定期評価の結果、上記法律及び条例について、逸脱は

ありません。また、過去 3ヶ年にわたって違反や訴訟はありません。 
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□代表者による見直し・評価・指示（2022年 11月 13日実施） 

最初に、環境目標、経営計画目標値変更し、環境経営方針、実施体制の変更はありません。 

環境関連法規制等の順守状況については、令和 4年 10月 15 日に定期評価を実施した結果順守

されている。 

受入れの廃棄物について、目視検査又は必要に応じて展開検査を実施し、受入れ廃棄物が許

可内容に適合していることを確認している。判断が難しい廃棄物については、各関係部署に問

い合わせをして確認し、迅速かつ適正に処理を遂行している。 

また、省エネルギー・省資源、廃棄物の有効利用及び削減等取り組み状況については、効率

的なごみの回収をするために、遠方の現場については容量の大きいバッカンを設置してもらう

ことにより、運搬にかかる燃料費の削減、運搬費コスト削減にもつなげている。n 

二酸化炭素排出量原単位目標は未達成となったものの排出量では達成している。 

産廃・発生土受入量からみて二酸化炭素排出量は、基準年度より下回る月があり、一定の効果が

見られているため継続していく。軽油使用量原単位については、収集運搬時のルート見直し、廃

棄物処理方法の効率化等の改善が必要である。 

購入電力については、使用量目標値は未達成なものの原単位では達成した。昨年に引き続き、 

効率的な処理方法や作業内容を検証し必要な見直しを強化していく。 

そのほか達成できていない取り組みについては、問題点を洗い出し、改善策を練り全社一丸

となり、地球温暖化対策及び循環型社会の構築に努めていく。 

搬入車への取り組みについて、場内に注意喚起の点滅灯の設置により、急発進、徐行等を徹

底することにより、環境面と安全面の両方で効果が期待できる。 

今後の重点施策として、重機全車を軽油使用量50％削減が見込めるハイブリット車に買い替

えることにより、人的効果及び設備的効果物理的効果で更なる二酸化炭素排出量の削減を見込

む。 

コロナ渦も4年目になり、今までにない厳しい時期であります。従って、今後は以前にも増して

電力使用量、燃料使用量及び修繕費等の経費を削減し、利益確保を目指していくことが必要不可

欠である。従業員全員に取り組む内容として、このエコアクション２１の環境経営マネジメント

を大いに活用し、社長、専務を筆頭に省エネルギーの精神とコンプライアンスの重要性を全社員

が身に付け、体力のある強い会社作りを目指し、地球温暖化対策及び、循環型社会に寄与してい

きたい。 
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【主な環境活動内容】 

エネルギー使用量削減に伴うＣＯ₂排出削減策として、ＬＥＤ電球、ハイブリッド型採用、薪スト

ーブ使用。 

水道水使用量削減対策として、雨水を貯水使用し粉塵防止散水に活用。 

搬入車への取り組みについて、場内に注意喚起の点滅灯の設置により、急発進、徐行等を徹底す

ることにより、環境面と安全面の両方で効果が期待できる。 

 

 

 

▼ LED照明の設置「駐車場」 

     

▼ハイブリット型ユンボ購入 

▼LED照明の設置「トイレ全室」 

                   

     

▼雨水の有効活用「雨水貯水槽」 

     

    

▼薪ストーブ 

 

▼注意喚起の点滅灯の設置 
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▼受入検査 

 搬入に確実に廃棄物の品目を確実に見極めることにより、処理工程の効率化、エネルギー使用 

 量削減につながる。 

▼消防訓練実施 

 火災発生の可能性がある場所確認、消火器設置場所等の情報共有。 

 火災発生時に備えて、被害を最小限に抑えるために初期消火訓練もしている。 

  

◎消火訓練 令和 4年 9月 9日（金） 

   

 

 

 

 

 

  

 

▼消火器周辺の点検 

 

  

 

目視確認 

 

展開検査 
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▼ 可燃性廃棄物置場に自動火災報知設備の設置(感知器、報知ベル) 

 

 

  


