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市民セレクト株式会社

代表取締役 中田 伊知郎

管理責任者 野村 千敏

TEL

FAX

E-mail

設立年月

資本金

従業員数

売上高

ただし『3.プロパンガスの販売』については、2022年４月から廃止

〒923-0938　石川県小松市芦田町2丁目35番地

（４）環境管理責任者

事業活動の概要

（１）事業社名

（２）代表者名

（３）所在地

（５）連絡先

0761-22-2308

0761-24-3832

shimin-haikiibutsu@hyper.ocn.ne.jp

（６）事業規模及び事業内容

1959年12月12日

（７）主な事業内容

1.　浄化槽の維持管理及び清掃

2.　一般廃棄物･産業廃棄物収集運搬

3.　プロパンガスの販売

1,000万円

27名

319百万円（2021年度）

4.　上下水道工事

5.　水周りのリフォーム
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事業活動の概要

(※)2022年4月　廃止届を提出済み

　　汚泥

　　廃油

　　廃プラスチック類（自動車破砕物であるものを除く）

　　木くず

　　繊維くず

　　金属くず（自動車破砕物であるものを除く）

　　ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず（自動車破砕物であるものを除く）

　　がれき類

・4t バキューム 7 台 ・給水車 1 台

・4t パッカー 5 台 ・高圧洗浄車 1 台

・4t ダンパー　 1 台 ・灯油運搬車 1 台

・4t パワフルマスター 1 台 ・浄化槽点検車 5 台

・4t ダンプトラック 1 台 ・軽 浄化槽点検車 5 台

・2ｔ ユニック 1 台 ・軽トラック 3 台

・2ｔ トラック 1 台 ・ハイエース 1 台

・2ｔ ダンプトラック 1 台 ・普通自動車 1 台

・パワーショベル 2 台

一般廃棄物収集運搬業許可証 小松市 第2509-3号

第268号 2011年4月28日 2023年9月29日

小松市排水設備工事指定業者証 小松市 第362号 2021年4月1日 2026年3月31日

小松市指定給水装置工事事業者証 小松市

液化石油ガス販売事業登録(※) 石川県 第17A0401号 2001年8月24日 -

一般建設業許可証 石川県 第17421号 2021年7月6日 2026年7月5日

液化石油ガス保安業務認定(※) 石川県 第17A0367RA号 2021年9月3日 2026年9月2日

（９）産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲（積替え、保管を除く）

移動タンク貯蔵所設置許可証 小松市 第596号 2001年9月10日 -

（１０）車両の種類と台数

（８）許・認可

許認可名 許可者 許可番号 許可年月日 有効期限

浄化槽清掃業許可証 小松市 第2070号 2022年4月1日 2025年3月31日

2015年12月4日 2022年7月31日

石川県浄化槽保守点検業知事登録 石川県 第023154号 2020年5月17日 2023年5月16日

産業廃棄物収集運搬業許可証 石川県 第01700032386号

2022年4月1日 2024年3月31日
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事業活動の概要

一般廃棄物 t（2021年度）

産業廃棄物 t（2021年度）

再生資源 t（2021年度）

運送距離、重量、荷役等により都度

全組織、全活動を対象範囲とする

（１３）対象範囲

（１１）受託した廃棄物、再生資源の収集運搬実績

13370

81

92

（１２）料金の算定基準
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代表者 ： 代表取締役 中田　伊知郎

環境管理責任者 ： 野村　千敏

EA21事務局責任者 ： 野村　千敏

廃棄物収集運搬部門 ： 主任 山本 忠明

メンテナンス部門 ： 主任 大井　清孝

管工事及びその他部門 ： 主任 林　重孝

総務及び経理部門 ： 西田 博美

◆経営における課題とチャンスを整理し、明確にする

◆環境経営方針の制定

◆環境管理責任者の任命

◆EA21全体の評価と見直しの実施

◆環境経営システムの実施および管理に必要な資源の準備

◆社内情報の外部公開可否決定

◆環境経営システムの確立、実施および維持するための処置

◆代表者に対し、環境経営システムの有効性、取組状況の報告

◆推進機関であるEA21事務局の責任者として事務局運営

◆必要な教育・訓練の計画・実施

◆環境管理責任者を補佐し、従業員の全員参画によるEA21の運営改善を推進

◆EA21関連文書・記録の作成、改廃、伝達の業務を推進

◆毎月の環境負荷データを整理し、従業員に発表できるように準備

ガソリン･使用量管理者 ： 山本 忠明 野村 千敏

軽油・使用量管理者 ： 山本 忠明 野村 千敏

ガス･灯油･使用量管理者 ： 林 重孝・奥村 純 野村 千敏

電力･使用量管理者 ： 大井 清孝 野村 千敏

一般廃棄物･管理者 ： 奥村 純 野村 千敏

産業廃棄物･管理者 ： 奥村 純 野村 千敏

紙使用量･管理者 ： 佐々木 充 野村 千敏

グリーン購入･管理者 ： 西田 博美 野村 千敏

水使用量･管理者 ： 林 重孝 野村 千敏

（５）各項目の管理者

責任体制・役割

（１）責任体制

（２）代表者：代表取締役　中田　伊知郎

（３）環境管理責任者：野村　千敏

（４）EA21事務局責任者：野村　千敏
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代表取締役社長

取締役

環境管理責任者
(EA21事務局責任者)

廃棄物収集運搬部門 メンテナンス部門 管工事及びその他部門 総務及び経理部門
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（１）基本理念

地球という故郷で生活及び事業活動を行う者の責任として、環境に与える負の影響を

削減するよう努めます。

（２）環境経営方針

◆軽油及びガソリン等の削減に努めます。

◆廃棄物の削減とリサイクルを進めます。

◆コンプライアンスに努めます。

◆廃棄物収集運搬事業を通して各事業所に対し環境活動の啓蒙等を行います。

◆環境経営の継続的改善をすすめます。

◆この環境方針は、全従業員に周知するとともに、社外に公表します。

2020年9月1日

市民セレクト株式会社 

代表取締役中田　伊知郎

環境経営方針
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① 基準年度は、2020年度実績値としました。

② 当社では、化学物質を使用していないため、環境目標の設定はありません。

③ 電力消費にかかわるCO2の排出係数は、2021年1月に環境省が公表した「電気事業者別排出係数」を使用しました。

【北陸電力(株)　0.51 kg-CO2/kWh】【(株)マルヰ　0.523 kg-CO2/kWh】

◆環境経営目標(2021-2025年度）

単位
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

基準年度 目標 目標 目標 目標 目標

211,914 209,707

ガソリン ℓ 18,740 18,553

二酸化炭素排出量 kg-CO2 220,744 218,536 216,329 214,121

灯油 ℓ

18,365 18,178 17,990 17,803

軽油 ℓ 62,024

833 825 816 808 800 791

61,404 60,784 60,164 59,543 58,923

上水使用量 ㎥

電気 kWh

699 692 685 678 671 664

28,625 28,336 28,047 27,757 27,46828,914

一般廃棄物排出量 ｔ

ガス kg

0.2 0.2以下 0.2以下 0.2以下 0.2以下 0.2以下

24 24 23 23 2324

90%以上 90%以上 90%以上 90%以上 90%以上98.8%

グリーン購入(品目) ％

産業廃棄物リサイクル率 ％

受託した廃棄物の収集運搬に関す
る目標(本来業務に関する目標)

ー 環境関連事業の推進

80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上
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５．総排水量の削減（節水) 　◆こまめに節水に努める 林

　　※コロナウィルス 対策での手洗いの徹底は推進する

　◆蛇口の水漏れ等を発見した場合は速やかに補修する

環境経営計画

目標項目 具体的な取組み内容 責任者

　◆インターネットによる情報の公開

１．環境関連事業の推進 　◆電子マニフェストシステムの導入 野村

　◆取引先の電子マニフェスト導入を推進

　◆定期的整備の実施により燃料効率の悪化を防止 山本

　◆エコドライブと効率的な運搬操作の徹底

２．二酸化炭素排出量の削減 【車輌燃料】

　　・空ぶかしはやめる

　　・急発進、急加速、急ブレーキをやめ、適切な車間距離をとる

　　・無用なアイドリングをやめる

　　・経済速度で走る

　　・積載率の向上や空車運行の削減はできないか

　◆効率的な走行ルートの計画と実施

　　・走行ルートの見直しの余地はないか

【灯油】

【ガス】

　◆給湯設備の使用制御 林

【電力】

　◆社内全体における消費電力量の削減 大井

　◆冬季の暖房用灯油は、室内温度により調整 奥村

　　・パソコン、プリンタ、コピー機等のOA機器を

　　　長時間使用しない場合は電源をオフにする

　　・必要のない照明の消灯に努める

　　・最終退室者は、消灯を確認する

３．廃棄物排出量の削減 　◆廃棄物の分別方法（小松市）を遵守徹底 奥村

　　・買い替え時は、省エネ型機器の導入を促進する

　◆コピー、プリントは十分精査し、必要最小限に 佐々木

　◆両面コピーを利用

　◆資源化物の分別により再利用

　◆再生利用の比率Up

４．グリーン購入 　◆タオルペーパーや割り箸などの使い捨て製品の使用抑制 西田

　◆不要紙、ミスコピーの裏面を利用

　◆グリーン購入量の把握

　◆事務用品のグリーン購入率向上
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○

○

○

○

○

○

○

△

○

○

１．環境関連事業の推進 　◆電子マニフェストシステムの導入 野村

環境経営計画と実施状況(2021年度）

目標項目 具体的な取組内容 責任者
取組
結果

　◆取引先の電子マニフェスト導入を推進

　◆インターネットによる情報の公開

　◆エコドライブと効率的な運搬操作の徹底

　　・無用なアイドリングをやめる

２．二酸化炭素排出量の削減 【車輌燃料】

　◆定期的整備の実施により燃料効率の悪化を防止 山本

　　・急発進、急加速、急ブレーキをやめ、適切な車間距離をとる

　◆効率的な走行ルートの計画と実施

　　・経済速度で走る

　　・空ぶかしはやめる

【ガス】

　　・走行ルートの見直しの余地はないか

　　・積載率の向上や空車運行の削減はできないか

【灯油】

　◆冬季の暖房用灯油は、室内温度により調整 奥村

　◆給湯設備の使用制御 林

　◆社内全体における消費電力量の削減 大井

　　・必要のない照明の消灯に努める

【電力】

　　　ない場合は電源をオフにする

　　・買い替え時は、省エネ型機器の導入を促進する

　　・最終退室者は、消灯を確認する

　　・パソコン、プリンタ、コピー機等のOA機器を長時間使用し

３．廃棄物排出量の削減 　◆廃棄物の分別方法（小松市）を遵守徹底 奥村

　◆資源化物の分別により再利用

　◆両面コピーを利用

　◆不要紙、ミスコピーの裏面を利用

　◆再生利用の比率Up

　◆コピー、プリントは十分精査し、必要最小限に 佐々木

４．グリーン購入 　◆タオルペーパーや割り箸などの使い捨て製品の使用抑制 西田

　◆グリーン購入量の把握 西田

５．総排水量の削減（節水) 　◆こまめに節水に努める 林

　◆事務用品のグリーン購入率向上

　　※コロナウィルス 対策での手洗いの徹底は推進する

　◆蛇口の水漏れ等を発見した場合は速やかに補修する
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※電力消費にかかわるCO2の排出係数は、

　2021年1月に環境省が公表した「電気事業者別排出係数」を使用しました。

　【北陸電力(株)　0.51 kg-CO2/kWh】【(株)マルヰ　0.523 kg-CO2/kWh】

受託した廃棄物の収集運搬に関
する目標(本来業務に関する目

標)
ー

　◎・・・目標達成・前年比減

　△・・・目標未達・前年比減

環境関連事業の推進 ◎

　×・・・目標未達・前年比増

※当社では、化学物質を使用していないため、環境目標の設定はありません。

基準年度 目標 実績
単位

2020年度 2021年度 2021年度

軽油 ℓ 62,024 61,404 60,890

灯油 ℓ 833

◆環境経営目標達成状況(2021年度）

前年比 目標達成

95% ◎ガソリン ℓ 18,740 18,553 17,728

二酸化炭素排出量 kg-CO2 220,744 218,536 214,558 97% ◎

98% ◎

95%

ガス kg 24 24 24

77%㎥ 699 692 541

電気

◎

98% ◎

◎

◎

100% ◎

kWh 28,914 28,625 27,590

825 738 89%

上水使用量

グリーン購入(品目) ％ 80％以上 80％以上 80％以上 100%

0.2以下 0.18

◎

100% ◎産業廃棄物リサイクル率 ％ 98.8% 90%以上 93

一般廃棄物排出量 ｔ 0.2
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[別表]

(単位㎥)

(単位ℓ)

電気使用量
(単位kWh)

水使用量
(単位㎥)

プロパン使用量

灯油使用量

2020～2021年度実績

ガソリン使用量
(単位ℓ)

軽油使用量
(単位ℓ)

1200

1450

1700

1950

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2020年

2021年
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結果

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

環境関連法規制の一覧と順守内容

法規名 内容 当社の順守内容 日付 確認者

マニフェストの写しを10日以内に送付する
総務及び経理部門

西田
2022.3.31

マニフェストの写しの送付を受けたときは、運搬又
は処分が終了したことを写しにより確認し、定めら
れる期間保存しなければならない

運搬・処分終了の確認をする
マニフェストを5年間保存する

2022.3.31 ○
総務及び経理部門

西田

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付しなけれ
ばならない

マニフェストを交付する
総務及び経理部門

西田
2022.3.31

マニフェストの写しを法令で定める期間保存しなけ
ればならない

マニフェストを5年間保存する
総務及び経理部門

西田
2022.3.31

産業廃棄物運搬を終了したときは、マニフェストに
定められる事項を記載し、定められる期間内に、管
理票交付者にマニフェストの写しを送付しなければ
ならない

マニフェストに関する報告書を作成し、県知事に提
出しなければならない

毎年6月30日までに知事に報告する 2022.3.31 ○
総務及び経理部門

西田

・定められる期間内に、管理票の写しの送付を受け
ないとき
・規定する事項が記載されていないとき
・虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたと
き
速やかに産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握
し、適切な措置を講じなければならない

30日以内に知事に報告する
総務及び経理部門

西田
2022.3.31

産業廃棄物の収集又は運搬を業を行おうとする区域
を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなら
ない

産業廃棄物収集運搬業許可証を更新する
有効期限　2022年7月31日

2022.3.31 ○
総務及び経理部門

西田

産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若し
くは運搬又は処分を行わなければならない

2022.3.31 ○
総務及び経理部門

西田

自己の名義をもって、他人に産業廃棄物の収集若し
くは運搬を業として行わせてはならない

2022.3.31 ○
総務及び経理部門

西田

市町村長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けな
ければならない

小松市長から2年毎に許可の更新を受ける
総務及び経理部門

西田
2022.3.31

一般廃棄物の収集運搬時に飛散流出、悪臭が発生し
ないようにする

一般廃棄物処理基準(施行令)に従って作業する
廃棄物収集運搬部門

山本
2022.3.31

浄化槽法
ふるさと石川環境条例

市町村長から浄化槽清掃業の許可を受けなければな
らない

小松市長から3年毎に許可の更新を受ける
総務及び経理部門

西田
2022.3.31

浄化槽の清掃は、清掃の技術上の基準に従って行わ
なければならない

液化石油ガス法

知事から液化石油ガス販売事業の登録を受けなけれ
ばならない

2001年8月24日に石川県知事から登録を受けて
いる

総務及び経理部門
西田

2022.3.31

知事から液化石油ガス販売事業者の認定を受けなけ
ればならない

浄化槽の清掃の技術上の基準(施行規則)に従って作
業する

廃棄物収集運搬部門
山本

2022.3.31

知事から浄化槽保守点検業の登録を受けなければな
らない

石川県知事から3年毎に許可の更新を受ける
総務及び経理部門

西田
2022.3.31

石川県知事から5年毎に認定の更新を受ける
総務及び経理部門

西田
2022.3.31

運搬車輌の見やすい箇所に警戒標を揚げる
黒地に黄色の文字で「高圧ガス」と書いた警戒標を
車両に表示する

管工事及びその他部門
林

2022.3.31

浄化槽の保守点検は、保守点検の技術上の基準に
従って行わなければならない

浄化槽の清掃の技術上の基準(施行規則)に従って作
業する

メンテナンス部門
大井

2022.3.31

小松市長から5年毎に指定の更新を受ける
総務及び経理部門

西田
2022.3.31

水道法
小松市水道条例

小松市公共下水道条例

市長から指定給水装置工事事業者の指定を受ける 小松市長から5年毎に指定の更新を受ける
総務及び経理部門

西田
2022.3.31

給水装置の設計・施行は、管理者の設計検査と工事
検査を受けなければならない

給水装置施行基準(小松市)に従って作業する
管工事及びその他部門

林
2022.3.31

市長から公共下水道排水設備工事指定業者の指定を
受ける

2001年9月10日に小松市長から許可をを受けて
いる

管工事及びその他部門
林

2022.3.31

移送する場合には資格を有する危険物取扱者が乗車
しなければならない

有資格者が乗車する
管工事及びその他部門

林
2022.3.31

移動タンク貯蔵所の見やすい箇所に掲示板を揚げな
ければならない

危険物の種類、品名及び最大数量を車両に表示する
管工事及びその他部門

林

　過去三年間、環境関連法規に関する違反はありません。また、関係機関当局より違反などの指摘、訴訟はありませんでした。

環境関連法規への違反、訴訟等の有無

水質汚濁防止法
(排水規制のしおり

（石川県）

排出水を排出するものは、特定事業場の排出口から
排出基準に適合しない排出水を排出してはならない

客先の排出水を排出基準に適合するよう維持管理す
る

2022.3.31 ○
メンテナンス部門

大井

2022.3.31

道路交通法
車輌の登録・車検の受検および法制点検を実施しな
ければならない
過積載をしてはならない

車検の受検、法定点検を実施する 2022.3.31 ○
廃棄物収集運搬部門

山本

道路運送車両法 車輌を適性に管理しなければならない
走行距離を確認する
点検整備を実施する(定期、日常)

2022.3.31 ○
総務及び経理部門

西田

消防法

市町から移動タンク貯蔵所の許可を受けなければな
らない
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見直し実施日

見直し実施者

適

適取り組み状況の適切性（要求事項を満たしているか） 不適

代表者による全体の取組状況の評価と見直し・指示

:　2022年6月13日

:　中田　伊知郎

見直しのための情報
①環境関連法規などの遵守状況の結果

②環境経営目標の達成状況および環境経営計画の実施状況、その評価結果

③問題点の是正処置及び予防処置の結果

④外部からの苦情等の受付結果

エコアクション２１全体の取り組み状況の評価
システムの有効性（ＥＭＳが機能しているか） 不適

評価
2020年からのコロナウィルス感染拡大を受けて、本年は社員の安全を確保しながら活動し、

事業を継続する年でした。感染拡大により経営に大きな影響を受けた業界もある中、当社は

一定の成果を得ることができたと判断します。

環境活動については目標を全てクリアしました。エコアクション21の活動は10年目となり

環境に対する意識は社員に浸透しています。新型コロナウィルス感染症対策が長期化する中、

新しい生活様式を踏まえて、社員一人一人が取り組みに意識を向け努力を続けていくことが

会社の発展にも繋がると考えます。

見直し・指示
2021年度を以ってプロパンガス事業を廃止するため、2022年度は関連事業で２百万円程度

の売上減少を見込みます。また、燃料価格高騰により燃料費の増加や原材料費の高騰がある為

2022年度は利益率の低下が避けられない状況であるので、自社の業務価格への転嫁と対策が

今後の課題になります。

環境負荷の低減には作業効率が密接に関係しているので、さらに効率の良い作業と運搬シス

テムの構築を検討し、引き続き省エネルギー化に取り組んでいきます。
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