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■  社名 有限会社　環境コンサルタント

■  代表者 代表取締役社長　　中角　健二

■  所在地 〒７５０－０４４１

山口県下関市豊田町大字中村２１３-５

■  設立年 1997年1月

■  資本金 ３００万円

■  事業内容 一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一般廃棄物 産業廃棄物

３，３３４ t ２１１ ｔ

■  事業の組織 従業員数　　１３名

■  環境管理責任者 黒田

連絡先　０８３－７６６－３４６４

FAX     ０８３－７６６－３５０５

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　spwq9nb9@carol.ocn.ne.jp

■  認証・登録範囲全組織・全活動

■  登録組織名 有限会社　環境コンサルタント

■  住所 山口県下関市豊田町中村２１３－５

■  活動　　　　　　　　一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬

■  受託した廃棄物の収集運搬量　　　　　　　　    t

■  当社の事業年度５月１日～翌年４月３０日

認証・登録の対象組織・活動

　　　　　　　　（今回の活動レポートの対象期間は２０２１年５月１日～２０２２年４月３０日）
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概　要

■  事業規模　　　  　　　・ ２０２１年度　　売上　　　　　１，０５８３万円

　　　          　　　　  　 ・廃棄物の収集運搬量

　　　　　　　　※２０２１年度の実績から抜粋

　　　　　          　　  　・事業所敷地面積　　　２０００㎡

　



氏名 所属（役職） 役割・責任・権限・使命

中角 代表者（代表取締役社長） 全体の統括、環境方針の策定、評価と見直し

中角・黒田 環境管理責任者 全体の把握、環境経営システムを構築、運用

環境責任者としての業務

ＥＡ21事務局

環境活動レポートの作成、公開

環境活動計画原案の作成

電気・水道の消費量の管理、車両燃料の管理

関連する環境活動計画の実施、及び達成状況の報告

環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

決められたことを守り、自主的に環境活動へ参加

全従業員 清掃部門
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組　織　図

エコアクション21役割分担表

黒田・粟田 ＥＡ21事務局

黒田・粟田 総務・事務部門

代表者
代表取締役社長 中角

環境管理責任者 中角

役員
3名

清掃部門
6名

総務・事務
2名

ＥＡ21事務

局



行動指針
≪今出来ることを優先して実施する。

  終始一貫、何事も素直な気持ちで受け止め、最後までやり遂げる。≫

◎エコドライブ、アイドリングストップに取り組み、また、燃料削減に取り組みます。
◎廃棄物の分別を徹底し、排出する廃棄物のリサイクル率向上に努めます。

◎組織に適用される環境関連法規等を遵守します。
◎この環境方針は、全ての従業員に周知します。
◎環境活動レポートを作成し、社外へ公表いたします。

　

有限会社　環境コンサルタント  
代表取締役　　中角　健二      
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環　境　方　針

認証・登録番号　0008623

基本理念
　動植物、大気・水・土壌・微生物等が循環し、これらが微妙なバランスを保ちなが
ら地球環境は成り立っています。人間はこの大自然から大いなる恩恵を与えられ脈々
と伝えてきました。

 近年における人間の経済活動は自然の持つ復元力を遥かに超え、将来の人類を含む
すべての動植物の基盤となる生態系が侵されています。この地球上で地球環境を良く
するも、悪くするも人類である私達しかできません。この地球環境を健全で恵み豊か
なものとして維持し、これを未来の子供達に継承していくことが私達の重要な責務で
す。弊社はこのような理念に基づき限りある資源の有効利用及び開発を行い、未来の
子供達が安心して暮らせる地球環境を創造することを社員一丸となり実践していきま
す。

◎収集運搬車両、重機等で使用する燃料や電力を節電し、二酸化炭素排出量の削減に
努めます。

２０１１年１１月２８日策定    
　２０２１年　４月１３日改定    

◎常に節水に努め、水使用量を削減します。

これを行動指針として継続的に次の活動に取り組みます。



◆許可内容

産業廃棄物収集運搬 産業廃棄物収集運搬

（下関市） （山口県）

第０７５１０１２３５８４号 第０３５００１２３５８４号

令和3年2月1日 令和2年12月3日

令和8年1月31日 令和7年12月2日

※古紙（新聞・雑誌・ダンボール）、金属等の有価物はリサイクル業者へ売却

　また、その他リサイクル可能な廃棄物はリサイクル業者へ搬入

※一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬

※一般廃棄物収集運搬業務（積み替え保管を含まない）

※産業廃棄物収集運搬業務　（積み替え保管を含む）

　     以上３種類）、燃え殻、汚泥、廃油、廃アルカリ、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、

　　　ゴムくず、鉱さい、がれき類、動物のフン尿、動物の死体、ばいじん（これらは、石綿含産業廃棄物であるものを含み、

　　　特別管理産業廃棄物であるものを除く。）　　　以上１９種類

◆運搬車両

台数 車輌の種類 台数

5台 脱着装置付コンテナ専用車　4ｔ 2台

3台 脱着装置付コンテナ専用車　3ｔ 1台

1台 脱着装置付コンテナ専用車　2ｔ 1台

2台 重機　バックフォー 1台

1台 フォークリフト 1台

◆積替保管施設

面　　積 保管上限 高　　さ

３８２.３３㎡ ９０ｍ3 ２ｍ

４０㎡ １０ｍ3 １ｍ

９９．７７㎡ ５．３６５ｍ

◆廃棄物処理料金

＊収集運搬料金につきましては、種類・量により、個別に見積りいたします。

車輌の種類

一般廃棄物収集運搬

（下関市）

許可番号 第１１０４７号

許可年月日 令和3年2月1日

許可有効年月日 令和5年1月31日

事業の内容

事業の範囲
　　　（産業廃棄物の種類）廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず（がれき類を除く。）・陶磁器くず（自動車等破砕物を除く

産業廃棄物

紙くず

缶選別

4

塵芥車（４ｔ車）

塵芥車（3ｔ車）

トラック（1ｔ車）

軽自動車

ユニック

種　　類



事業年度：5月1日～翌年4月30日

単　　位
2019年度

（基準値）

ｔ・CO2 202.5

Kg・CO2/
百万円

1,983

1・1 電力使用量 kWh 13,953

1・3 軽油使用量 ℓ 69,668

1・4 ガソリン使用量 ℓ 4,293

2・1 自社発生廃棄物 ｋｇ 860

2・2 受託廃棄物のリサイクル ％ 20.0

3 総排水量（使用水量） ｍ3 169.0

※単位の百万円は、売上高百万円あたりとして計算した。
※今年度より電力使用量以下の目標を売上あたりとせず実数値とした。

168.2以下
（0.5％）

168.2以下
（0.5％）

168.2以下
（0.5％）

857以下
(0.4%)

857以下
(0.4%)

857以下
(0.4%)

20.0 20.0 20.0

13,925以下
(0.2％）

69,529以下
（0.2％）

69,529以下
（0.2％）

69,529以下
（0.2％）

4,284以下
（0.2％）

4,284以下
（0.2％）

4,284以下
（0.2％）

２０２１年度及び中期　　環境目標
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2021年度
目標

2022年度
目標

2023年度
目標

二酸化炭素総排出量
202.3以下
(0.1％)

202.3以下
(0.1％)

202.3以下
(0.1％)

二酸化炭素排出量
1,980以下
（0.2％）

1,980以下
（0.2％）

1,980以下
（0.2％）

環境目標

13,925以下
(0.2％）

13,925以下
(0.2％）



事業年度：2021年5月1日～2022年4月30日

単　　位
2019年度

（基準値）
2021年度目標 2021年度実績 取組結果

ｔ・CO2 202.5
202.3以下
(0.1％)

205.1 ×

Kg・CO2/
百万円

1,986
1,980以下
（0.2％）

1,935 ○

1・1 kWh 13,953
13,925以下
(0.2％）

11,462 ○

1・3 ℓ 69,668
69,529以下
（0.2％）

72,572 ×

1・4 ℓ 4,293
4,284以下
（0.2％）

3,702 ○

2・1 ｋｇ 860
856.6以下
(0.4%)

903 ×

2・2 ％ 20.0 20.0 21.0 ○

3 ｍ3 169.0
168.2以下
（0.5％）

203.0 ×

※購入電力の調整後排出係数は、中国電力　0.531kg-CO2/kwh（2021年度）を用いた。

※単位の百万円は、売上高百万円あたりとして計算した。

（※化学物質は使用がないので目標にはかかげない。）

※今年度より電力使用量以下の目標を売上あたりとせず実数値とした。
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総排水量（使用水量）

二酸化炭素排出量

ガソリン使用量

２０２１年度　　環境目標及び実績

環境目標

二酸化炭素総排出量

電力使用量

自社発生廃棄物

受託廃棄物のリサイクル

軽油使用量



作成年月日 環境管理責任者 作成者

活動項目

①エアコン設定温度を決め実行する。 年間を通じてみても11月を除くすべての月で前年同月比が抑えられており、目標を大きく達成できた。

②長時間席を離れる時は、パソコンの電源を切る。 特に6月から9月の使用量がかなり減っており、2021年2月にエアコンを買い替えた効果が出ていると

③不要な箇所や昼休みの消灯等、きめ細かな管理をする。 思われる。

④室内空調は必要時以外は電源を切る。 その他の電気設備に関しても引続きこまめに電源を切るなど心がける。

⑤休憩室・トイレ等の照明は必要時以外は消灯する。

①省エネドライブの施行 目標69668ℓに対し、今年度の使用実績は72572ℓであった。昨年度からの売上高の増加を考えると

軽油使用量の0.2%削減 ②配車計画の合理化 業務の拡大によるものと判断する範囲である。

③車両のアイドリングストップを実施 引続き合理的な配車を行うことと、省エネドライブ・アイドリングストップを励行していく。

①省エネドライブの施行 顧客を訪問する際に他の用事も併せて済ませるなど計画的に配車を行う努力した。

ガソリン使用量の0.2%削減 ②配車計画の合理化 今後も社内で意思の疎通を図り、効率的に配車する。

③車両のアイドリングストップを実施

自社発生廃棄物の削減

活動項目

①ペーパーレス化の推進 社内文書には積極的に裏紙を使用しており、またマニフェストの電子化も進めている。

②裏紙の利用
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2022/5/31 黒田 黒田・粟田

二酸化炭素排出量の削減

取組目標 評　　　　　価

紙使用量の0.4%削減

取組目標 評　　　　　価

電気使用量の0.2%削減

２０２１年度　 環境活動計画とその評価及び次年度の取組内容



受託廃棄物のリサイクル率の向上

活動項目

①分別の徹底 昨年度目標値の見直しを行い、実現可能な数値目標となった。

②リサイクルしやすくするための処理の推進 循環型社会に貢献できるよう、引き続き作業内容等も確認していきたい。

総排水量の削減

活動項目

①雨水の有効利用 目標値を大きく上回る結果となった。

水使用量の0.5%削減 ②節水コマの検討と導入 漏水によるもである可能性もあるため、確認を行うことを考えている。

③無駄な水を使わないよう呼びかけ

④蛇口の閉め忘れのないよう指導

顧客への情報提供

活動項目

顧客への情報提供 再資源化の提案および分別指導を行い、社会の環境負荷を削減する 殊に分別に関しては契約時のみでなく折に触れ顧客に徹底を依頼している。

信頼活動 顧客からの質問には理解していただけるまで丁寧に説明していく。

次年度の取組内容について

次年度も現在の環境活動計画を継続するとともに毎月の取組状況を把握し、二酸化炭素排出量、自社廃棄物などの削減や、リサイクルの推進などの環境活動に努めます。
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取組目標 評　　　　　価

取組目標 評　　　　　価

リサイクルの推進
（20％）

取組目標 評　　　　　価



作成日 承認者 作成者

2022.5.13 中角 黒田

判定
許可の取得及び更新・事業の範囲 ・事業の内容に合致した許可を取得し、かつ２年ごとに許可の

廃棄物の処理及び 対象物 　　法７条１項、２項 　更新手続きをとること。 中角
清掃に関する法律 事業系一般廃棄物 　　令４条の５ ・委託されている一般廃棄物の処理は許可の内容と合致していること

2022/5/13

保管基準 ・飛散の防止対策を講じる。

・見やすい場所に掲示板を設けること（大きさ60ｃｍ×60ｃｍ以上） 中角
法12条2項、規則8条 　（表示：保管する廃棄物の種類、管理者、連絡先等）

法12条3項、4項、12条の2、3項、4項 ・事業場の外に保管するときは、予め都道府県知事に届出すること。

・非常災害の場合は、保管開始後14日以内に届出すること。

2022/5/13

管理票（マニフェスト票）の交付

管理票（マニフェスト票）の写しの

送付を受けるまでの期間 ・管理票の交付（発行）：廃棄物の種類ごと 中角
管理票（マニフェスト票）の写しの ・管理票の記載事項：廃棄物の種類、荷姿、最終処分を

対象物 保存期間 行う所在地など

  法12条の3の1,5,7

  規則8条の20・21・26・28・29

・交付から90日以内（運搬、処理処分）及び180日以内（最終処分）に

　管理票の写しが未返却の場合、照合確認とともに知事に届ける。

　管理票写しの保管：５年間保存。 2022/5/13

管理票の交付等の状況の報告。 中角
毎年6月30日までに前年度1年間の情報報告。 2022/5/13

委託契約基準 ・収集運搬業者及び処分業者との書面による委託契約 中角
・委託契約者には許可書の写しの添付。

法12条の3項、4項、5項 2022/5/13

令6条の2、規則8条の4,4の2、4の3 中角
2022/5/13

収集運搬車両の表示

　　法12条1項 ・車両の両側面に「氏名又は名称」及び「産業廃棄物の収集又は運搬の 中角
　　令6条1項1号 　用に供する運搬車である旨」及び「許可番号」を表示する。

　　規則7条の2の2第1項・3項 2022/5/13

許可の取得及び更新 ・産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとするものは許可を

　　　法14条1項、2項 　受けなければならない。 中角
・許可は年ごとに更新手続きをとること。

2022/5/13

投棄禁止 ・みだりに廃棄物を捨ててはならない。 中角
　　　法16条

2022/5/13

フロン排出抑制法 業務用エアコン 簡易点検 ・定期点検、帳簿の作成及び保存

中角

2022/5/13

定期的確認
順守状況

環境関連法規等の取りまとめ　　及び　　順守状況のチェック結果

法律名等
適用対象

施設、設備、作業等
適用条項 適用内容、規制基準など
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廃棄物の処理及び清掃に
関する法律

産業廃棄物の種類

法12条の3項の6　　規則8条の27

・委託契約書の保管：５年間保存



2022年　5月　31日

①環境経営方針 ⑧環境負荷の自己チェック

②環境経営目標 ⑨環境への取り組み自己チェック

③環境経営活動計画 ⑩外部からの苦情等の受付結果

④環境関連法規等の取りまとめ ⑪環境上の緊急事態の試行及び訓練結果

⑤実施（推進）体制
⑫環境経営目標の達成状況及び環境経営活動

計画の実施状況、その結果

⑥事故及び緊急実態の想定結果及びその対応

策
⑬問題点の是正処置及び予防処置の結果

⑦環境経営活動レポート

≪環境関連法規への違反・訴訟等の有無≫

10

（1）当社で確認したところ、環境関連法規への違反及び環境に関する苦情もありませんでした。

（2）関係機関からの違反等の指摘はありませんでした。また、訴訟等も起きていません。

次年度に向けて 

　昨年度達成することができなかった項目に関しては、その要因を見つけ対処を取っているところである。引き続

き次世代を担う企業として努力を重ねていく所存である。

代表者による全体の取り組み状況の評価および見直しの記録

提出した情報（資料）

変更の予定なし

見

直

し
（

変

更

の

必

要

性

指

示
）

環境への取組は適切に実

施されているか

環境経営システムが有効

に機能しているか

業務拡大により軽油の使用量が年々増えており、なかなか目標をクリアできていない現状

である。しかしながら、当社としてはエコカーを導入するなどの努力を続けており、燃料

費も高騰する中であるので、次年度は燃料費の節約も併せて期待しているところである。

事務所のエアコン2台を新しいものに買い替えたところエアコンの効きがよく、少ない電力

量で効率的に室内を冷やすことができている。

環境経営システム等　変

更の必要性

実施体制　変更の必要性

環境経営活動計画　変更

の必要性

環境経営目標　変更の必

要性

変更の予定なし

環境経営方針　変更の必

要性

評

価

変更の予定なし

次年度もこの目標のまま実施する

次年度もこの計画のまま実施する


