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１．ごあいさつ 

事業活動に伴い、産業廃棄物は発生し続けます。排出事業者様のニーズに対応し、企業

の手助けをする立場にある私達は、地球環境を守り、リサイクル推進に取り組みます。ま

た、自然環境・生活環境・産業活動の調和と共生を目指し、第一清掃センターの廃棄物処

理事業に取り組んでまいります。 

そこで、弊社では、一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬事業、産業廃棄物処理事業を通じ

て環境保全への取り組みを進め、2012年 4月より、エコアクション２１環境活動を始めま

した。 

代表取締役 吉野 敏夫 

 

２．エコアクション２１環境経営方針 

基本理念 

当社は、自然との調和、地域住民との共生を基調として、資源の循環的活用の社会シス

テム形成に、廃棄物処理事業を通じて貢献していきます。また、顧客のニーズであるリサ

イクル推進に対応するため、一般廃棄物・産業廃棄物を不要物としてではなく、再生可能

な資源として捉え直しリサイクル技術を確立し、可能な限り再資源化を推進します。 

当社の廃棄物処理事業に関係する環境関連法令を順守し、社員一丸となり、資源循環型

社会の構築に貢献していきます。 

また、環境保全活動を推進するために、環境マネジメントシステムを構築し、継続的な

改善に努めます。 

行動指針 

１．廃棄物処理事業における二酸化炭素排出量の削減に努めます。 

２．運搬車両の燃費向上に努めます。 

３．分別の徹底により、リサイクル率の向上に努めます。 

４．水使用量の削減に努めます。  

 

環境経営レポートを作成し、環境の取り組み状況を公表します。 

 

制 定 ： ２ ０ １ ２ 年 ４ 月 １ 日 

      改定：２０２１年 1 1 月１日 

       有 限 会 社 第 一 清 掃 セ ン タ ー 

代表取締役   吉野  敏夫 
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３．組織概要 

(1)会社名：有限会社第一清掃センター 

(2)事業所名及び所在地 

・本社(登記上)：〒262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町 2-996-2 

・大井戸クリーンセンター：〒265‐0075千葉県千葉市若葉区大井戸町 416-2 

TEL：043-239-8820  FAX：043-239-8821 

・幕張営業所：〒265‐0075千葉県千葉市花見川区幕張町 4-2043-1 

TEL：043-272-8979  FAX：043-273-3727 

・東京営業所：〒131‐0041東京都墨田区八広 2-16-7-302 

(3)事業内容：一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物中間処理業、 

古紙の再生事業 

(4)環境管理責任者及び担当者連絡先 

   専務取締役 関川 恒夫 電話：043-239-8820 

メールアドレス：daiichi-s-c@juno.ocn.ne.jp 

ホームページアドレス：http://daiichiseisou.jimdo.com/ 

(5)事業の規模 

   ・会社設立 1979 年 2月 6日 

   ・資本金 300万円 

   ・従業員人数（派遣・パート・アルバイト含む）29名 

   ・全体敷地面積 6,059㎡（うち大井戸クリーンセンター敷地面積 5,349㎡） 

・売上高 49,190 万円（2021年 9月～2022年 8月） 

(6)環境負荷 2021年度（2021年 9月～2022年 8月） 

・二酸化炭素排出量 264,706ｋｇ－ＣＯ２ 

（東京電力エナジーパートナー元年度排出係数 0.442㎏－CO2/kWh） 

・産業廃棄物収集運搬量 6,997トン 

・産業廃棄物中間処理量 11,481トン 

・一般廃棄物収集運搬量 785トン 

 

４．認証・登録対象範囲 

   認証・登録番号：0008863 

   認証発行年月日：2012年 11月 2日 

   登録事業者：有限会社第一清掃センター 

   認証対象事業所：大井戸クリーンセンター（千葉県千葉市若葉区大井戸町 416-2） 

：幕張営業所（千葉県千葉市花見川区幕張町 4-2043-1） 

（本社は社長自宅のため範囲外。東京営業所は無人事務所のため対象外。）  

事業活動：一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物中間処理業、 

古紙の再生事業 
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５．環境実施体制図 

 

環境実施体制図 
29人 

          代表者           

          代表取締役           

          吉野 敏夫           

                          

          環境管理責任者           

          専務取締役           

          関川 恒夫           

                          

                          

    

幕張営業所     

（東京営業所含

む） 

      
大井戸クリーン 

センター 
    

    
責任者；花島 

      責任者；関川専務     

          副責任者；伊藤文夫     

                          

                          

  総務担当   収集運搬担当   総務担当   処理担当   

  責任者；吉野   責任者；花島   責任者；伊藤   責任者；関川専務   

                          

役割及び責任                       

代表取締役 環境方針策定、代表者による見直し 

環境管理責任者 環境目標の教育周知、環境マネジメントシステムの運用管理 

幕張営業所総務担当 総務管理、マニフェスト管理 

幕張営業所収集運搬担当 
一般廃棄物収集運搬（東京都、千葉市）、産業廃棄物収集運

搬、車両管理 

大井戸クリーンセンター総務担当 総務管理、マニフェスト管理 

大井戸クリーンセンター処理担当 産業廃棄物処理、古紙の再生、圧縮機・重機管理 
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６．事業概要 

（１）産業廃棄物処理業 

・業の区分：圧縮施設による中間処理 

・許可番号：第 05520001775 号 

・新規許可年月日：平成 13年 1月 23日、有効期限年月日：令和 8 年 1月 22日 

・取扱い産業廃棄物の種類：廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、 

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、 

がれき類（金属くずに付着したものに限る） 

・施設所在地：千葉市若葉区大井戸町４１６番２、４１６番１の一部 

施設の種類及び設置年月日 処理能力 数量 

圧縮施設（平成 12年 10月 25日） 

・廃プラスチック類、紙くず、木くず、織椎くず、金属くず、

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 

 

32．8t／日 

１ 

圧縮施設（平成 22年 11月 15日） 

・廃プラスチック類 

・紙くず 

・木くず 

・繊推くず 

・金属くず 

・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 

・がれき類（金属くずに付着したものに限る） 

 

85．6t／日  

91．2t／日 

90．4t／日 

120t／日 

168t／日 

145．6t／日 

102．4t／日 

１ 

 

（２）処理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業 

廃棄物 

受入 

処理前

保管 

中間処理 

 （圧縮） 

リサイクル製品（売却） 

廃プラスチック、金属くず、紙くず 

リサイクル処理 

木くずチップ燃料化  

廃プラスチック類リサイクル  

廃プラスチック類助燃材 

がれきリサイクル  

ガラス陶磁器くずリサイクル 

中間処理委託 

混合廃棄物の破砕処理委託  

畳の焼却処理委託 

処理後

保管 
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（３）処理業に伴う保管施設：千葉市若葉区大井戸町 416番 2、416 番 1の一部 

施設の種類 保管能力 数量 

廃棄物保管施設 

（廃プラスチック類） 

保管面積 51．2㎡、保管容量 75．8㎥ 

保管高さ 2m、保管上限 75．8㎥ 

１ 

廃棄物保管施設 

（金属くず） 

保管面積 51．2㎡、保管容量 75．8㎥ 

保管高さ 2m、保管上限 75．8㎥ 

１ 

廃棄物保管施設 

（木くず） 

保管面積 51．2㎡、保管容量 75．8㎥ 

保管高さ 2m 、保管上限 75．8㎥ 

１ 

廃棄物保管施設  

（紙くず） 

保管面積 6．88㎡、保管容量 10㎥ 

保管高さ――― 、保管上限 10㎥ 

１ 

廃棄物保管施設  

（繊維くず） 

保管面積 6．8㎡、保管容量 8．2㎥ 

保管高さ――― 、保管上限 8．2㎥ 

１ 

廃棄物保管施設  

（がれき類（金属くずに付着したものに限

る）） 

保管面積 6．8㎡、保管容量 8．2㎥ 

保管高さ――― 、保管上限 8．2㎥ 

１ 

廃棄物保管施設 

（ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器く

ず 

保管面積 24．2㎡、保管容量 31．8㎥ 

保管高さ 2m 、保管上限 31．8㎥  

１ 

廃棄物保管保管施設 

（廃プラスチック類、紙くず、木くず、織椎く

ず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず

及び陶磁器くず、がれき類（金属くずに付着し

たものに限る）） 

保管面積 23．8㎡、保管容量 31.13㎥ 

保管高さ 2m 、保管上限 31.13㎥ 

１ 

廃棄物保管保管施設 

（廃プラスチック類、紙くず、木くず、織椎く

ず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず

及び陶磁器くず、がれき類（金属くずに付着し

たものに限る）） 

保管面積 23．5㎡、保管容量 30.75㎥ 

保管高さ 2m 、保管上限 30.75㎥ 

１ 

廃棄物保管施設 

（廃プラスチック類） 

保管面積 13．45㎡、保管容量 28㎥ 

保管高さ ―――、保管上限 28㎥ 

１ 

廃棄物保管施設 

（廃プラスチック類） 

保管面積 6.88㎡、保管容量 10㎥ 

保管高さ ―――、保管上限 10㎥ 

１ 

製品保管施設（銅線） 

（廃プラチック類、金属くず） 

保管面積 6．84㎡、保管容量 8．2㎥ 

保管高さ――― 、保管上限 8．2㎥ 

１ 

製品保管施設（塩化ビニル管） 

（廃プラスチック類） 

保管面積 6．84㎡、保管容量 8．2㎥ 

保管高さ――― 、保管上限 8．2㎥ 

１ 

製品保管施設 

（紙くず） 

保管面積 23．8㎡、保管容量 33．7㎥ 

保管高さ 2ｍ 、保管上限 33.7㎥ 

１ 

製品保管施設（アルミニウム） 

（金属くず） 

保管面積 6．84㎡、保管容量 8．2㎥ 

保管高さ――― 、保管上限 8．2㎥ 

１ 
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（４）産業廃棄物収集運搬業（特別管理産業廃棄物除く） 

産業廃棄物収集運搬業許可リスト 

許可行政 許可内容 許可 

番号 

新規許可 

年月日 

有効期限 

年月日 

許可品目 

千葉県 収集運搬
（積み替え

保管除く） 

01200 

001775 

平成 4 年 

3 月 31 日 

令和 9 年 

3 月 30 日 

汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチッ

ク類、紙くず、木くず、織椎くず、動植物性残

さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンク

リートくず及び陶磁器くず、がれき類 

神奈川県 収集運搬
（積み替え

保管除く） 

01402 

001775 

平成 12 年 

8 月 28 日 

令和 7 年 

8 月 27 日 

汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチッ

ク類、紙くず、木くず、織椎くず、動植物性残

さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンク

リートくず及び陶磁器くず、がれき類 

埼玉県 収集運搬
（積み替え

保管除く） 

01105 

001775 

平成 9 年 

6 月 16 日 

令和 9 年 

6 月 15 日 

廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラス

くず・コンクリートくず及び陶磁器くず 

茨城県 収集運搬
（積み替え

保管除く） 

00801 

001775 

平成 13 年 

3 月 23 日 

令和 8 年 

5 月 19 日 

廃プラスチック類、紙くず、木くず、金属く

ず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器

くず 

東京都 収集運搬
（積み替え

保管除く） 

13-00-

001775 

平成 4 年 

6 月 1 日 

令和 9 年 

5 月 31 日 

汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチッ

ク類、紙くず、木くず、織椎くず、動植物性残

さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンク

リートくず及び陶磁器くず、がれき類 

千葉市 収集運搬
（積み替え

保管含む） 

0551000

1775 

平成元年 

5 月 24 日 

令和 9 年 

3 月 30 日 

汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチッ

ク類、紙くず、木くず、織椎くず、動植物性残

さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンク

リートくず及び陶磁器くず、がれき類 

【積替え保管含む】 

がれき類 

保管面積 6.84 ㎡、保管容量 8.2 ㎥ 

保管高さ 1.2m 、保管上限 8.2 ㎥ 

【施設所在地】 

千葉市若葉区大井戸町 416 番 2、416 番 1 の一部 

 

（５）一般廃棄物収集運搬業（積み替え・保管除く） 

許可行政 許可内容 許可 

番号 

許可 

年月日 

有効期限 

年月日 

許可品目 

千葉市 収集・運搬 第 28 号 平成 7 年 

4 月 1 日 

令和 6 年 

3 月 31 日 

一般廃棄物（ごみ） 

東京都 

（新宿区、千代田区、 

中央区、江東区、葛飾区、

足立区、台東区、豊島区、

墨田区、江戸川区） 

収集・運搬 第 561 号 平成 24 年 

6 月 1 日 

令和 6 年 

5 月 31 日 

一般廃棄物（普通ごみ） 

 

（６）廃棄物再生事業者 

再生事業者登録日；平成 24年 3月 22日 

登録番号；第 165 号 

事業場所在地；千葉市若葉区大井戸 416番 2外１筆 

再生事業内容；古紙の再生 
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（７）電子マニフェスト加入 

   ・ＪＷＮＥＴ 加入番号 3012767（処分業者）（e-reverseについても対応） 

・ＪＷＮＥＴ 加入番号 2019014（収集運搬業者）  

    

（８）車両及び重機の概要  

・幕張営業所；2 トン塵芥車 3台、3トン塵芥車１台、4トンコンテナ車 4台、 

2 トン平ボディ車 2台、2トン塵芥車 2台  

・大井戸クリーンセンター；ユンボ 4台、ショベル 1台、フォークリフト 1台 

 

（９）産業廃棄物収集運搬及び処理料金 

   性状、排出量、対応車両等により異なりますので、無料の個別見積もりとさせてい

ただいております。 

   お問い合わせは、大井戸クリーンセンター（０４３－２３９－８８２０）へお気軽

にご連絡ください。 
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７．環境目標（3 か年：2020～2022年度）及び環境活動計画（2021年 9月 30 日改定） 

No. 

目的 基準 

責任者 3カ年計画 

達成手段及び環境活動計画 

No.１ 

二酸化炭素排出量の削減 基準；2020年度実績（273,680kg-CO2）※ 

環境管理責任者；関川専務 

2021年度までに 1%削減（270,943kg-CO2）※ 

2022年度までに 2%削減（268,206kg-CO2）※ 

2023年度までに 3%削減（265,470kg-CO2）※ 

①アイドリングストップの励行、②省エネ運転（安全含む）教育、③旋回角度小での作業徹

底 

No.２ 

燃費向上 基準；2020年度実績（5.395ｋｍ／ℓ） 

幕張営業所；花島 
2021年度から 2023年度まで基準年度以上維持 

（5.395ｋｍ／ℓ） 

①エコドライブ教育、②エコドライブステッカーによる啓蒙、③配車効率化、④低燃費車両

の導入  

No.３ 

リサイクル率の向上 基準；2020年度実績（65％） 

 大井戸クリーンセンター；関川専

務 

2021年度から 2023年度まで基準年度以上維持 

（65％） 

①分別方法の見直し、②分別教育の実施、③リサイクル処理先の開拓 

No.４ 

水使用量の削減 基準；2020年度実績（308㎥） 

環境管理責任者；関川専務 
2021年度から 2023年度まで基準年度以下維持 

（308㎥） 

①飛散防止の散水適正使用(バルブ調整)、②水道管の破損点検 

※東京電力エナジーパートナー0.442㎏－CO2／kWh（R元年度調整後排出係数：メニューG残さ）を使用 

 

８．環境活動実績（2021 年度：2021年 9月から 2022年 8月までの 12 か月） 

2021年度環境目標 目標値 活動結果 評価 コメント 

二酸化炭素排出量削減 

2021年度までに 1%削減 

 

基準（273,680kg-CO2） 

270,943 

㎏－CO２ 

264,706 

㎏－CO２ 

○ 建設業界で建設木材不足により建築コ

ストが高騰し、新築案件が停滞してい

る影響で、建設廃棄物の受け入れ量が

減少し、燃料及び電気使用量が削減と

なったことが考えられる。なお、低燃

費車両及び低騒音型重機(油圧ショベ

ル)への入れ替えによるアイドリングス

トップの推進ができた。 

燃費向上 

2021年度まで基準年度以上 

維持 

基準（5.395ｋｍ／ℓ） 

5.395 

ｋｍ／ℓ 

5.341 

ｋｍ／ℓ 

× 小口顧客が増加し、エコドライブの推

進が難しい状況であり、未達成となっ

た。継続して、低燃費車両への入れ替

え、エコドライブを推進する。 

リサイクル率向上 

2021年度まで基準年度以上 

維持 

基準（６５％） 

65％ 90.7％ 〇 分別を徹底し、直接最終処分先への排

出は無かった。単純焼却が一部あっ

た。（単純焼却への排出をリサイクル

先とカウントしていない。） 

水使用量の削減 

2021年度まで基準年度以下 

維持 

基準（308㎥） 

308 

㎥ 

266 

㎥ 

○ 散水を適正に使用し、目標達成となっ

た。 
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９．環境活動計画の結果及び評価（2021年度） 

年間目標 取り組み活動内容 実施状況 評価 

二酸化炭素 

排出量削減 

①アイドリングストップ

の励行 

収集運搬担当は、エコドライブへの取り組みを継

続している。ドライバー同士で話し合い、コミュ

ニケーションを強化し、配車効率化に取り組んで

いる。燃費の悪い塵芥車を使用している一般廃棄

物収集運搬量が減少したことも二酸化炭素排出量

削減につながっている。 

〇 

②省エネ運転（安全含

む）教育 
掲示や教育を実施 ○ 

③旋回角度小での作業徹

底  

大井戸リサイクルセンターでは、受け入れ廃棄物

に合わせて、必要最小限で重機を使用している。

また、昨年度に古い重機（油圧ショベル）を低騒

音型重機に 1台入れ替えしている。 

〇 

燃費向上 

①エコドライブ教育        
毎月 1 回のドライバー会議にてエコドライブを周

知教育している。 
○ 

②エコドライブステッカ

ー貼付 
エコドライブ宣言書を携行している。 ○ 

③配車効率化 
ドライバー同士で話し合い、コミュニケーション

を強化し、配車効率化に取り組んでいる。 
〇 

④低燃費車両の導入 
２０２１年１月にキャブオーバを最新車両（低燃

費車両）に 1台入れ替えしている。 
〇 

リサイクル量

の拡大（廃棄

物削減） 

①分別方法の見直し       

10 種類以上の分別を徹底している。分別案内資料

を作成し顧客へ周知している。処理先ごとの受け

入れ条件をまとめて、分別時に活用している。 

最終処分量は２０２１年度実績ゼロとなり、分別

が徹底できた。 

○ 

②分別教育の実施 分別の徹底について従業員へ周知している。 ○ 

③リサイクル処理先の開

拓 
リサイクル先に変更無し。 △ 

水使用量削減 

①飛散防止の散水適正使

用(バルブ調整)  
バルブ調整により節水に取り組んでいる。 〇 

②水道管の破損点検 点検を継続し、問題なかった。 ○ 

取組評価基準；○実施できた、△一部実施、×やっていない、－今後実施するかどうか検

討する項目 
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１０．今後の取組計画（2021 年 9 月 30 日 3カ年計画改定） 

No. 

目的 基準 

責任者 3カ年計画 

達成手段及び環境活動計画 

No.１ 

二酸化炭素排出量の削減 基準；2020年度実績（273,680kg-CO2）※ 

環境管理責任者；関川専務 

2021年度までに 1%削減（270,943kg-CO2）※ 

2022年度までに 2%削減（268,206kg-CO2）※ 

2023年度までに 3%削減（265,470kg-CO2）※ 

①アイドリングストップの励行、②省エネ運転（安全含む）教育、③旋回角度小での作業徹

底 

No.２ 

燃費向上 基準；2020年度実績（5.395ｋｍ／ℓ） 

幕張営業所；花島 
2021年度から 2023年度まで基準年度以上維持 

（5.395ｋｍ／ℓ） 

①エコドライブ教育、②エコドライブステッカーによる啓蒙、③配車効率化、④低燃費車両

の導入  

No.３ 

リサイクル率の向上 基準；2020年度実績（65％） 

 大井戸クリーンセンター；関川専

務 

2021年度から 2023年度まで基準年度以上維持 

（65％） 

①分別方法の見直し、②分別教育の実施、③リサイクル処理先の開拓 

No.４ 

水使用量の削減 基準；2020年度実績（308㎥） 

環境管理責任者；関川専務 
2021年度から 2023年度まで基準年度以下維持 

（308㎥） 

①飛散防止の散水適正使用(バルブ調整)、②水道管の破損点検 

※東京電力エナジーパートナー0.442㎏－CO2／kWh（R元年度調整後排出係数：メニューG残さ）を使用 

 

１１．環境コミュニケーション状況 

エコアクション２１活動以前から、大井戸クリーンセンター周辺の道路や林のごみ拾

い及び草刈りを週１度実施し、周辺環境へも配慮しています。 
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１２．環境関連法規等の順守状況の確認結果及び違反・訴訟等の有無 

2022年 9月に環境関係法令等の遵守状況（2021年 9月～2022年 8月の状況）を確認し

た結果、環境関係法令等への違反はありませんでした。また、過去３年間関係当局か

らの違反、近隣からの苦情等の指摘はなく、訴訟等もありませんでした。 

当社の該当する主な環境法令は、廃棄物処理法、消防法、NOx・PM 法、騒音規制法、 

オフロード法、フロン排出抑制法。 

 

１３．代表者による評価・見直し結果 

 2022年 10月 28日に代表者による見直しを行った。 

報告事項（環境管理責任者） 

・2012 年 4 月 1 日から環境活動を開始し、全社員で一丸となり取り組んだ結果、二酸

化炭素排出量削減等の目標が達成となった。また、エコドライブの意識も向上してお

り、環境活動の成果が出ている。 

・環境経営目標については、未達成項目もあったがおおむね達成となった。環境への取

組計画に継続して取り組む（目標改定無し）。 

・環境活動は順調に活動できており環境経営方針について変更の必要はないと考える。 

・苦情は無く、環境法令順守についても問題は無かった。 

指示事項（社長） 

項目 指示内容 

環境経営方針 ・変更なし。 

環境目標・活動計画 ・計画的に活動できており、継続すること。（変更なし） 

環境マネジメントシス

テム 
・計画的に活動できており、継続すること。（変更なし） 

実施体制 ・計画的に活動できている。（変更なし） 

その他 ・特になし。 

 


