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１．
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧ 環境に優しいサービスを提供します。

３．

平成　25年　11　月　28　日

令和　2年　 8　月　 20　日 改定

モリ環境衛生センター株式会社

代表取締役　　

地域社会への貢献に努めます。

グリーン購入の推進を図ります。

　エコアクション21に準拠した環境マネジメントシステムを構築し、環境関連法規制及び
受け入れを決めたその他の環境関連要求事項を整理し遵守します。

　当社は、環境経営システムを運用するにあたり下記の活動に取り組み
環境負荷の低減を図ります。

　この環境経営方針を全社員に周知徹底し、環境意識を高め、環境目標を
設定し継続的改善に努めます。

節水に努め、水使用の削減に努めます。

　当社は、事業活動において、環境に影響する業務があることを認識し、環境経営システムを
構築し運用することにより、地球環境に優しい企業経営を自主的積極的に推進します。

１　環境経営方針

省エネルギーに取り組み二酸化炭素排出削減に努めます。

化学物質の適正管理、環境負荷の軽減に努めます。

受託した産業廃棄物の再資源化の促進に努めます。

廃棄物の排出量の削減に努めます。

モリ環境衛生センター株式会

社
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２　組織の概要

１． 事業者名 モリ環境衛生センター株式会社

２． 代表者名

３． 法人設立年月日

４． 資本金

５． 売上高

６． 所在地 本社 〒471-0033　愛知県豊田市月見町一丁目1番地5

則定エコプラント 〒444-2432　愛知県豊田市則定町駒越17番地1

（産業廃棄物中間処理工場)

７． 環境保全関係の責任者 環境管理責任者 丹羽　輝彦

連絡先 ＴＥＬ 0565-32-0356

ＦＡＸ 0565-32-0355

http://morikan.jp

e-ｍａｉｌ morikan＠hm8．aitai.ne.jp

８． 事業内容 （１） 一般廃棄物・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業

（２） 産業廃棄物の中間処分業

（３） 有害生物の防除処理業務

（４） 清掃、殺菌業務

９． 従業員 40人

10. 活動範囲 事業内容と同じ

11. 対象事業所 本社、則定エコプラント

12. 活動期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日

13. 実施体制図

・目標値の設定
・活動内容の改善

・環境経営システム
　構築
・活動内容の監視
・活動内容具体策策定

・文書作成・管理

権限

環境管理責任者

事務局

代表者に代わり、環境経営システムを構築し運用す
る。環境レポート承認、維持管理を行い、代表者に
報告する。外部・内部からの苦情等の受付と対応及
び結果の報告。

環境関連文書の記録、素案作成、管理等

・取組への積極参加

・目標値の提案
・活動内容の提案
・担当者への依頼

・記録方法の選択

・活動の改善提案各部門責任者 ＥＡ21取り組み実施、状況確認、記録、事務局へ提出

金　1,000万円

第38期　735,854（単位：千円）

代表者

昭和59年4月3日

代表取締役　森　延博

環境方針の作成、環境管理責任者の任命、資源（人
員、設備、費用）の準備、全体の評価と見直し

役割 責任

・活動内容の監視
・目標達成度総括

代表者 代表取締役 森 延博

環境管理責任者 丹羽 輝彦[リーダーMTG主催1回/月] 事務局 高橋 純一

本社 環境衛生部 森重樹

営業（役員） 1名

作業員 7名

本社総務部高橋純一

事務員 5名

モリ環境衛生センター株式会社

則定 廃棄物部 林邦治

エコプラント 営業 1名

運転手 17名

作業員 7名

http://morikan.jp/
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許 可 の 内 容

許 可 政 令 市 豊田市　　☆優良産業廃棄物処理業者認定取得 愛知県　　　　☆優良産業廃棄物処理業者認定取得

許 可 番 号 第09010004990号 第02300004990号

許 可 年 月 日 令和3年1月28日 令和3年4月26日

有 効 年 月 日 令和10年1月27日 令和10年4月24日

保 有 車 両

事 業 の 範 囲 積替え保管を除く 積替え保管を除く
燃え殻（水銀含有ばいじん等を除く。） 燃え殻（水銀含有ばいじん等を除く。）

廃油 汚泥（水銀含有ばいじん等を除く。）

廃酸（水銀含有ばいじん等を除く。） 廃油
廃アルカリ（水銀含有ばいじん等を除く。） 廃酸（水銀含有ばいじん等を除く。）

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（自動車等破砕物を除く。石綿含有
産業廃棄物を含む。）

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（自動車等破砕物を除く。石綿含有
産業廃棄物を含む。）

動植物性残さ 廃アルカリ（水銀含有ばいじん等を除く。）
動物系固形不要物 紙くず
ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、改築
又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁器
くず（自動車等破砕物を除く。石綿含有産業廃棄
物を含む。）

ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、改築
又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁器
くず（自動車等破砕物を除く。石綿含有産業廃棄
物を含む。）

鉱さい（水銀含有ばいじん等を除く。） 木くず
がれき類（石綿含有産業廃棄物を含む。） 繊維くず
ダスト類（水銀含有ばいじん等を除く。） 動植物性残さ

動物系固形不要物

以上11品目（水銀使用製品産業廃棄物を含む。） ゴムくず

金属くず（自動車破砕物を除く。）
鉱さい（水銀含有ばいじん等を除く。）
がれき類（石綿含有産業廃棄物を含む。）
ダスト類（水銀含有ばいじん等を除く。）
以上　17品目（水銀使用製品産業廃棄物を含む。）

積替え保管を含む 積替え保管
汚泥（水銀含有ばいじん等を除く。） 該当なし
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（自動車等破砕物を除く。石綿含有
産業廃棄物を除く。）
紙くず
木くず
線維くず
ゴムくず
金属くず（自動車破砕物を除く。）

ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、改築
又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁器
くず（自動車等破砕物および石綿含有産業廃棄
物を除く。） 以上8品目（水銀使用製品産
業廃棄物を含む。）

積替え保管施設 積替え保管施設
（1） 所在地　豊田市則定町駒越１７番地1 該当なし
（2） 面積2,479.07㎡（保管面積）66.4㎡）

（3） 産業廃棄物の種類

（4） 保管上限　98.85㎥

（5） 高さ　　　該当なし

14.事業概要（産業廃棄物収集運搬業）

産業廃棄物収集運搬業　　

塵芥車 11台、清掃車 1台、脱着式コンテナ車 5台、キャブオーバー 1台、バン 7台、冷蔵冷凍車 2台
計27台

豊田市より、平成26年1月28日付で産業廃棄物収集運搬業の優良産業廃棄物処理業者に認定されました

愛知県より、平成26年4月26日付で産業廃棄物収集運搬業の優良産業廃棄物処理業者に認定されました

モリ環境衛生センター株式会社



-4-

許 可 の 内 容

許可政令市 豊田市　　☆優良産業廃棄物処理業者認定取得 愛知県　　☆優良産業廃棄物処理業者認定取得

許 可 番 号 第09060004990号　 第0235004990号

許 可 年 月 日 令和3年1月28日 令和2年8月24日

有 効 年 月 日 令和10年1月27日 令和9年8月23日

事 業 計 画 の 概要

事 業 の 範 囲 積替え保管を含む 積替え保管を除く

感染性廃棄物　引火性廃油　　　以上2品目
感染性廃棄物　引火性廃油　腐食性廃酸
以上3品目

積替保管を含む

腐食性廃酸　　　　以上1品目
⑴所在地　豊田市則定町駒越１７番地1

⑵面積1.21㎡ 保管上限1.8㎥ 保管高さ 該当な
し

許 可 の 内 容

許 可 政 令 市

許 可 番 号

許 可 年 月 日 令和3年1月28日

有 効 年 月 日 令和10年1月27日

事 業 計 画 の 概要

事 業 の 範 囲

処 理 工 程 図

処 理 の 方 式
お よ び 能 力

許 可 の 内 容

許 可 政 令 市 　許可番号　　　　　　　　　　　　　　　　　 　許可年月日　　　　　　　　　　　　　有効期限

豊 田 市 第1030号 令和3年7月4日　　　　　　　　　　　 令和5年7月3日

み よ し 市 3み令環第　1457号 令和４年4月1日　　　　　　　　　　　 令和６年3月31日

岡 崎 市 第　10222号 令和3年5月31日　　　　　　　　　  令和5年5月30日

木くず　　⇒　選別後　→　焼却（委託）、破砕（委託）

金属くず　⇒　選別後、圧縮　→　売却

紙くず　　⇒　選別後、圧縮　→　固形燃料（委託）、売却

事業区分　中間処分（選別・破砕・圧縮・溶融）

ア　圧縮

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。）、紙くず、金属くず（自動車等破砕
物を除く。）　以上　　３品目（水銀使用製品産業廃棄物を除く。）

イ　選別

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。）、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず（自動車等破砕物を除く。）、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に
伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず（自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。）
以上　　７品目（水銀使用製品産業廃棄物を除く。）

溶融後　→　売却
圧縮後　→　売却

ｶﾞﾗｽくず　⇒　選別後　→　焼却（委託）

選別後　→　固形燃料（委託）、　焼却（委託）　

15.事業概要（特別管理産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、一般廃棄物収集運搬業）

豊田市より、平成26年1月28日付で産業廃棄物処分業の優良産業廃棄物処理業者に認定されました。

豊田市より、平成26年1月28日付で特別管理産業廃棄物収集運搬業の優良産業廃棄物処理業者に認定されました。

愛知県より、平成20年8月24日付で特別管理産業廃棄物収集運搬業の優良産業廃棄物処理業者に認定されました。

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　⇒ 破砕後　→　売却

第09020004990号

車輌6台　　感染性廃棄物用　プラスチック容器密閉型　20L、45L、100個
腐食性廃酸用　ケミカルドラム　100L　5個　引火性廃油用　一斗缶　5個

産業廃棄物処分業

エ　溶融　　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。）
　　以上　　１品目（水銀使用製品産業廃棄物を除く。）
ウ　破砕　　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。）

　　以上　　１品目（水銀使用製品産業廃棄物を除く。）

特別管理産業廃棄物収集運搬業　　

豊田市　　☆優良産業廃棄物処理業者認定取得

一般廃棄物収集運搬業

繊維くず　⇒　選別後　→　焼却（委託）
ゴムくず　⇒　選別後　→　焼却（委託）

選別　　磁選機コンベアーを用いた選別　(192m
3
/日)

破砕　　破砕機を使用　　　　　　　　　　　　 (7.28t/日)
圧縮　　圧縮機を使用　　　　　　(廃プラ：0.608t/日、紙くず：0.8208t/日、金属くず：1.9184t/日)
溶融　　電気溶融機使用　　　　　　　　　　(186.4kg/日)

モリ環境衛生センター株式会社
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②　受託した産業廃棄物の処理量

廃棄物等種類 処分方法等 運搬量 中間処理量

廃プラスチック類 912.1t 838.6t

紙くず 0.0t 0.0t

木くず 211.8t 146.6t

繊維くず 0.0t 0.0t

ゴムくず 0.0t 0.0t

金属くず 187.1t 187.1t

ガラス陶磁器くず 355.1t 87.1t

混合物 1395.5t 1393.8t

非感染性廃棄物 250.9t 0.0t

動植物性残さ 30.8t 0.0t

汚泥 113.3t 0.0t

燃え殻 43.2t 0.0t

廃油 1.5t 0.0t

廃アルカリ 0.8t 0.0t

感染性廃棄物 1002.2t 0.0t

引火性廃油 2.1t 0.0t

廃酸

4,506.5t 2,653.1t

廃プラスチック類 破砕・圧縮・選別・溶融 838.6t
木くず 選別 146.6t
金属くず 圧縮・選別 187.1t

ガラス陶磁器くず 選別 87.1t

混合物 選別 1,393.8t
廃プラスチック類 破砕・圧縮・選別・溶融 160.3t
木くず 選別 197.4t
金属くず 圧縮・選別 216.7t
ガラス陶磁器くず 選別 53.7

628.1t

2,653.1t

0.0t

廃プラスチック類 焼却、破砕（委託） 0.0t

ガラス陶磁器くず 管理型埋立（委託） 70.1t

混合物 管理型埋立（委託） 262.9t
混合物 破砕（委託） 44.7t

廃プラスチック類 原材料として売却 160.3t

木くず 選別 197.4t
金属くず 原材料として売却 216.7t

ガラス陶磁器くず 原材料として売却 53.7t

628.1t

1,005.7t

（ⅰ）収
集運搬

一般廃棄物
このうち304tを
肥料リサイクル用に収集運搬※1

※1　通常の焼却処分ではなく、専用施設に搬入して肥料としてリサイクルしている数量

　　中間処理後処分量合計

再資源化等量小計

5,348.3t

（ⅱ）中間処理

うち
再資源化等

（ⅲ）最終処分

最終処分量合計

最終処分

（ⅳ）中
間処理後
の産業廃
棄物

再資源化等

令和3年4月から令和4年3月まで

再資源化等量小計

中間処理合計

産業廃棄物収集運搬量(受入量)合計

処理方法等

（ⅰ-1）産業廃棄物
　　　収集運搬

（ⅰ-2）特別管理
　産業廃棄物収集運搬
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４　環境経営目標一覧表 　　：重点活動※１ 令和3年7月26日 作成　：　事務局

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

環境方針 環境目標 基準年度 今回目標 次回目標 次々回目標

削減率 ％ 継続活動※1 ← ← ←

総量 kwh 16,813 16,813 16,813 16,813

削減率 ％ 1% 2% 3%

総量 kwh 51,389 50,875 50,361 49,847

環境効率指標
※ kwh/t 19.15 18.96 18.77 18.58

削減率 ％ 1% 2% 3%

総量 リットル 123,473 122,238 121,004 119,769

環境効率指標 リットル/t 12.9 12.8 12.7 12.5

削減率 ％ 継続活動 ← ← ←

総量 リットル 9,665 9,665 9,665 9,665

環境効率指標 リットル/件 5.9 5.9 5.9 5.9

削減率 ％ 1% 2% 3%

総量 kg-CO2 353,016 349,486 345,956 342,425

環境効率指標 kg-CO2/百万円 522 517 512 507

削減率 ％ 継続活動 ← ← ←

総量 kg 80.25 80.25 80.25 80.25

環境効率指標 kg/件 0.049 0.049 0.049 0.049

増加率 ％ 継続活動 ← ← ←

総量 t 542.7 542.7 542.7 542.7

環境効率指標 ％ 20.2% 20.2% 20.2% 20.2%

削減率 ％ 継続活動 ← ← ←

総量 m3 1,212 1,212 1,212 1,212

環境効率指標 m3/台 37.9 37.9 37.9 37.9

菜の花プロジェクト参加※9 総量 回数 2 2 2 2

工場周辺美化 総量 回数 2 2 2 2

グリーン購入の推進を
図ります。

グリーン購入品の
優先購入

総量 購入金額 215,608 100,000以上 100,000以上 100,000以上

増加率 ％ 継続活動 ← ← ←

総量 件 1,683 1,683 1,683 1,683

環境効率指標 ％ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※　環境効率指標：経済価値を反映しながら環境への取組の効率性を評価する手法

※1　本来業務の改善を重点活動として絞り込み、大きな効果を狙うこととした。従来の活動を維持する活動は、継続活動として差別化した。

※2　環境効率指標には、令和2年度の産業廃棄物の受入量2,683.2tを使用した

※3　ディーゼル車は主に一廃・産廃の収集運搬に使用しているため、令和2年度一般・産業廃棄物の収集運搬量9,551.8tを指標に使用した

※4　ガソリン車は主に有害生物防除、消毒殺菌に使用しているため、施行件数1,683件を指標に使用した

※5　売上100万円あたりの二酸化炭素排出量を指標に使用した

　　　二酸化炭素排出総量把握のため、灯油による二酸化炭素排出量を含む

※6　有害生物防除、殺菌消毒施行件数1,683件を指標に使用した

※7　令和2年度の産業廃棄物の受入量(2,683.2t)に対する売却した再資源化量(542.7t)を指標として使用した

※8　主に洗車に使用するため、令和2年度保有車両台数(32台)を指標に使用した

※9　資源循環サイクルづくりを、それぞれの地域で目指す事を目的とした全国的な活動。

※10　Integrated Pest Management（総合的有害生物管理）。適切な生息実態調査に基づき、標準的な目標水準を設定し、

　　　　事前に薬剤の種類や薬量、処理区域、トラップの併用等について十分検討を行い、施工する手法。結果として薬剤の過剰な使用を抑制できる。

　　　　また、薬剤の使用より高価であるが、有効な物理的防除策(トラップ等)を顧客予算の範囲で提案し、薬剤使用を低減する。

ガソリン使用量の削減※4

二酸化炭素排出総量削減※5

【重点活動対象】

環境に優しいサービスを
提供します。

IPM(※10)施工100％実施

【重点活動対象】

上水使用量の削減※8

活動期間　令和3年4月1日～令和4年3月31日
(基準期間　令和2年4月1日～令和3年3月31日)

則定エコプラント
電力使用量の削減※2

【重点活動対象】

省エネルギーに取り組み
二酸化炭素排出削減に
努めます。

地域社会への貢献に
努めます。

化学物質の適正管理、
環境負荷の低減に
努めます。

化学物質使用量の削減※6

受託した廃棄物の
再資源化の促進に
努めます。

再資源化率の向上※7

節水に努め、水使用の
削減に努めます。

目標単位

軽油使用量の削減※3

【重点活動対象】

本社
電力使用量の削減

モリ環境衛生センター株式会社
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５　環境経営計画 ：重点活動 令和3年3月27日 作成　：　事務局

環境目標 取組場所 具体的な取組み 確認方法 責任者 実施時期

電力使用量の削減 本社 使用時以外の場所は消灯の徹底 点検表・啓発 環境管理責任者 活動期間中継続

不要な電化製品のスイッチオフ徹底 点検表・啓発 環境管理責任者 活動期間中継続

掲示による節電啓発推進 - 環境管理責任者 活動期間中継続

則定エコ
プラント

LED化推進 - 代表取締役 工場照明の変更

太陽光発電施設の設置（環境意識啓発） 発電記録表 総務責任者 平成26年1月設置

外出時のエアコンスイッチオフ徹底 点検表 廃棄物部　部長 活動期間中継続

使用時以外の場所は消灯の徹底 点検表・啓発 廃棄物部　部長 活動期間中継続

掲示による節電啓発推進 - 廃棄物部　部長 活動期間中継続

軽油使用量の削減
則定エコ
プラント

収集ルートの見直し→走行距離の短縮 ICT活用※1 総務責任者 平成25年12月より開始

回収忘れ防止、作業補助機器の導入 - 環境管理責任者
タブレット導入

（12ページ参照）

廃棄物回収作業者の能力向上 - 環境管理責任者
ペア交代制度導入
（14ページ参照）

タイヤ空気圧の定期点検 - 廃棄物部　部長 活動期間中継続

エコドライブの推進 - 廃棄物部　部長 活動期間中継続

タイヤ空気圧の定期点検 - 総務責任者 活動期間中継続

アイドリングストップ励行 - 総務責任者 活動期間中継続

エコドライブの推進 - 総務責任者 活動期間中継続

ペーパーレス化推進 ICT活用※1 総務責任者 平成25年9月より開始

カーボンオフセット電力の購入 環境への負荷自己チェック 総務責任者 令和2年度移行

手袋ボックスの設置 - 廃棄物部　部長 活動期間中継続

カーボンオフセット電力の購入 環境への負荷自己チェック 総務責任者 令和2年度移行

化学薬品点検表による在庫・仕入の一元管理 点検表 PC部門(※3)責任者 平成25年9月より開始

IPM(※2)施工法の勉強会実施 - PC部門(※3)責任者
令和2年5、8、11月
令和3年2月実施

再資源化可能な産業廃棄物の受入強化策検討 - 環境管理責任者 平成26年3月より開始

分別作業の精細実施 - 環境管理責任者 活動期間中継続

再資源化率の適切な把握 マニフェスト 環境管理責任者 活動期間中継続

洗車手順効率化による水使用量の低減 - 廃棄物部　部長 活動期間中継続

蛇口周辺からの漏水確認 点検表 廃棄物部　部長 活動期間中継続

本社 蛇口周辺からの漏水確認 点検表 総務責任者 活動期間中継続

菜の花プロジェクト参加 本社 ボランティアへの参加 - 代表取締役
種まき・収穫

参加

工場周辺美化
則定エコ
プラント

工場周辺の草刈り実施 - 代表取締役 令和3年6月、11月

グリーン購入品の
優先購入

本社 工具、材料、文具のグリーン調達を行う 点検表 総務責任者 活動期間中継続

IPM(※2)施工の実施 本社 IPM(※2)施工法の勉強会実施 - PC部門(※3)責任者
令和3年5、8、11月
令和4年2月実施

※1　Information and Communication Technology　情報通信技術

※2　Integrated Pest Management（総合的有害生物管理）。適切な生息実態調査に基づき、標準的な目標水準を設定し、

　　　　事前に薬剤の種類や薬量、処理区域、トラップの併用等について十分検討を行い、施工する手法。結果として薬剤の過剰な使用を抑制できる。

※3　PEST CONTROL部門の略　有害生物防除担当

※4　これらの活動は、自社の二酸化炭素排出量削減に直接的に関連する活動とはならないが、社会全体に対する貢献を図ると共に、

　　　社員のエコ意識向上のために活動計画に織り込んでいる。

則定エコ
プラント

本社

本社

二酸化炭素排出総量削減
　　(その他の活動)

再資源化率の向上

上水使用量の削減

化学物質使用量の削減 本社

則定エコ
プラント

ガソリン使用量の削減

則定エコ
プラント

モリ環境衛生センター株式会社

※

※
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６　環境経営目標の実績 　　：重点活動※１ 評価　　○：目標達成　　×：目標未達

令和2年度

環境方針 環境目標 基準年度 目標 実績

削減率 ％ 継続活動※1 -32.4% ×

総量 kwh 16,813 16,813 22,259 ×

削減率 ％ 1%減 -8.2% ×

総量 kwh 51,389 50,875 55,625 ×

環境効率指標
※ kwh/トン 19.15 18.96 20.97 ×

削減率 ％ 1%減 -1.3% ×

総量 リットル 123,473 122,239 125,097 ×

環境効率指標 リットル/トン 12.9 12.8 12.7 ○

削減率 ％ 継続活動 26.9% ○

総量 リットル 9,665 9,665 7,063 ○

環境効率指標 リットル/件 5.9 5.9 4.0 ○

削減率 ％ 1%減 2.7% ○

総量 kg-CO2 353,016 349,486 343,415 ○

環境効率指標 kg-CO2/百万円 522 517 467 ○

削減率 ％ 継続活動 -30.0% ×

総量 kg 80.25 80.25 104.36 ×

環境効率指標 kg/件 0.049 0.049 0.059 ×

増加率 ％ 継続活動 15.7% ○

総量 t 542.7 542.7 628.1 ○

環境効率指標 ％ 20.2% 20.2% 23.7% ○

削減率 ％ 継続活動 -9.6% ×

総量 m3 1,212 1,212 1,328 ×

環境効率指標 m3/台 37.9 37.9 41.5 ×

菜の花プロジェクト参加 総量 回数 2 2 2 ○

工場周辺美化 総量 回数 2 2 2 ○

グリーン購入の推進を
図ります。

グリーン購入品の
優先購入

総量 購入金額 215,608 100,000以上 251,890 ○

増加率 ％ 継続活動 ← ← ○

総量 件 1,683 1,683 1,768 ○

環境効率指標 ％ 100.0% 100.0% 100.0% ○

※　環境効率指標：経済価値を反映しながら環境への取組の効率性を評価する手法

※1　本来業務の改善を重点活動として絞り込み、大きな効果を狙うこととした。従来の活動を維持する活動は、継続活動として差別化した。

※2　環境効率指標には、産業廃棄物の受入量(令和2年度：2,683.2t、令和3年度：2,653.1ｔ)を使用した

※3　一般・産業廃棄物の収集運搬量(令和2年度：9,551.8t、令和3年度：9,854.82t)を指標に使用した

※4　有害生物防除施行件数(令和2年度：1,683件、令和3年度：1,768件)を指標に使用した

※5　売上100万円あたりの二酸化炭素排出量を指標に使用した(令和2年度676百万円、令和3年度735百万円)

　　　 購入電力排出係数は、平成22年度の電気事業者別二酸化炭素排出係数を使用　：　中部電力　0.473(kg-CO2/kWh)

　　　二酸化炭素排出総量把握のため、灯油による二酸化炭素排出量を含む

※6　産業廃棄物の再資源化量を指標として使用した(令和2年度：中間処理2,683.2ｔ、再資源化542.7t　　令和３年度：中間処理2,53.1ｔ、再資源化628.1t)

※7　主に洗車に使用するため、保有車両台数(令和2年度：32台、令和3年度：32台)を指標に使用した

※8　Integrated Pest Management（総合的有害生物管理）。適切な生息実態調査に基づき、標準的な目標水準を設定し、

　　　　事前に薬剤の種類や薬量、処理区域、トラップの併用等について十分検討を行い、施工する手法。結果として薬剤の過剰な使用を抑制できる。

　　　　また、薬剤の使用より高価であるが、有効な物理的防除策(トラップ等)を顧客予算の範囲で提案し、薬剤使用を低減する。

地域社会への貢献に
努めます。

環境に優しいサービスを
提供します。

IPM(※8)施工100％実施(※4)

節水に努め、水使用の
削減に努めます。

上水使用量の削減※7
(10ページ参照)

令和3年度
評価

化学物質の適正管理、
環境負荷の低減に
努めます。

化学物質使用量の削減※4

受託した廃棄物の
再資源化の促進に
努めます。

再資源化率の向上※6

活動期間　令和3年4月1日～令和4年3月31日

目標単位

省エネルギーに取り組み
二酸化炭素排出削減に
努めます。

本社
電力使用量の削減

則定エコプラント
電力使用量の削減※2

(9ページ参照)

軽油使用量の削減※3
(11ページ参照)

ガソリン使用量の削減※4
(11ページ参照)

二酸化炭素排出総量削減※5

モリ環境衛生センター株式会社
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電力使用量の推移

則定エコプラントLED化の効果把握

LED化(平成30年2月) 従量契約分32%低

モリ環境衛生センター株式会

社

則定エコプラント

LED化効果の把握

昨年度（平成30年2月）実

施した工場LED化の効果

で、従量電灯契約の使用

量が年間平均で32％低減

できており、大きな節電効

果が確認できた。

（現在は高圧電力に移行

したためLED化のみの効

果把握が出来ないため、

低圧・従量契約に分かれ

ていた平成30年の実績を

表示している。）

↑平成30年2月実施工場内LED化

令和1年12月実施→

工場ひさし部分、洗車場

工場照明のLED化

工場全体の電気使用量は、8.2%の増加。

要因として2軸破砕機を使用した破砕による中間処理量が39.1%

増加した事が挙げられる。産業廃棄物の受入総量は2,653.1tと

前年度並みに推移しているが、中間処理後の搬出量は19.1%増

(844.5t→1,005.7t)となっており、作業量の増加に比較して電力

使用量は抑えられており問題ないと判断する。

作業量の増加に比例する形で増加



-10-

水道使用量の推移

※参考：27年8月の漏水による使用量の大幅増

モリ環境衛生センター株式会

社

則定エコプラント

水道使用量

令和3年度は2年度に比

べ、使用量は年間で10.9%

の増加。①塵芥車の内部

清掃徹底、②工場内清掃

の徹底などは昨年度より

引き続き実施しており増

加要因では無いと考察す

る。主たる増加要因は2軸

破砕機作業量増加による

散水増加が考えれれるた

め因果関係を調査する。

本社水道使用量

使用量は月単位でのバラ

ツキはあるものの年間平均

でほぼ横ばいで推移。今

年4月に新社屋を増築した

ため、今後の使用量の変

化に注意していく。

平成27年8月に工場で発

生した漏水による使用量の

大幅増加を示している。

この教訓を踏まえて、水道

使用前、使用後の漏水確

認の徹底を実施している。
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軽油・ガソリン使用量の推移

モリ環境衛生センター株式会

社

軽油使用量

一般・産業廃棄物収集運搬量は9,551.8tから9,854.8ｔに3.2%増加で推移。

これに対し軽油使用実績は123,473Lから125,097Lと1.3%の増加に抑制でき

ている。総量では削減とならず目標未達であるが、環境効率指標では

12.7L/tとなり目標達成となった。平成30年度の環境効率指標値14.4L/tと比

較すると、1.7L/tの改善となっており、継続して取り組んでいるICTを活用した

収集運搬ルートの見直しが、引き続き大きな効果を上げていると確認できる。

また、平成3１年度→令和2年度と推移するごとに、月間使用量が年間を通じ

て一定の使用量に近づいている傾向にある。これは作業量の調整が順調に

できているためであると分析している。

ガソリン使用量

総量で2.1%増加した。

31年度に比べ施工件数は

1329件から1638件と23.3%の

増加であり、環境効率指標7.4

から5.9に低減。①遠隔地での

施工の減少、②省燃費車の

導入が要因と考える。
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今年度の新規取組内容（ペーパーレス化推進）

本社FAXをペーパーレス仕様に設定変更して運用。

適切な運用ルールの構築、周知により年間2,040枚のA4用紙の削減を達成

　

従来 3,802枚/年使用

モリ環境衛生センター株式会社

FAX受信

ペーパーレス化推進

年間FAX用紙53.7％削減 3,802枚→1,762枚（△2,040枚）

不要FAX 658枚/年

工場へ転送 1,124枚/年

工場から返信 258枚/年

必要FAX 1,762枚/年

今回 1,762枚/年使用

必要FAX 1,762枚/年

FAX受信

✖不要FAX 658枚/年

工場へメール 1,124枚/年

データ上で削除

工場から返信メール
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今年度の継続取組内容

【ステップ1】ペア交代制（14ページ参照）平成30年度実務導入完了

【ステップ2】廃棄物回収ナビゲーションシステム導入(令和1年12月～）。

【ステップ3】情報共有とデータの一元利用（令和2年度より継続中）

　

次世代サービス

モリ環境衛生センター株式会社

ペア交代制導入

最新機器の導入

【ステップ１】平成30年度実施済
複数ルートを交互に担当することで作業者の能力向上する

①一定の緊張感の持続

②情報交換による作業内容の質の向上

③新技術導入に向けた足場作りを実施

【ステップ２】令和1年１２月稼働
廃棄物回収ナビゲーションシステム導入

①回収情報をデータベース化

②データの一元管理と情報共有

③作業時間短縮（回収時間、報告書作成等）

【ステップ３】令和3年度より継続実施

業務効率化サイクルの確立

①データの蓄積

③作業者教育充実

②サービス品質の向上

継続活動内容

（１）情報共有例（危険回避）

予め危険個所を登録する。

車両が現地に到着した

時点でポップアップして危険を警告

ドライバーからのフィードバック

↓

ナビゲーションに反映

（２）データ 一元利用例（報告書自動作成）月間241品目、173枚

報告書：年間2,076枚自動作成 （1時間短縮16H→1H，△180時間/年）
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一般廃棄物収集運搬ルートの見直し(ICT活用例) 令和4年度も継続して実施中

　　　ルートの最適化によりAルートの週間走行距離を793kmから585kmに短縮(△26.2%)

モリ環境衛生センター株式会

社

平成25年度のルート
(各色のドットは担当者を示す）

【問題点】

・運転手の担当エリアが重複し、効率が悪い。

・則定エコプラント設立以前のルート配置がそのまま

使用されている。

・最終目的地(清掃工場)の立地が考慮されておらず、

走行距離を増加させている。

藤岡プラント

渡刈クリーンセンター

平成26年度のルート
(各色のドットは担当者を示す）

【対策】

・運転手の担当エリアを地域毎に集中。

・則定エコプラントの立地から回収先までの道路事情

を考慮した担当割り振りを実施。

・清掃工場の立地を考慮したルート設計により走行

距離を短縮(赤線部分)。

則定エコプラント

ルートが重複旧Aルート
(青破線)

新Aルート
(赤実線)

Bルート(水色実線）の走行

距離は変化しない
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廃棄物回収作業者の能力向上に基づく環境目標達成プラン

　廃棄物の定期回収ルートは、ICTの活用によりエリアごとに担当者を配置することで

効率を上げる設計となっている。このため市街地のルートと郊外のルートの作業内容の偏りが

発生しやすい欠点を持っている。また、長期間同じ作業者が同じルートを担当すると、緊張感の

低下に伴う、作業ミスの発生や、作業時間の増大につながることが経験的に想定される。

このような問題点を防止するためには、全ての作業者が全てのルートを担当出来る体制が理想的

であるが、時間的・経済的な制約からそれを実現するのは非常に困難である。

　このため、市街地ルートと郊外ルートの担当者2名でペアを作り、担当を交互に交代する体制を構築し、

それぞれのルートに対応できる人材の育成を図ることで作業者の能力向上を図る。

この制度をペア交代制度と言う。

上記の施策に基づき、下記を達成することで、エコアクションの環境目標達成を図る。

　①一定の緊張感の持続（安全意識の持続・責任感の継続・作業ミスの防止）

　②情報交換による作業内容の質の向上（最適ルートの探求・時間短縮）

モリ環境衛生センター株式会

社

【特徴】

・顧客件数多

・収集場所狭小

・顧客あたりの重量物少ない

・飲食店が多い

【特徴】

・顧客件数小

・走行距離長い

・顧客あたりの重量多い

・工場が多い

郊外ルート

市街地ルー

交互に担当

（ペア交代制度）

平成30年7月より実業務適用
懸念していた事故の増加も無く、

廃棄物回収作業者の能力向上を実現
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二酸化炭素排出量削減施策　太陽光発電・カーボンオフセット電力
　再生可能エネルギー(太陽光発電)の効果算定
　　平成26年１月から本社10ｋW,エコプラント(中間処理工場)50ｋWの太陽光発電設備を導入した。
　　今後継続的に環境への寄与度を集計すると同時に、周囲への環境意識向上啓発活動につなげていく。

モリ環境衛生センター株式会

社

①環境意識啓発活動

エコプラント壁面に啓発画像を描画

総発電量

60,892ｋｗｈ/年

電力使用量

77,934ｋｗｈ/年
電力使用量差

-17,042ｋｗｈ/

発電量・使用量集計 <電力使用量差 -17,042ｋｗｈ/年>
2軸破砕機の稼働率増化により、使用量が発電量を上回る結果となったのは太陽光発電設置以降2度目。

1年間で36,863kg-CO2(杉2,633本分・灯油14,804L）の二酸化炭素を発生した事になるが、令和2年7月

より切り替えたカーボンオフセット電力により、二酸化炭素排出が全量抑制されているため年間を通して

65,665kg-CO2の排出を抑制した形となった。
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７　環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容 活動評価　　○：活動できた　　×：活動できなかった

環境目標 取組場所 取組
結果 具体的な取組み 取組結果 活動

評価 次年度の取組内容

電力使用量の削減 本社 使用時以外の場所は消灯の徹底
地道な啓発により、
エコ意識が向上した。

○ 継続して実施する。※4

× 不要な電化製品のスイッチオフ徹底　　　 パソコン不使用時の電源オフ。 ○ 継続して実施する。※4

掲示による節電啓発推進 実施している。 ○ 継続して実施する。※4

則定エコ
プラント

LED化推進 実施できている。 ○
平成30年2月、令和1年12月実
施

太陽光発電施設の設置（環境意識啓発） 実施できている。 ○ 継続して実施する。

× 外出時のエアコンスイッチオフ徹底 実施できている。 ○ 継続して実施する。

使用時以外の場所は消灯の徹底 実施できている。 ○ 継続して実施する。

掲示による節電啓発推進 実施している。 ○ 継続して実施する。

軽油使用量の削減
則定エコ
プラント

収集ルートの見直し→走行距離の短縮 ICT(※1)活用。12ページ参照 ○ 継続して実施する。

ペア交代制度導入 実施できている。 ○
計画実施中。
30年7月より実務適用済。

× タブレット導入 実施できている。 ○
計画実施中。
令和1年12月より実務適用済。

タイヤ空気圧の定期点検 タイヤショップに協力依頼。 ○ 継続して実施する。

エコドライブの推進 啓発活動実施中。 ○ 継続して実施する。

タイヤ空気圧の定期点検 タイヤショップに協力依頼。 ○ 継続して実施する。

〇 アイドリングストップ励行 啓発活動実施中。 ○ 継続して実施する。

エコドライブの推進 啓発活動実施中。 ○ 継続して実施する。

ペーパーレス化推進 推進中 ○ 継続して実施する。※5

カーボンオフセット電力の購入 変更済み。 ○ 令和2年8月より切り替え

手袋ボックスの設置 設置済み。 ○ 継続して実施する。※5

カーボンオフセット電力の購入 変更済み。 ○ 令和2年7月より切り替え

化学薬品点検表による在庫・
仕入の一元管理

毎月実施している。 ○ 継続して実施する。

IPM(※2)施行法の勉強会実施 3カ月毎に実施している。 ○ 継続して実施する。

再資源化可能な産業廃棄物の
受入強化策検討

びん類の有価売却先と契約 ○
びん類の有価売却先追加
平成29年4月から実施済

○ 分別作業の精細実施 実施している。 ○ 継続して実施する。

再資源化率の適切な把握 マニフェストによる管理を実施中。 ○ 継続して実施する。

洗車手順効率化による水使用量の低減
作業後洗車の徹底により
増加し、目標未達

○ 継続して実施する。

蛇口周辺からの漏水確認 毎日実施している。 ○ 継続して実施する。

本社 〇 蛇口周辺からの漏水確認 毎日実施している。 ○ 継続して実施する。

菜の花プロジェクト参加 本社 〇 ボランティアへの参加 年2回参加している。 ○ 継続して実施する。

工場周辺美化
則定エコ
プラント

〇 工場周辺の草刈り実施 年2回実施している。 ○ 継続して実施する。

グリーン購入品の
優先購入

本社 〇 工具、材料、文具のグリーン調達を行う
カタログから優先的に
選択・購入ている。

○ 継続して実施する。

IPM(※2)施工の実施 本社 〇 IPM(※2)施工法の勉強会実施 3カ月毎に実施している。 ○ 継続して実施する。

※1　Information and Communication Technology　情報通信技術

※2　Integrated Pest Management（総合的有害生物管理）。適切な生息実態調査に基づき、標準的な目標水準を設定し、

　　　　事前に薬剤の種類や薬量、処理区域、トラップの併用等について十分検討を行い、施工する手法。結果として薬剤の過剰な使用を抑制できる。

※3　PEST CONTROL部門の略　有害生物防除担当

※4 近年の気象変動によりエアコン使用の抑制が困難な状況から、今回より増加抑制を主眼とした活動としており次年度以降もこれを継続する。

※5　二酸化炭素排出量抑制への取り組みが重要である事を、作業者に啓発するために今後も継続して実施する。

〇

〇

〇

○

ガソリン使用量の削減 本社

上水使用量の削減

則定エコ
プラント

二酸化炭素排出総量削減

本社

則定エコ
プラント

化学物質使用量の削減 本社

再資源化率の向上
則定エコ
プラント

モリ環境衛生センター株式会社
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　　１．環境関連法規等の取りまとめと遵守状況 日付 作成

　　　　当社に適用される環境関連法規への違反はありません。

　　　　なお、関係当局より違反等の指摘は過去３年間ありませんでした。

関連法規 法令内容 遵守・管理状況 担当 関係資料 確認日 評価

環境関連
法規の

改正確認

環境関連法規に変更・改正がなされ
ていないか定期的に確認する。

豊田市ホームページの確認（5月、9月、1月)
愛知県ホームページの確認（5月、9月、1月)

総務
環境関連法規確認
チェックシート

令和4年
3月4日

○

同法に定める廃棄物処理施設を
有している場合、設置許可等の
必要な手続きを行っているか。

豊田市　　中間処分業取得済
　【次回更新　令和10年1月27日】

総務
許可証
許可更新スケジュール

令和4年
3月4日

○

中間処理後の産業廃棄物が
適切に処理されているか。

再中間処理業者に対する現地確認
廃棄物
部門

責任者

現地確認チェックシート
現地確認　１回／年

令和4年
3月4日

○

廃棄物の収集運搬、処理を
業として行っている場合、
必要な許可を受けているか。

愛知県　産業廃棄物収集運搬業取得済
　【次回更新　令和10年4月24日】
愛知県　特別管理産業廃棄物収集運搬業取得済
　【次回更新　令和9年8月23日】更新申請中
豊田市　一般廃棄物収集運搬業取得済
　【次回更新　令和3年7月3日】
豊田市　産業廃棄物収集運搬業取得済
　【次回更新　令和10年1月27日】
豊田市　特別管理産業廃棄物収集運搬業取得済
　【次回更新　令和10年1月27日】
豊田市　中間処分業取得済
　【次回更新　令和10年1月27日】

総務 許可証
許可更新スケジュール

令和4年
6月22日

○

廃棄物の収集運搬、処理を
業として行っている場合、
必要な許可を受けているか。

収集運搬時に必要書類を携行 総務
許可証
許可更新スケジュール

令和4年
6月22日

○

マニフェスト５年間保存 総務 マニフェスト台帳
令和4年
6月22日

○

委託契約書５年間保存 総務 契約書
令和4年
6月22日

○

マニフェスト交付状況の報告(毎年6/30まで) 総務 マニフェスト交付状況報告書
令和4年
6月22日

○

産業廃棄物処理業者の委託者への
通知(処理困難通知)制度

法令内容の確認
(平成29年6月14日現在、処理困難状況の発生なし)

廃棄物
部門

責任者

令和4年
3月4日

○

自社エアコンの簡易点検 簡易点検チェックシート

建設機械エアコンの簡易点検 第一種特定製品の点検・整備記録簿

家電
リサイクル

法

指定品目の適正処理、
家電リサイクル券購入

搬入先　　日通三河運輸㈱岡崎取扱所 総務 家電リサイクル券
令和4年
3月4日

○

建築物
衛生法

大規模な建築物の保守や清掃を、
適正な頻度で行うために
必要な許可を受けているか

愛知県　建築物環境衛生一般管理業
愛知県　建築物ねずみ昆虫等防除業

PC
部門

責任者
許可証

令和4年
3月4日

○

指定可燃物貯蔵・取扱い届出書済 総務
豊田市足助署提出済
表示済

令和4年
3月4日

○

消火設備の
定期点検６か月に１回　　㈱メンテック　委託

総務 点検結果報告書
令和4年
3月4日

○

法定検査1年に1回　　愛知県浄化槽協会　　委託 総務 浄化槽法定検査結果書
令和4年
3月4日

○

保守点検　4か月に1回　浄化槽管理センター㈱ 総務 し尿浄化槽保守点検記録票
令和4年
3月4日

○

浄化槽清掃年１回　　(有)ヤハギエコノス　　委託 総務 し尿浄化槽清掃報告書
令和4年
3月4日

○

貨物自動車
運送事業法

運行管理者、整備管理者の選任 貨物自動車運送事業登録済 総務
運送事業報告書
台帳

令和4年
3月4日

○

労働安全
衛生法

・作業者へのＳＤＳの通知義務
・ラベル表示の提示義務

保管場所、作業車両へのＳＤＳの設置
PC

部門
責任者

化学物質等安全データシート
（ＳＤＳ：Safety Data Sheet）

令和4年
3月4日

○

○：達成　×：未達

浄化槽法 浄化槽の維持管理

８　環境関連法規等の遵守状況の確認と違反、訴訟等の有無

令和4年6月22日 事務局

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

消防法
消防設備の定期点検、
報告、届出表示義務

排出事業者との委託契約、
ﾏﾆﾌｪｽﾄの適正管理運用

フロン排出
抑制法

第一種特定製品の管理
令和4年
4月15日

○総務

モリ環境衛生センター株式会社

二軸破砕機導入

豊田市廃棄物対策課設置許可

【平成29年12月12日】

豊田市環境保全課

粉じん発生施設届出

【平成29年10月9日】
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９　代表者による全体の取組状況の評価及び見直しの結果
承認/日付

対象期間　：　令和3年4月1日　～　令和4年3月31日
代表者

令和4.6.29

【目的・目標の達成状況】 番
1 有 無

→作業量増加が要因であり問題ない 2 有 無

3 有 無

【環境関連法規等の遵守状況】 4 有 無

問題なし 5 有 無

6 有 無

【問題点の是正処置及び予防処置の状況】 7 有 無

8 有 無

9 有 無

【苦情の受付及び対応状況】 10 有 無

11 有 無

12 有 無

【緊急事態の発生及び対応状況】 13 有 無

14 有 無

15 有 無

【前回までの代表者の指示事項への対応】 16 有 無

17 有 無

18 有 無

【その他】 19 有 無

20 有 無

環境経営方針

環境経営目標

環境経営活動

環境経営
システム

２．その他の変更の必要性に○をつけた項目

３．総合コメント

平成28年度より開始した企業としての「クオリティ」を向上するための施策を計画通り実施できている。
ICTを援用した業務の効率化に関しては、これまで蓄積したノウハウを元に法令順守のために必要な
施策（インボイス対応、電帳法対応）を活動内容に取り入れ、エコロジーとエコノミーの両立を図ること。

特に無し。 環境レポート
代表者による具体的な指示事項（良し悪しの評価ではなく、良かった理由、悪かった原因を記載し、その対応を指示）

１．必須事項

必
須
の
見
直
し
項
目

変更しない。

実現可能で実施効果が定量的に把握できる目標を、引き続き策定すること。

質的向上を果たすため、先端技術を積極的に取り入れた活動内容とすること。

現状維持とする。

環境経営システム

対象期間中の苦情無し。 環境上の緊急事態への準備及び対応
環境文書及び記録の作成日・承認・識別・保管・管理

取組状況の確認並びに問題の是正及び予防
緊急対応マニュアル作成。訓練実施。 代表者による全体の評価と見直し

環境への負荷自己チェック
環境への取組自己チェック

適宜対応している。 緊急訓練の実施
手順書

環境関連法規の取りまとめ
実施体制の構築

問題なし 教育訓練の実施
環境コミュニケーションの実施

作成/日付
環境管理
責任者

令和4.6.22

環境管理責任者から代表者への見直しに必要な情報 代表者による環境管理責任者への見直しの必要性の指示

管
理
責
任
者
の
報
告
及
び
改
善
へ
の
提
案

取組状況の総括と課題報告 変更の必要性の有無（○をつける）

項　目 変更
エネルギー消費量の項目で不達が多い

実施及び運用

取組の対象組織・活動の明確化
環境方針の策定
環境への負荷と環境への取組状況の把握及び評価

環境目標及び実績
環境活動計画の策定

モリ環境衛生センター株式会社


