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環境経営方針

環境関連の諸法規及び当社が同意した各種協定を遵守するよう努めます。

４ 継続的環境改善の実施

環境保全に関する目標を設定し、取り組み結果を⾒直すことによる継続的な環境改善に取り組みます。

　当社は、未来の⼦供たちに綺麗な⾃然を残す為の環境活動を最重要課題と認識し、従来、焼却場から排出されるCO2・ダイオキシン類
を滅菌方式による処理方法を⽤い、環境に優しい⼯場にするべく、全社⼀丸となって環境との共⽣・調和に考慮した事業活動に取り組み、
環境負荷を継続的に削減していきます。

（1） 毎⽉事業活動から排出されるCO2を測定し、そのうちの10％をカーボンオフセットによる植林を継続的に⾏う

（2） NPO法人Reライフスタイルと連携しながら、ペットボトルキャップ回収によるワクチン提供等の支援活動を継続的に実施する

１ 事業を通じた環境保護

全ての事業活動において、地球環境保護に寄与できるよう努めます。

２ 資源・エネルギーの効率的利⽤

環境への負荷を認識し、医療廃棄物の循環型処理方式「サイクルペールシステム」を初めとする省⼒化の促進、廃棄物の削減、リ
サイクル率の向上、省資源、省エネルギー、CO2の削減に努めます。

３ 環境関連法規の遵守

５ 環境啓発活動と地域・社会貢献活動の推進

環境経営レポートを公表する等、社内外に対して環境保護に関する情報の提供を⾏い、また、啓発・教育活動を推進すると共に地
域社会の⼀員として地域・社会貢献の推進に努めます。
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１　組織の概要

事業者名及び代表者氏名

事業者名︓株式会社　メディカルパワー

代表者名︓代表取締役　岩澤　敏治

所在地

神奈川県横浜市⾦沢区福浦⼆丁目１８番地１４

環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

責任者︓代表取締役　岩澤　敏治

担当者︓係⻑　久保　洋介（環境管理責任者）

連絡先︓TEL　045-780-3711　FAX　045-780-3712

　　　　　　URL　http://wwwmedicalpower.jp

事業内容

事業規模

︓

︓

︓

実績

許可内容

ア　特別管理産業廃棄物収集運搬業（神奈川県）（積替・保管を除く）

　　許可番号 第01453123996号

　　許可の年⽉⽇ 令和３年２⽉１⽇

　　許可の有効年⽉⽇ 令和７年12⽉15⽇

　　許可品目 感染性産業廃棄物

イ　特別管理産業廃棄物収集運搬業（東京都）（積替・保管を除く）

　　許可番号 第13-51-123996号

　　許可の年⽉⽇ 令和３年２⽉６⽇

　　許可の有効年⽉⽇ 令和８年２⽉５⽇

　　許可品目 感染性産業廃棄物

ウ　特別管理産業廃棄物処分業（横浜市）（中間処理）

　　許可番号 第05670123996号

　　許可の年⽉⽇ 令和３年４⽉１⽇

　　許可の有効年⽉⽇ 令和８年３⽉31⽇

　　許可品目 感染性産業廃棄物

　　処理方法・能⼒ 加熱滅菌（３基︓13.08ｔ／⽇、13.08ｔ／⽇、13.08ｔ／⽇）

　　処理方法・能⼒ 蒸気滅菌（１基︓6.24ｔ／⽇）

　　保管量 390.7㎥ 1

床面積 ㎡ 580 580 580 580

（６）

売上額 百万円 313 285 395 375

従業員 人 15 14 16 16

受⼊量 ｔ 4,201 3,323 4,456 4,235

運搬量 ｔ 375 365 402 361

資本⾦ 10,000,000円

項目 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

2001年6⽉に親会社の株式会社イワサワ横浜リサイクルセンターとして事業を開始し、その後2005年8⽉に
分社化し、翌年、株式会社メディカルパワーとして事業を開始した

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

医療廃棄物の中間処理によるサーマルリサイクル（廃プラスチック類による燃料の代わり）及びマテリアルリサイクル（路盤材・フラフ燃料
等）⽤の素材加⼯

法人設⽴年⽉⽇ 2005年8⽉1⽇

概要



エ　産業廃棄物収集運搬業（神奈川県）（積替・保管を除く）

　　許可番号 第01403123996号

　　許可の年⽉⽇ 令和３年８⽉25⽇

　　許可の有効年⽉⽇ 令和８年６⽉29⽇

　　許可品目 燃え殻、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、繊維くず、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・陶磁器くず、鉱さい、がれき類

オ　産業廃棄物処分業（横浜市）

　　許可番号 第05620123996号

　　許可の年⽉⽇ 平成30年3⽉1⽇

　　許可の有効年⽉⽇ 平成35年2⽉28⽇　※更新申請中

　　許可品目 廃プラスチック類

　　処理方法・能⼒ 圧縮（１基︓4.81ｔ／⽇）

　　保管量 45.99㎥

登録⾞両⼀覧

2

事業の区別

1 横浜101　あ　8361 普通 2,000kg ＣＮＧ 事業⽤

（７）

No. ⾃動⾞番号 ⾃動⾞の種類 最⼤積載量 燃料



実施体制

１　環境経営方針の決定

２　環境管理責任者の任命

３　環境経営の取り組み結果の⾃己評価

４　環境経営の取り組みの定期的な⾒直し

５　環境経営の取り組みに関する進捗状況の確認

６　経営における課題とチャンスの明確化

１　環境経営方針の部門主担当者及び全作業員への周知

２　環境経営に関する事務責任者

３　環境経営の維持管理、推進

４　代表取締役への環境経営の進捗報告

５　各部門主担当者への支持及び情報収集

１　環境経営に関する事務担当者

２　環境経営の維持管理

３　環境管理責任者への環境経営の進捗報告

４　各部門主担当者からの情報収集

１　環境経営の実施の直接的主担当者

２　各部門作業員とのパイプ役

３　環境管理責任者への情報並びに改善提案

3

ＥＡ21事務局

各部門担当者

久保　洋介 久保　洋介 熊⽊　範和 和泉田　功 森　慎太郎

役割 責任と権限

代表者

環境管理責任者

代表取締役

岩澤　敏治

環境管理責任者

営業本部係⻑

久保　洋介

ＥＡ21事務局

営業 事務 収集運搬 中間処理 メンテナンス

営業本部係⻑

久保　洋介

（８）

代表者



処理フロー図

２　対象範囲、レポートの対象期間及び発⾏⽇

対象事業所 ︓ 本社

対象活動 ︓ 特別管理産業廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬・中間処理業

レポートの対象期間及び発⾏⽇ ︓ 表紙に記載

３　環境経営目標（各年度の期間︓該当年度の10⽉1⽇〜翌年9⽉30⽇）

※ 2021年度東京電⼒の⼆酸化炭素実排出係数︓0.452kg-CO2

※ 化学物質の使⽤なし

4

ワクチン ペットボトルキャップ　回収　61ｔ（2007年1⽉から） 4ｔ／年間

㎥／百万円 12.89 12.76 12.63 12.50

社会貢献

ｔ 146 147 148 150

⽔資源投⼊量の削減 1％削減 2％削減 3％削減

N㎥／百万円 272 269 266 263

受⼊廃棄物の有価物量の増量 1％増量 2％増量 3％増量

kWh／百万円 769 761 753 745

都市ガス使⽤量の削減 1％削減 2％削減 3％削減

⼆酸化炭素の排出総量 370,214 366,511 362,809 359,107

電⼒使⽤量の削減 1％削減 2％削減 3％削減

2022年9⽉30⽇ 2023年9⽉30⽇ 2024年9⽉30⽇

⼆酸化炭素排出量の削減 1％削減 2％削減 3％削減

kg-CO2／百万円 954 944 934 925

（１）

（２）

（３）

環境経営目標
（売上額当たり）

基準（実績）

2020年10⽉1⽇

2021年9⽉30⽇

中期目標

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

年度目標

2021年10⽉1⽇ 2022年10⽉1⽇ 2023年10⽉1⽇

〜 〜 〜 〜

（９）
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４　環境経営計画、環境経営目標の実績、環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

1

2

　

3

4

　
※ 2021年度⼆酸化炭素総排出量は、362,231kg-CO2

5

取り組み結果とその評価

達成の要因/未達成の原因 次年度の取り組み内容
環境経営計画

環境目標 実績 評価

新型コロナウイルスの影響。
⼆酸化炭素排出量は減らすことができ
たが、売上に対する総⼆酸化炭素排
出量は搬⼊量、処理量の増加に伴
い、目標より多くなっている。

目標の⾒直しを⾏った結果、目
標達成できた。

現在植林はしていない。

◆目標未達成
新型コロナウイルスの影響を受
けている為、目標の変更を検討
する。

◆目標未達成
新型コロナウイルスの影響を受
けている為、目標の変更を検討
する。

◆目標達成
次年度も継続する。

◆目標未達成
新型コロナウイルスの影響を受
けている為、目標の変更を⾏
う。

◆目標達成
次年度も継続する。

◆目標未達成
新型コロナウイルスの影響が落
ち着き次第、植林場所の選定
を⾏う。

新型コロナウイルスによる売
上額の増収に対し、使⽤量
は抑えられている為。

新型コロナウイルスによる売
上額の増収に対し、使⽤量
は抑えられている為。

新型コロナウイルスの影響に
より、有価物に出来る物が
減っている為。

事業活動を通じた社会貢献

×◆植林活動

◆ワクチン提供支援活動

⽔資源投⼊量の削減

12.76 7.59 〇

（㎥/百万円）

　徹底による燃焼率向上

　による節⽔

◆⾞両洗浄⽔の削減

◆節⽔表⽰

受⼊廃棄物量の有価物量

147 123 ×

の増量（ｔ）

◆乾燥率向上による廃棄

　物重量の軽減化

都市ガス使⽤量の削減

269 269 ○

（N㎥/百万円）

◆処理装置の点検整備の

　徹底

◆ボイラーの定期点検の

　徹底

電⼒使⽤量の削減

761 797 ×

（kwh/百万円）

◆空調機の適温調整

◆LED照明の採⽤

◆処理装置の待機電源

　時間の削減

⼆酸化炭素排出量の削減
944 975

△
（kg-CO2/百万円）

◆マイクロウェーブ方式
366,511 362,231

　の処理



５　環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

※ 当社は上記環境関連法規に基づき業務遂⾏しており、環境関連法規等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。
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横浜市⽣活環境の保全等に関する条例 ボイラ排ガスの計測値届出 ○

横浜市⽕災予防条例

横浜市緑の環境を作り育てる条例 地域緑化 ○

消防法 危険物に関する規制 ○

労働安全衛⽣法 労働環境についての規制 ○

⽕災予防に関する規制 ○

⾃動⾞ＮＯＸ・ＰＭ法 ⾃動⾞からの排出ガスについての規制 ○

フロン排出抑制法 フロン類使⽤時の合理化及び管理に関する規制 ○

環境関連法規の名称 規制事項 確認

廃棄物処理及び清掃に関する法律 廃棄物の適正処理 ○

⼤気汚染防止法 ボイラ設置届出 ○



１　全体の評価

全体の評価としては、概ね目標が達成された。

２　⾒直しの結果

全体評価の状況を確認し、環境経営方針・環境経営目標・環境経営計画・環境経営の必要性を次のとおり判断する。

・ 環境経営方針 ︓ 変更なし

・ 環境経営目標 ︓ 変更なし

・ 環境経営計画 ︓ 変更なし

・ 実施体制 ︓ 変更なし

（1）⼆酸化炭素排出量

評価 ︓ 目標に対して25.9％の削減を達成した。

⾒直し ︓ 次年度も継続する。

（2）受⼊廃棄物の有価物量

評価 ︓ 目標に対して83.6％の達成度となった。　新型コロナウイルスの影響により、有価物扱いが出来る廃棄物が減少した為。

⾒直し ︓ 目標の⾒直しを検討する。

（3）⽔資源投⼊量

評価 ︓ 目標に対して44.5％の削減を達成した。　目標の⾒直しを⾏った為。

⾒直し ︓ 次年度も継続する。

（4）事業を通じた社会貢献

評価 ︓ 本年度も社会貢献を⾏えたが、植林活動が⾏えなかった。　新型コロナウイルスの影響が落ち着き次第、植林場所を検討する。

7

代表者による全体の取り組み状況の評価・⾒直し

【対象期間︓2021年10⽉1⽇〜2022年9⽉30⽇】


