
小さな会社の小さな組織、されどこの地球を大切に想う私たちの
環境への活動を報告します！
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対象期間：2021年５月１日～2022年４月３０日

　　　　　　産業廃棄物収集運搬及び環境コンサルタント

　　　　　　■作成日：２０22年5月30日



ご　　挨　　拶
株式会社ブリッジスケイは、産業廃棄物収集運搬及び環境コンサルタント業務を通し、
廃棄物の適正処理と３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）を推進します。
また、二酸化炭素削減を活動の目的として、年度毎に目標を定め、全従業員が計画を １．環境経営方針は、全従業員に周知する。
持って実施、実行します。更に、廃棄物処理法を遵守すると共に活動地域への環境保
全活動に積極的に参画し、これまでに蓄積した経験を提供します。 ２．環境法規制等などの遵守

　　環境法規制等を遵守し、従業員一同環境保全に努めます。

環境経営理念 ３．環境負荷の軽減・省資源の推進

株式会社ブリッジスケイは、環境保全活動が私たちの共通の使命であることを認識し、 　　産業廃棄物の収集運搬業務を行うにあたり、廃棄物の再資源化の
産業廃棄物の再資源化を推進し、環境負荷の低減を図るため、全社一丸となって自 　　推進、燃料使用量の削減、ＣＯ２排出量の削減に努力し、省エネル
主的、積極的に環境保全活動に取り組みます。 　　ギーを推進します。更に、水資源の節水及び環境汚染の予防・継続
また、EA21の普及促進を図り、国の課題でもあるCO2削減に取組みます。 　　的な改善を推進します。

４．環境経営の定期的改善
　　環境経営方針、環境経営目標を定め、環境経営計画を策定し、
　　継続的な推進を図ります。また、環境経営は、社会情勢を考慮し、
　　見直しを行います。

５．社会貢献を推進します
　　事務所周辺や地域の清掃活動に積極的に参加します。

６．情報の公開
　　この環境経営方針は、一般に公開し、理解・普及に努めます。

制定日：２０１２年５月１日　 株式会社ブリッジスケイ
改定日：２０２１年５月１日 代表取締役　荒神　龍彦
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環境経営方針



組織の概要

◆名称及び代表者名　　  株式会社ブリッジスケイ　代表取締役　荒神　龍彦 売上高及び産業廃棄物収集運搬量
◆所　　　在　　　　地　　　本社（登記のみ）：大阪市港区市岡２丁目１番２８号

　　　　   営業所：大阪市大正区南恩加島６丁目１７番１２号
　　　　   駐車場兼倉庫：大阪市大正区小林西１丁目４番６号

◆創   立  年  月  日　　　平成18年5月29日（創業：平成16年10月1日）
◆事    業    年    度　　  ５月１日～４月３０日
◆資　　   本　　  　金　　  ３００万円
◆従    業    員     数　　  ５名
◆環境管理責任者　　　　荒神　龍彦
◆担     　当      　者　　  総務部：竹田　裕香　　営業部：篠原　慶三
◆事    業     内    容　　 産業廃棄物収集運搬及び環境コンサルタント

事業の規模 車両台数
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1

1

４Tバキューム

４T車トラック

1

1

軽貨物

営業車

車種 台数 車種 台数

2019年度

2020年度

202１年度

売上高（万円） 収集運搬量（ｔ）

6,500 359.4

6,500 442.2

6,500 394.9

従　業　員

延床面積

本社

無人

１２０㎡

５名

３０．６㎡

駐車場兼倉庫

無人

７８㎡

営業所



認証・登録の対象組織

◆登録組織名　　　　株式会社ブリッジスケイ
◆関連事業所　　　　本社

大阪市港区市岡２丁目１番２８号
営業所
大阪市大正区南恩加島６丁目１７番１２号
Tel:06-4394-1444 Fax:06-4394-1445
駐車場兼倉庫
大阪市大正区小林西１丁目４番６号

◆活     動　　　　　　　産業廃棄物収集運搬及び環境コンサルタント

◆産業廃棄物収集運搬許可内容

産業廃棄物
収集運搬業（優良認定）
特別管理産業廃棄物
収集運搬業（優良認定）

産業廃棄物
収集運搬業（優良認定）
特別管理産業廃棄物
収集運搬業（優良認定）

産業廃棄物
収集運搬業（優良認定）
特別管理産業廃棄物
収集運搬業（優良認定）

産業廃棄物
収集運搬業（優良認定）
特別管理産業廃棄物
収集運搬業（優良認定）

産業廃棄物
収集運搬業（優良認定）
特別管理産業廃棄物
収集運搬業（優良認定）

産業廃棄物
収集運搬業（優良認定）

4

広島県

第03400142958号 平成31年3月5日

大阪府

第02700142958号
平成20年7月18日

平成30年7月18日

兵庫県

第02803142958号 平成30年8月12日
平成20年8月12日 令和7年8月11日
第02853142958号 平成28年9月13日
平成23年9月13日 令和5年9月12日

平成28年9月20日
平成23年9月20日 令和5年9月19日
第02650142958号

鳥取県
第03101142958号 平成30年7月7日
平成20年7月7日 令和7年7月6日

和歌山県

第03000142958号 平成30年7月24日
平成25年7月24日 令和7年7月23日
第03050142958号 平成30年7月24日
平成25年7月24日 令和7年7月23日

平成21年7月9日 令和8年3月4日

平成28年9月20日
平成23年9月20日

許可・登録の内容
種類 発行者

許　可　番　号
許可取得年月日

令和5年9月19日

優良認定取得年月日
許可有効年月日

平成21年7月9日 令和8年3月4日
第034500142958号 平成31年3月5日

令和7年7月17日
第02750142958号 平成30年7月18日
平成20年7月18日 令和7年7月17日

京都府

第02600142958号



◆産業廃棄物収集運搬取得品目（積替え保管は含まない）

＊の印は、水銀含有ばいじん等含む   ＊の印は、石綿含有産業廃棄物を含む 5

産
業
廃
棄
物

特
別
管
理

産
業
廃
棄
物

廃石綿等 ● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●

●
● ● ● ● ●

● ● ●●

●
●           ● ● ●

 ●＊    ●＊     ●＊
●

   ●＊          ●＊    ●＊

●
●          ● ● ● ●
●          ● ● ●

         ● ● ● ●

● ● ● ●
         ● ● ● ● ●

● ● ● ●
● ●＊ ● ● ● ●

   ●＊     ●＊ ● ●
● ● ● ●

廃酸

廃アルカリ

感染性産業廃棄物

大　阪　府 兵　庫　県
● ●＊
●          ●

● ●＊
   ●＊          ●＊

●          ●

ゴムくず

がれき類

石綿含有廃棄物

汚泥

廃油

紙くず

繊維くず

金属くず

動植物性残さ

ガラスくず

品　　　目
汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

木くず

● ● ● ●
京　都　府 和　歌　山　県 広　島　県 鳥　取　県



組織図／実施体制

代表者 ・環境経営に関する統括責任 環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、EA21推進事務局

（代表取締役） ・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間等を準備 ・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施
・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知 ・環境目標、環境活動計画書原案の作成

環境管理責任者        ・環境経営目標・環境経営計画書の作成・確認・承認と実施状態の評価 ・環境活動の実績集計
・代表者による全体の評価と見直しを実施 ・環境関連法規等取りまとめ表の作成
・環境経営レポートの作成・確認・承認 ・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施
・環境経営システムの構築、実施、管理 ・環境関連の外部コミュニケーションの窓口
・環境関連法規などの取りまとめ表を承認 ・環境活動レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）
・環境への負荷及び取組の自己チェック記録の作成・確認・承認 全従業員 ・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚
・外部からの苦情や要望結果の受付 ・各人の役割と取組の実施
・緊急事態の想定及び対策の作成、訓練の実施 ・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加
・問題点の是正処置及び予防処置の対応

6

代表者／環境管理責任者

代表取締役　１名

総務部
環境事務局　３名

総務部長　１名

役割・責任・権限 役割・責任・権限

作業員　２名 パート員

営業部

営業部長　１名



電力の二酸化炭素排出係数は、関西電力201９年の調整後排出係数0.318kg-CO2/kWhを使用する。
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廃棄物排出量・水道使用量

一般廃棄物排出量

産業廃棄物排出量

水道水使用量

項目
二酸化炭素総排出量

電力使用量

電力CO2換算量

原単位（使用量／運搬量）

自動車燃料使用量

自動車燃料CO2換算量

原単位（使用量／運搬量）

産業廃棄物運搬量

単位 ２０１８年度 ２０２０年度 ２０２１年度
kg-CO2 10,557 10,875 10,786 10,040

kWh 3,946 3,737 3,840 3,462

kg-CO2 1,255 1,188 1,221 1,100

kg-CO2/t 3.35 3.31 2.76 2.79

ℓ 3,769 3,882 3,828 3,577

kg-CO2 9,302 9,609 9,565 8,939

58.5 59.0 58.0 57.0

kg-CO2/t 24.8 21.6 22.6

ｔ 374.4 359.4 442.2 394.9

kg 35.0 34.5 32.0 20.0

kg 64 66.5 64.0 13.0

㎥

２０１９年度

26.7

主な環境負荷の実績



環境経営目標及びその実績

達成しました！ 達成できませんでした

評価 2022年度

目標 実績 目標

3.24 2.79 116%達成 3.21 　　事務所内緑がいっぱい！

98% 97%

24.0 22.6 106%達成 23.8

98% 97%

34.08 20.00 170%達成 33.37

96% 94%

63.07 13.00 484%達成 61.72

96% 94%

　　こまめな分別

58.3 57.0 102%達成 57.7 　　　　大切です。

98% 97%

110,482 102,800 93%未達成 112,607

104% 106%

４回 5回 達成 ５回以上

＊（％）は、基準年度比を示します。 　　　近辺掃除は当たり前。

　　　商売繁盛の鉄則です。
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水道水使用量(㎥)

廃油の販売促進(ℓ)

社会貢献推進(回)

59.5

106,233

３回／月

3.31

24.5

394.9

一般廃棄物排出量(kg)

産業廃棄物排出量(kg)

35.5

65.7

廃棄物排出量

項目

電力の二酸化炭素排出量

原単位(kg-CO2/t)

自動車燃料の二酸化炭素排出量

原単位(kg-CO2/t)

産業廃棄物運搬量（ｔ）

2017年度～2019年度

平均値を基準

377.9

2021年度



電力による二酸化炭素排出量の削減

電力量使用については、各月の目標は達成しています。

エアコン使用もクールビズやウォームビズで調整しています。

残業ゼロ運動を昨年に引き続き実施していることで良い結果を得ています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務部長　竹田　裕香 9

評価（結果と今後の方向）

使用頻度の低い照明は消灯

終業時主電源を切る

服装による体温調節

目標　3.2４kg-CO2/t

実績　2.7９kg-CO2/t残業ゼロ運動

取組計画 達成状況

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

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

202１年度電力使用量原単位(kg-CO2/t)
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(t) 202１年度廃棄物運搬量（t）

達成
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(kWh) 202１年度電力使用量



自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

取組計画については、効率的な走行ができたと思います。

燃料使用量については、運搬量が昨年度より減少しましたが特殊車両（バキュ

ーム車）の使用やトラックの使用が減少したことにより軽油使用が抑えられ

たことが良い結果を得たことです。今後も今年度同様に実施します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　営業部長　篠原　慶三 10

評価（結果と今後の方向）

取組計画 達成状況

エコドライブの励行 目標　24.0kg-co2/t
効率的な運行計画
車両整備の励行

適正な積載量 実績　22.6kg-co2/t

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

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

2021年度ガソリン使用量（ℓ）

2021年度軽油使用量（ℓ）

2021年度自動車燃料使用量(ℓ)

0.0

20.0

40.0

60.0

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

2021年度廃棄物運搬量（t）

0.0
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30.0
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2021年度自動車燃料使用量原単位（kg-co2/t）

達



一般廃棄物の削減 産業廃棄物の削減

一般廃棄物については、徹底した分別が日常的にされており、排出 産業廃棄物については、徹底した分別が行われています。
量も把握していることで確実に削減がされています。 その結果80%削減に成功し目標を達成しています。
社内、社外の書類作成に電子化を推進していることで、かなりの書類 プラスチックの公害問題がある中、当社でもマイバックの使用
はペーパーレス化されました。 を推進しています。購入の際には、簡易包装商品を選択する
今後は、既存の書類のデータ化を徐々に進めていき、紙資料を削減 よう心掛けていけばもっと削減に効果が出ると考えます。
したいと考えます。　　　　　　　　　　　　　　　　総務部長　竹田　裕香 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務部長　竹田　裕香
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取組計画 達成状況

コピー紙の両面使用 目標   　34.08kg
文書の電子化
使い捨て製品の使用の制限

使用済用紙の使用 実績　   20.0kg

評価（結果と今後の方向） 評価（結果と今後の方向）

取組計画 達成状況

簡易包装の商品を購入 目標   　63.03kg
マイバッグ等の利用促進
使い捨て製品の使用の制限

廃棄物の分別の徹底 実績　   13.0kg

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

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

2021年度一般廃棄物削減目標

（kg）

2021年度一般廃棄物削減実績

（kg）

2021年度一般廃棄物排出量(kg)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月

２０21年度産業廃棄物削減目標（kg）

2021年度産業廃棄物削減実績（kg）

2021年度産業廃棄物排出量(kg)

達 達



水道水の削減 再使用のための廃油の販売

上水使用量については、目標を達成しています。、 再生用の廃油の仕入れについては、昨年同様、
作業車の洗車は十分に気を付けて行っています。 減少傾向にあります。
洗濯物はまとめ洗いを実行しています。 年々、コロナの影響で仕入れができず減少傾向にあり、
今後も達成手段に気を付けながら行ていきます。 廃油の買取単価も高騰しつつあります。協力会社と共に
　　　　　　　　　　　　　　　　　営業部長　篠原　慶三 対応を考えていきます。　　　　　営業部長　篠原　慶三
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取組計画 達成状況

水量、水圧の調整 目標   　58.3㎥
節水の励行
まとめ洗いの励行

洗車を最小限に留める 実績　   57.0㎥

取組計画 達成状況

廃棄物と有価物の分別 　目標　110,482ℓ
仕入れ先の拡充
販売先の確立

品質の向上 　実績　 102,800ℓ

評価（結果と今後の方向） 評価（結果と今後の方向）
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近隣の路上清掃
社内・社外の緑化促進
町内とのコミュニケーション

　　　　　　　評価（結果と今後の方向）
事務所近辺の清掃は近所の方々との情報交換のようなもの。
コロナの影響で皆さんマスク姿笑顔が見えないのは残念です。
大正区で30数年暮らしていますが大好きな町です。
今後とも町内会での環境活動を提案していきます。　　　　　社長

ハイブリッド車に更新！！
エコドライブ実践中！！

アルミ箔を巻いて照度アップ！

　　　　省エネ基準適合機器
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社　会　貢　献

取組計画 達成状況

目標  ４回以上/月の清掃

地産地消への意識向上 実績  ５回/月の清掃

達成
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・土壌の特定有害物質による汚染状況の把握及び人の健康に係る被
害の防止

労働安全衛生法

遵守

適用される法規制

廃棄物処理法

道路交通法

ＮOｘ・PM法

自動車リサイクル法

家電リサイクル法

遵守

遵守

遵守

遵守

・廃車時等のリサイクル義務

・エアコン、テレビ、冷蔵庫などの廃棄時の再商品化等に必要なリサイ
クル料の支払、適正廃棄

遵守

遵守

SDGｓの取組評価

・安全な作業を遂行する為、作業中の労働者を直接指導又は監督す
る者を置く

環境関連法規等の遵守評価の結果：遵守されていました。過去３年間において、違反、訴訟等はありませんでした。

古物商

適用される事項（施設・物質・事業活動等）

・中型車以上の運転免許の取得、積載物の制限及び管理

・自動車の排ガス規制

土壌汚染対策法

遵守・古物の売買及び輸出

・産業廃棄物収集運搬に係る法律

・委託契約書は書面で行う（二者契約）　・マニフェストの受領等

・石綿等の取扱は資格を取得者が管理し、労働災害を防止する

・労働者に対し厚生労働省法令により健康診断を行うこと
遵守

環境関連法規等の遵守評価
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代表取締役　荒神　龍彦

今年度は当社のエコアクション２１の活動が「なにわエコ会議２０
２１年度CO2削減・プラスチックごみ削減コンペ」で優良賞を頂
いた。大変光栄なことである。従業員一同も大変喜んでくれた。
地道な活動が評価された。今後、取引先から環境対策を求める
ことが増えてくることになる。そのためにも万全な体制を構築す
ることが重要と考える。

2022年4月30日

代表者による全体の評価と見直し・指示

環境活動の紹介



行ってきました。業務の範囲は、廃棄物が発生する様々
な業務に私たちは出向いていきます。

EA21　環境事務局

産業廃棄物の収集運搬業務　 アスベスト、ダイオキシンの調査、除去

お客様からお預かりした廃棄物を的確に処理工場へ 当社の専門協力会社とともに、対応にあたります。
搬送します。 アスベスト、ダイオキシンによる人体暴露は大変な
収集運搬範囲も近畿圏一円（大阪府・兵庫県・京都府 健康被害です。
和歌山県）の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の 早急に除去し安全な生活ができるようにしなければ
運搬が可能です。 なりません。私たちは、アスベスト、ダイオキシンの
県外に置いては、広島県・鳥取県と許可取得しており 恐れのある場所の検査、調査も行います。
素早い対応をモットーとしています。
全ての県での「優良認定」を得ております。

工場、店舗等の清掃業務 土壌汚染調査、土壌改良工事

ガソリンスタンドの油水分離槽の定期清掃、危険物 工場等の跡地の使用に関して、その敷地が
貯蔵所等のタンク清掃等、廃棄物の発生を伴う業 汚染されていないか調査し、汚染状況を把
務を行っております。 握し汚染工事を行います。調査にあたり当社
危険作業にあたっては、作業資格を取得し、安全 資格者、協力会社と様々な対応策を提案し
で事故災害の無い業務に心掛けていきます。 ていきます。
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更に、SDGｓに取り組み、環境保全活動を推進していきます。

私たちのポリシー

株式会社ブリッジスケイは、創立以来、お客様の立場に
立って産業廃棄物の削減とリサイクルをテーマに業務を

2021年度CO２削減・プラスチック削減コンペで優良賞！

コロナ禍での暗いムードの中、なにわエコ会議２０２１年度CO2削減・プラスチック削
減コンペで優良賞を頂きました。大変光栄なことで社内が一気に明るくなりました。私
たちのエコアクション２１の地道な活動が評価されたことに大変な喜びです。
少人数の小さな会社ですが一人一人の役目をしっかり果たして行った成果と改めて
自信を得ることができました。当社社長曰く「従業員５人の活動だが家族を入れれば
１０人、２０人に広がる活動になります。継続して行いましょう。」の思いです。

環境活動の紹介



廃棄物の削減、処理会社の選定の提案 EA２１、廃掃法など勉強会を開催

当社と信頼関係にある協力処理会社の紹介を行います。 産業廃棄物収集運搬業者、中間処理業者の
お客様から排出される廃棄物の性状、種類等を細か スタッフの方々を集め不定期ながら勉強会を
く把握し、徹底したリサイクル処理を前提に処理会社の 開催しています。
選定を行います。また、排出事業者様の現場に出向き、 様々な意見を交えながら効率的な運用を行
廃棄物の分別、減容、削減を提案して行きます。 う事を目的に活発な意見交換を行います。

取得人数

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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建設機械工事の監督

環境省に基づく人材適合者

資　格　名　称

危険物取扱者（乙４）

有機溶剤作業主任者

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

石綿作業主任者

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者

足場組立て作業主任者

職長・安全衛生責任者

土壌環境リスク管理者

防火管理者

古物商

ＰＣＢ廃棄物の収集運搬業作業

２級建設機械施工技士

環境カウンセラー

安全作業を行うための指導

汚染土壌の調査・指導

防火管理の責任者

非鉄・金属の売買及び貿易

ＰＣＢの取扱

シンナー等の使用取扱を指導する

酸欠の恐れのある現場の指導

アスベストの取扱方法の指導

特定化学物質を取り扱う現場での指導及び監視

高所及び足場組立時の指導

内　　　　容

廃油等の危険物の取扱を行う

資格取得で安全作業を推進しています

従業員教育の一環として作業に係る資格取得の為、研修、講習等に参加しております。

また、環境教育セミナーや組合組織団体によるセミナー等にも参加しております。

エコアクション２１　審査員補 EA21の普及推進に取り組む者

エコアクション２１　サポーター EA21の普及推進に取り組む者



2021年度CO２削減・プラスチック削減コンペで優良賞！
この度、大変名誉な賞を頂きました。「優良賞」です。

なにわエコ会議主催で行われた授賞式の様子です。
全従業員５名の小さな組織の会社ですが、コツコツ真面目
に環境と向き合えば認めていただけることが分かりました。
これを励みに皆で頑張ります。
次回は、優秀賞、大賞を目指してチャレンジです。 前の列、右端が当社社長です！！！

事業継続計画　第１版発行

BCP(Business Continuity Plan)

１．BCPの基本方針
２．被害想定

３．対策 編集後記

４．事前対策の検討 202１年度環境経営レポートを最後までお読みいただきありがと

５．緊急時の体制 うございました。

６．BPCの従業員への教育、定着 ２０２２年、新型コロナウイルスの感染は収まる気配がありません。

７．BPCの見直し 業務の仕方や接客方法も変わり、ウイズコロナ社会が出来つつ

以上からなる１１ページの計画書です。 あります。コロナと付き合いながら業務を進める体制つくりが
重要になりました。

早く穏やかな暮らしが戻ることを切に祈るばかりです。

次回の発行は、２０２３年５月３０日です。お楽しみに！
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ありがとうございました。


