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1.環境経営方針

(経営理念)

九州バイオカーボン株式会社は、全従業員が常に環境問題を意識し、

産業廃棄物の再資源化に取り組むことによって、地球環境に配慮した

循環型社会の構築に貢献します。

会社は環境経営の継続的改善に取り組みます。

（経営方針）

１．事業活動において適用される環境関連法令等の遵守に努めます。

２．以下の事項を重点目標とし定期的な見直しと継続的改善をします。

(1)電気使用量の低減により二酸化炭素の排出抑制に努めます。

(2)工場内で使用する重機の燃料使用量の削減に努めます。

(3)建設廃棄物の再資源化と最終処分廃棄物の発生抑制に努めます。

(4)節水に取り組みます。

(5)SDGs の目標とターゲットの12-5 に準じて廃棄物の再生利用に

貢献します。

３．地域貢献活動を推進します。

４．この環境経営方針は全従業員に周知徹底させるとともに一般に

公開します。

目標12：つくる責任 つかう責任

12-5

2012年9月1日制定

2019年8月1日改訂

九州バイオカーボン株式会社

代表取締役　新名洋一郎

2030年までに、予防、削減、リサイクル、および再利用（リユース）により廃棄

物の排出量を大幅に削減する。
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2．組織の概要

(1)事業所名 名称九州バイオカーボン株式会社

代表者氏名 代表者　　代表取締役　新名洋一郎

(2)所在地 本社〒818-0114 福岡県太宰府市大字北谷字夕内1125-2

(3)環境管理責任者

担当者連絡先 本社　　村居宣彦　（TEL 092-921-3338）

(4)事業の内容 産業廃棄物処理業及びリサイクル製品販売

(5)事業の規模 単位 2019年度 2020年度 2021年度

トン 50,735 45,160 53,713

百万円 268 253 236

人 13 10 13

床面積 （事務所）58.8 （製造施設）330.73

計389.53

本社　工場敷地面積 ㎡

※中間処理量につきましては、移動式による

　工場外での処理も含んでおります。

(6)法人設立年月日

(7)資本金 1000万円

（8）事業年度 毎年8 月～翌年7 月

12,821

本社 ㎡

中間処理量

売上高

従業員数

（決算期）

平成元年3月2日
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3．認証・登録の対象組織

九州バイオカーボン株式会社

本社 福岡県太宰府市大字北谷字夕内1125-2

産業廃棄物リサイクル販売（中間処理）

　事業所名

　所在地

　活動

認証・登録の
対象組織

「全組織・全活動を対象とする。」
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4. 実施体制図

EA委員会

EA21 事務局　営業部長　村居宣彦

・ 産業廃棄物中間処理施設
EA21 　事務担当者 ・リサイクル製品生産販売施設
　　　松村　

工場　岡本　　
各従業員

 役割分担表

代表者
全体の総括、環境経営方針の設定、環境への取り組みを実施するための
資源（人・モノ・お金）の準備、全体の評価と見直しを行う。

EA21事務局

全従業員

環境管理責任者として自社の環境経営システムを構築して運用し、その
状況を社長に報告する。

6ヶ月に1回開催し、環境経営目標の達成状況及び環境経営計画の実行状
況を審議する。

EA21文書及び記録類の作成・維持・管理（電力・水消費量の管理
灯油消費量の管理）を行う。

環境経営方針の理解と環境への取り組みへの重要性を自覚し、
決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加する。

環境管理責任者

EA21委員会

取締役会

代表者

新名洋一郎

所属

環境管理責任者　兼

総務・経理

役割・責任・権限
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5.産業廃棄物処分業の許可の内容と処理実績

(1)許可の内容

産業廃棄物処分業の許可番号 福岡県許可　０４０２０００８０３７号

許可の年月日 令和2 年9 月28 日

許可の有効期限 令和9 年9 月27 日迄

1. 中間処理（破砕）

取り扱う産業廃棄物の種類

廃プラスチック類、ガラスくず等

木くず、がれき類 以上４品目

2. 中間処理（造粒固化）（移動式を含む。）

取り扱う産業廃棄物の種類

汚泥（建設系無機性に限る。） 以上１品目

3. 中間処理（造粒固化）

取り扱う産業廃棄物の種類

鉱さい（土対法における特記事項あり）

以上１品目

(2)設備等の状況

施設の種類 破砕施設

取扱品目 がれき類、ガラスくず等

設置年月日 昭和63 年3 月15 日

（中山鉄工所製クラッシャプラント）

処理能力 ガラスくず等 240 ｔ／日（8 時間）

がれき類 360 ｔ／日（8 時間）

施設の種類 造粒固化施設（移動式兼用）

取扱品目 汚泥、鉱さい

設置年月日 令和4年6 月17 日

処理能力 汚泥 704 ｔ／日（8 時間）

鉱さい 1235 ｔ／日（8 時間）

施設の種類 造粒固化施設（移動式）

取扱品目 汚泥

設置年月日 平成30 年6 月22 日

（小松製作所製BZ210-3 型№ 2005）

処理能力 汚泥 704 ｔ／日（8 時間）

（小松製作所製BZ210-3 型№ 2144）

事業の範囲
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施設の種類 造粒固化施設（移動式）

取扱品目 汚泥

設置年月日 令和4年5 月13 日

（小松製作所製BZ210-3 型№ 2007）

処理能力 汚泥 704 ｔ／日（8 時間）

施設の種類 造粒固化施設（移動式）

取扱品目 汚泥

設置年月日 令和元年7 月26 日

（小松製作所製BZ210-3 型№ 2038）

処理能力 汚泥 704 ｔ／日（8 時間）

施設の種類 造粒固化施設（移動式）

取扱品目 汚泥

設置年月日 令和元年7 月26 日

（小松製作所製BZ210-3 型№ 2080）

処理能力 汚泥 704 ｔ／日（8 時間）

施設の種類 破砕施設

取扱品目 廃プラスチック類、木くず

設置年月日 平成22 年11 月27 日

（グリーンテック製SNC-900N 破砕機）

処理能力 廃プラスチック類　1.88 ｔ／日（8 時間）

木くず 2.57 ｔ／日（8 時間）

がれき類（コンクリート塊）の処理フロー  9ページに記載

 建設汚泥処理（造粒固化）の処理フロー 10ページに記載

木くず、廃プラスチック類の処理 フロー 11ページに記載

(3)処理実績

(1)がれき類（ガラスくず等を含む）

28,463 ｔ（令和3年8 月～令和4年7 月実績）

(2)汚泥（鉱さいを含む）（移動式による処理を除く。）

25,250 ｔ（令和3年8 月～令和4年7 月実績）
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6. 主力製品 製造ライン

(1)がれき類（コンクリート塊）の処理フロー
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(2) 建設汚泥処理（造粒固化）の処理フロー
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(3) 木くず、廃プラスチック類の処理フロー

　破砕処理

　ベルトコンベアによる自動投入

木くず 二次委託

（ピンチップ製品） （燃料化等）

廃プラスチック類 二次委託

（破砕物） セメント原料（再生処理）

受入

検品及び検査

破砕機
SMC-900N
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7. 環境経営目標

(１)環境経営目標

目標値 目標値 目標値

2022年8月～
2023年7月

2023年8月～
2024年7月

2024年8月～
2025年7月

2025年8月～
2026年7月

290

本社 ㎏-CO₂ 328,890.1 322,312.3 320,667.8 319,681.2 319,023.4

原単位 ㎏-CO₂/百万円 1,171.6 1,148.2 1,142.3 1,138.8 1,136.5

（1）電気使用量　　　　　　 　　　本社 kWh 82,837.0 81,180.3 80,517.6 80,517.6 80,351.9

原単位 kWh/百万円 300.3 294.3 292.8 291.9 291.3

（2）ガソリン使用量             本社 ℓ 1,806.1 1,770.0 1,760.9 1,755.5 1,751.9

原単位 ℓ/百万円 11.1 10.9 10.8 10.8 10.7

（3）軽油使用量　　　　　 　　　　本社 ℓ 110,858.0 108,640.8 108,086.6 107,754.0 107,532.3

原単位 ℓ/百万円 382.2 374.6 372.6 371.5 370.7

（4）灯油使用量　　　　　 　　　　本社 ℓ 300.0 294.0 292.5 291.6 291.0

原単位 ℓ/百万円 1.03 1.01 1.00 1.00 1.00

一般廃棄物排出量の削減

可燃ごみ 本社 kg 380.0 372.4 370.5 369.4 368.6

不燃ごみ 本社 kg 42.0 41.2 41.0 40.8 40.7

本社合計 kg 422.0 413.6 411.5 410.2 409.3

原単位 kg/百万円 1.45 1.42 1.41 1.41 1.41

産業廃棄物排出量 本社 ｔ 28.5 27.9 27.8 27.7 27.6

原単位 ｔ/百万円 0.09 0.1 0.1 0.1 0.1

本社 ℓ/ｈ台 13.4 13.1 13.1 13.0 13.0

原単位 ㎥/百万円 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04

※本社において水道水の使用はありません

※重機の燃料使用量は、ℓ/ｈで表示しています。

推進 推進 推進

※化学物質の使用はありません。
※購入電力の二酸化炭素排出係数は、0.458kg-CO2／kWh（㈱新出光　2020年度）を使用しました。

2. 廃棄物排出量

4. 工場内で使用する重機の
燃料使用量の削減

5. SDGs活動の推進 推進 推進

中長期目標

2022年度
基準年の2.5%削

減

2023年度
基準年の2.8%

削減

2024年度
基準年の3%削

減

1. 二酸化炭素排出量の削減　　　　　　

2021年度
基準年の2%削

減
環境経営目標

売上高(百万円)

単位

基準年
2018年度
(2018.8～
2019.7)

短期目標
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7. 環境経営目標と環境経営計画及びその達成状況

(２)環境経営目標と実績及び達成状況

実績値
2021年8月～
2022年7月

2021年8月～
2022年7月

290 236

本社 ㎏-CO₂ 334,102.0 332,967.2 307,125.1 ○

原単位 ㎏-CO₂/百万円 1,152.1 1,129.0 1,415.7 ×

（1）電気使用量　　　　　　 　　　本社 kWh 87,087.0 89,510.3 46,290.0 ○

原単位 kWh/百万円 300.3 292.8 369.0 ×

（2）ガソリン使用量             本社 ℓ 3,213.6 4,528.7 3,144.0 ○

原単位 ℓ/百万円 11.1 10.9 13.6 ×

（3）軽油使用量　　　　　 　　　　本社 ℓ 110,858.0 108,640.8 107,996.0 ○

原単位 ℓ/百万円 382.2 374.6 457.6 ×

（4）灯油使用量　　　　　 　　　　本社 ℓ 300.0 294.0 0.0 ○

原単位 ℓ/百万円 1.03 1.01 0.00 ○

一般廃棄物排出量の削減

可燃ごみ 本社 kg 380.0 372.40 231.0 ○

不燃ごみ 本社 kg 42.0 41.2 29.0 ○

本社合計 kg 422.0 413.6 260.0 ○

原単位 1.5 1.4 1.1 ○

産業廃棄物排出量 本社 ｔ 28.5 27.9 39.0 ×

原単位 ｔ/百万円 0.09 0.09 0.17 ×

支店 ㎥ 19.0 18.62 15.0 ○

　　　　　　　　　　　　　　　　  原単位 ㎥/百万円 0.07 0.06 0.06 ○

本社 ℓ 13.4 13.1 11.5 ○

原単位 ㎥/百万円 0.05 0.05 0.05 ○

※重機の燃料使用量は、ℓ/ｈで表示しています。

4. 工場内で使用する重機の燃
料使用量の削減

売上高(百万円)

※購入電力の二酸化炭素排出係数は、0.458kg-CO2／kWh（㈱新出光　2020年度）を使用しました。
※化学物質の使用はありません

※本社において水道水の使用はありません

達成度

5. SDGs活動の推進 推進 推進 推進 ○

2021年度
基準年の2%削減

2021年度実績環境経営目標 単位

基準年
2018年度
(2018.8～
2019.7)

目標 実績

1. 二酸化炭素排出量の削減　　　　　　

2. 廃棄物排出量

3. 期間内の水使用量               
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(3)2021年度　環境経営計画

１)二酸化炭素排出量の削減（責任者：村居宣彦）

本社 部門 担当者

電気使用量の削減 工場 徳永 エアコン設定温度を決め実行する

事務所 松村 〃

ガソリン使用量の削減

軽油使用量の削減

灯油使用量の削減

２)廃棄物排出量の削減（責任者：村居）

本社 部門 担当者

一般廃棄物の削減 必要枚数の確認で無駄なコピーをしない

社内資料はなるべく裏紙を使用する

産業廃棄物の削減

３)水使用量の削減（責任者：村居）

本社 部門 担当者

水使用量の削減 工場 村居

（１年間を通して評価） 事務所 松村

4)工場内で使用する重機等の時間当たりの燃料使用量の削減（責任者：村居）

本社 部門 担当者

軽油使用量の削減

※工場/事務所ともに化学物質の使用はありません。

5) ＳＤＧＳ活動の推進（責任者：村居）

本社 部門 担当者

村居

注意・喚起を行い節水意識の向上を図る

工場 村居
作業の効率化を図りアイドリングストップ
を徹底する

冬暖房用灯油削減の実行工場

工場 村居 環境に配慮した処理計画をたて実行する
産業廃棄物の処理におけ
る環境配慮

取組目標 活動項目（通年）

取組目標 活動項目（通年）

取組目標 活動項目（通年）

活動項目（通年）取組目標

事務所 松村

工場 村居 分別の徹底を図り処理困難物は受け入れない

活動項目（通年）

２０２1年度環境経営計画

取組目標

作業の効率化を図りアイドリングストップ
を徹底する

事務所 松村 ５-５-５(ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ)運動の活用を行う

工場 村居
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(4)環境経営計画及びその取組結果と評価並びに次年度の取組内容

1）二酸化炭素排出量の削減

取組対象 達成状況 活動項目 実施状況

2）廃棄物の排出量の削減

取組対象 達成状況 活動項目 実施状況

3）水使量の削減

4）工場内で使用する重機等の時間当たりの平均燃料使用量の削減

取組対象 達成状況 活動項目 実施状況

5）ＳＤＧＳ活動の推進

取組対象 達成状況 活動項目 実施状況

その他

・支店については事務処理の一元化に伴い令和４年３月末閉鎖しました。

評価及び今後の取組内容

燃料軽油の削減 ○
アイドリングス
トップと稼働時の
スロットル調整

○

現状設備節では削減も限界に近い。
こまめにアイドルストップやスロット
ル開閉で、必要なパワーとの調和を
行っているが限界に達している。

産業廃棄物の削減 ×
原料の分別の徹底
をはかり処理困難
物は受入れない

○

廃棄物発生量の削減については目標を
オーバーしています。
これについて客先にも協力を求め減量
に取り組むよう継続していきます。

評価及び今後の取組内容

評価及び今後の取組内容

一般廃棄物の削減 ○
必要枚数の確認で
無駄なコピーをし
ない

○
目標をクリアしている。引き続き削減
努力を行う。

軽油使用量の削減 ○
作業の効率化を図
りｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ
を徹底する

○

目標は達成できているが、建機燃料削
減については、ハイブリッド機も使っ
ており昨年と同様のコメントとなるが
削減は限界値に近い。

ガソリン使用量の削減 ×
5 -5 -5運動(ｴｺﾄﾞ
ﾗｲﾌﾞ)の活用

○
目標値より上昇｡県外の遠距離の現場移
動に車利用したため。引き続き削減努
力を継続する。

電気使用量の削減 ○
エアコンの設定温
度を定める

○

全期を通して目標値は達成できている｡
引き続き削減努力を継続する。来期よ
り電力使用からのCO2排出のゼロ計画化
を検討。

評価及び今後の取組内容

産業廃棄物の処理にお
ける環境配慮

○

処理において環境
に配慮した処理計
画をたて施工をす
る

○

省エネルギー型の重機(ハイブリッド
機)を使用したり、環境負荷を低減でき
る工法を推進していきたいが機体・機
材は高価であり費用対効果を詰める必
要あり。

水使用量の削減 ○
注意・喚起を行い
節水意識の向上を
図る

○
目標は達成できている。今後は井戸の
使用量など簡易計測を検討している。
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8. 環境関連法規等の遵守状況とそのチェック結果

遵守状況 確認日 確認者

廃棄物処理法 遵守されている 2021年9月16日 村居

遵守されている 2021年9月16日 村居

遵守されている 2021年9月16日 村居

オフロード法 遵守されている 2021年9月16日 村居

フロン排出抑制法 遵守されている 2021年9月16日 村居

当社が規定している上記の環境関連法規について、

2021年8月1日～2022年7月31日の期間について

遵守していることを確認しました。

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ありません。

関連法規

振動規制法

騒音規制法
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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・指示の結果

工場
事務
所

工場
事務
所

1.二酸化炭素排出量の
削減 ○ 〇 〇 〇

 ①電気使用量の削減 〇 ○ 〇 〇

 ②ガソリン(車)使用量
の削減 〇 〇 〇 〇

 ③軽油使用量の削減 ○ ー 〇 ー

 ④灯油使用量の削減 ー ー ー ー

2．廃棄物排出量の削減 × 〇 〇 〇

 ①一般廃棄物排出量の
削減 〇 ○ 〇 〇

 ②産業廃棄物排出量の
削減 × ー 〇 ー

3.水使用量の削減 ー × ー ○

4.工場内で使用する重
機の燃料使用量の削減 〇 ー 〇 ー

5．SDGs活動の推進 〇 ー 〇 ー

従業員が仕事中、意識を失い倒れた事態を想定して、今回導入した緊急事態時にAEDを全従業員が使いこなせ
るよう研修を行った。

2021年度において、外部からの苦情等はありませんでした。

マニフェストの管理徹底・処理契約書の適正な管理をおこなっていることを確認した。

事務所が新築となり事務所の電気などの負荷については基準年度とする数値を最検討した。また事務効率を
高めるため事務機能を本社に一括したためそれによる変化も加わり来年度はしっかりした、目標の設定が可
能と考える。

SDGSのターゲット及び自社の目標となる部分を明確にして全従業員で取り組む意識を持つ。

取引量が増えると作業量が増えて軽油や電気の使用量が増加し、二酸化炭素排出量が必然的に増加します
が、軽油の使用量を平均燃費で評価すると確実に削減効果が表れてる。原単位評価として評価すると目標達
成が出来ていない部分がある。工場の連続稼働の条件上、仕方のない部分ではあるが打開策を検討する。

問題点の発生と
その是正・予防
処置

その他
（改善への提案
等）

その他来年度へ
の

環境関連法規等
の遵守状況

外部からの環境
に関する要望や
苦情等

緊急事態に対す
る試行訓練結果

コメント

環境経営目標・
環境活動計画の
達成状況

本社での二酸化炭素排出量の削減については、昨年からの
自社敷地の前面の道路拡張建設工事の対応により工場設備
整備のため稼働が制限され燃料や動力費（軽油・電気等の
使用量）が激減した結果であり、本来の環境負荷軽減策が
貢献したものではなく事業高減少によるもの。　今後の環
境軽減策については新しい節減策を電力会社と　共に検討
中。

今期より灯油の使用量はない。

廃棄物発生量の削減については発生量が工場でオーバーし
ています。持ち越していた処理残さの処理もありました
が、処理搬入物の品質低下もあります。これについて客先
にも協力を求め減量に取り組むよう継続していく。

南側のボーリング井戸が今期中に稼働を始めた。場内散水
設備に利用。（一部事務所の日常的なことにも使用。飲料
水は別途購入）
井戸の使用量については今後簡易計測も検討中。
　

今後も省エネルギー型の重機(ハイブリッド機)の導入を検
討し、今後も環境に配慮した工場運営をするように心がけ
ていく。

運用情報区分 環境目標

環境目標の達成状況 環境活動計画の実施状況

重機の平均燃費に関しては問題なく削減傾向を継続してい
ますが、削減の限界値に達しています。今後も平均燃費を
減少できるよう維持管理を徹底する。

本社
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環境経営システムが有効に
機能しているか

環境への取組は適切に実施
されているか

環境方針
変更の必要性

（○有　●無）

環境目標・環境活動計画
変更の必要性

（●有　〇無）

見
直
し
・
指
示

その他の環境経営ｼｽﾃﾑの要
素変更の必要性
（●有　〇無）
1．環境負荷の取り組みの
チェック●
2．環境関連法規等の取りま
とめ〇
3．実施体制の構築〇
4．教育訓練の実施〇
5．環境コミュニケーション
の実施○
6．実施及び運用●
7．環境上の緊急事態への準
備及び対応〇
8．環境関連文書及び記録の
作成・管理●
９．取り組み状況の確認並
びに問題の是正及び予防

評
価

・環境配慮への意識は各従業員にも定着しており、
　PDCA機能のサイクルは機能していると判断。

[変更の必要性がある場合は有に●を付けて、その指示事項を記載する]

環境経営方針については、2017年度版に準じている。

取り組みは適切に実施されていると思われる。本レポートの調製中に工場に井戸の設
置を行ったので地下水使用量の把握、エネルギー負荷の状況を見て来期は目標値の変
更が必要となる。環境管理責任者に確認と構築の指示を行った。

[変更の必要性がある場合は有に●を付けて、その指示事項を記載する]

本社の目標値（電気使用量・水使用量）のなどについて、来期は計画・目標の再設定
を生ずる可能性がある。
　（本社事務所の新築によりエアコン交換・井戸取水の設備を設置しているため。）
　
今期は燃料・電気等の使用する量（生産量）自体が激減した結果であり、本来の環境
負荷の軽減対策が貢献したものではなく自社の設備建設改装によりがれき類、汚泥の
取り扱いが減少したことに
よるものである。

[変更の必要性がある要素に●を付けて、その指示事項を記載する]

電気の使用量に関して原単位評価を行うことによりどのような結果が出るのか検証す
べきだが、来期以降は電力源（発電）を自然エネルギーのみとするCO2排出ゼロの電力
供給について電力事業者と検討中。目標設定にも基準値とする値が掴みにくくい状態
となるが現在の負荷軽減の取り組みを継続しつつ、新たな目標に向かい環境経営を継
続する。

社会貢献活動はコロナ過で最大に必要とされる高度救急車を消防署に寄贈した。
来年度においてはコロナウイルスが収束すれば、地域清掃などの社会貢献活動の再開
を行いたい。
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