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電話

FAX

3900万円

47名

1164.13㎡

5）年間売上高 670百万円（令和3年4月期）

6）処理料金 見積による

6.　事業活動内容 産業廃棄物中間処理業

産業廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物収集運搬業

一般廃棄物収集運搬業

リサイクル業

７．認証・登録範囲

津村駐車場、才谷駐車場、森ヶ崎第一車庫

　 　（全組織・全活動を対象としています）

（担当者連絡先　03-3744-7750）

9.組織図 別紙

4.連絡先 03-3744-7750

専務取締役　田中　幸代

4)延べ床面積

8.環境管理責任者

2)社員数

昭和54年11月1日

株式会社ケイエスアイ本社及び工場、福田倉庫

3)設立

　Ⅰ 事業活動の概要　

　株式会社　ケイエスアイ

　石子　雅則　2.代表取締役

1.事業所名

1)資本金

3.所在地

03-3744-7990

5.事業の規模

　東京都大田区東糀谷五丁目2番16号

1 



社長 作成

石子 田中

役割・責任・権限

代表者　（社長） 1.環境経営に関する統括責任

2.環境経営システムの実施及び管理に必要な設備・費用・時間技術者を用意

3.環境管理責任者の任命ならびにエコアクション事務局の設置

4.経営における課題とチャンスの明確化及び環境への取組みへの反映

5.環境目標の設定を承認

6.代表者による全体の評価と見直しを実施

7.環境関連法規等の取りまとめを承認

8.環境方針の策定・見直しと実施体制の構築及びこれらの全従業員への周知

環境管理責任者 1.環境経営システムを構築し、実施し、管理する

2.環境活動実施計画書を承認

3.環境活動レポートの作成、管理マニュアルの作成、修正、見直し

4.環境活動の取り組み結果を代表者へ報告

環境委員会 1.エコアクション推進の事務局

事務局 2.環境目標・環境活動実施計画書/実績表の作成

3.環境活動実施計画の実績集計

4.環境関連の外部コミュニケーションの窓口

業務部 1.自部門における環境経営システムの実施

運搬部 2.自部門における環境方針の周知

営業部 3.環境目標及び環境活動計画の実施、その達成状況の報告

総務及び経理部 4.環境活動におけるチェックリストの記録・運用管理

5.自部門の問題点の発見・是正・予防処置

全従業員 1.環境方針を理解し、環境への取り組みの重要性を自覚

2.環境経営システムへの自主的参加

＜事務局＞
取締役　戸塚優子

全従業員

株式会社　ケイエスアイ
エコアクション21環境経営システム組織図

代表者
代表取締役　石子雅則

環境管理責任者
専務取締役　田中幸代

環境委員会

＜総務及び経理部＞
田中美希

＜業務部＞

田中信一

＜運搬部＞
古屋純洋

＜営業部＞
戸塚新一
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１）産業廃棄物処分業 2,590 ｔ
２）産業廃棄物収集運搬業 2,890 ｔ
３）特別管理産業廃棄物収集運搬業 2 ｔ
４）石綿含有産業廃棄物の積替え保管 16 ｔ
５）一般廃棄物収集運搬業 9,018 ｔ

　　1)産業廃棄物処分業許可

　10. 事業内容

東京都

＜2021年度取扱い実績＞　（令和3年4月～令和4年3月）

許可自治体 許可番号

　産業廃棄物処理業［処分業・収集運搬業（積替え保管含む）］

処理能力

＜処理施設＞

＜処理工程図＞

溶　　　融：廃プラスチック類（発泡スチロールに限る）

処理方式・構造等

　11. 許可内容

1320045747

処理品目 混合処理能力

事業の範囲
（取り扱う産業廃棄物の種類）

木くず

処理施設の種類

令和2年11月25日
令和9年11月24日

圧縮施設

がれき類

金属くず（廃蛍光灯を除く）

3.11ｔ/8H

二軸式破砕機

許可年月日及び
有効期限

破　　　砕：廃プラスチック類
　　　　　　  紙くず
　　　　　　　木くず
　　　　　　　繊維くず
　　　　　　　金属くず（廃蛍光灯を除く）
　　　　　　　ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず（廃蛍光灯を除く）
　　　　　　　がれき類

圧　　　縮：金属くず（廃蛍光灯を除く）

圧縮梱包：廃プラスチック類

圧縮梱包：廃プラスチック類

12.0ｔ/8H

廃プラスチック類

紙くず

溶融施設

破砕施設

圧縮梱包施設

11.9ｔ/8H

3.73t/8H

圧縮梱包施設

繊維くず

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず（廃蛍光灯を除く）

廃プラスチック類

廃プラスチック類

廃プラスチック類（発泡スチロールに限る）

10.0ｔ/8H

金属くず（廃蛍光灯を除く） 21.0ｔ/8H

18.2ｔ/8H

1.28ｔ/8H

19.2ｔ/8H

1.20ｔ/8H

31.1ｔ/8H

36.8t/8H

２方締めプレス機

電動油圧式圧縮梱包機

電動油圧式圧縮梱包機

摩擦熱式ブロック減容機

-------

-------

-------

-------

受入

埋 立

売却
（再生原料）

破砕

再 生

圧縮梱包

圧縮梱包

溶 融

圧 縮
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　　2)産業廃棄物収集運搬業許可（積替え保管を含む）

＜積替保管施設の面積、保管上限＞

　　所在地：東京都大田区東糀谷五丁目2番16号　　　　　　施設面積：1,020㎡

事業の範囲
（取り扱う産業廃棄物の種類）

最大保管高さ：2.0m

許可自治体 許可番号

汚泥

保管する産業廃棄物の種類

許可年月日及び
有効期限

ドラム缶2本
0.4㎥

保管量

【取り扱う産業廃棄物の種類】
　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・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、
　ばいじん（石綿含有産業廃棄物を含む。）（水銀使用製品産業
　廃棄物を含む。）（水銀含有ばいじん等を含む。）

【積替え保管できる産業廃棄物】
　汚泥、廃油、廃プラスチック類(*)、動植物性残さ、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(*)
  （石綿含有産業廃棄物を含む。）（水銀使用製品産業廃棄物を
　含む。）
　　＊積替え保管できる産業廃棄物の種類にかかる限定は下記のとおり

汚泥、廃プラスチック類、金属くず、ガラスく
ず・コンクリートくず及び陶磁器くず（水銀電
池、水銀体温計及び水銀式血圧計（いずれ

も水銀使用製品産業廃棄物）に限る。）

ドラム缶2本
0.4㎥

廃油

動植物性残さ

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コ
ンクリートくず及び陶磁器くず（廃蛍光ランプ

（水銀使用製品産業廃棄物）に限る。）

廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートく
ず及び陶磁器くず、がれき類（いずれも石

綿含有産業廃棄物に限る。）

コンテナ2台
2.8㎥

令和3年9月26日
令和10年9月25日

1310045747東京都

ドラム缶1本
0.3㎥

5.7㎥保管量合計

ドラム缶1本
0.2㎥

廃プラスチック類、金属くず
（廃バッテリーに限る。）

コンテナ1台
1.4㎥

ドラム缶1本
0.2㎥
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　　3)特別管理産業廃棄物収集運搬業許可（積替え保管を含む）

＜積替保管施設の面積、保管上限＞

　　所在地：東京都大田区東糀谷五丁目2番16号　　　　　　施設面積：1,020㎡

＜運搬車両の種類、台数＞

台数

1 5台

2 3台

4 2台

5 2台

6 2台

8 1台

9 1台

10 2台

11 3台

12 1台

13 2台

14 1台

2台

1台

28台

ライトバン

3ｔロングパワーゲート車

4ｔアームロール車

4ｔ平ボディ車

4ｔパワーゲート車

4ｔユニック車

10ｔアームロール車

3ｔパッカー車

2ｔロング平ボディ車

2ｔロングパワーゲート車

2ｔパワーゲート車

2ｔアームロール車

2ｔ平ボディ車

許可自治体 許可番号
許可年月日及び

有効期限
事業の範囲

（取り扱う特別管理産業廃棄物の種類）

東京都 1360045747
令和元年9月26日
令和8年9月25日

【取り扱う特別管理産業廃棄物の種類】
　廃油（揮発油類、灯油類、軽油類）、廃酸（pH2.0以下のもの）、
　廃アルカリ（pH12.5以上のもの）、特定有害産業廃棄物
　（廃水銀等、廃石綿等、金属等を含む廃棄物）

【積替え保管できる特別管理産業廃棄物の種類】
  廃酸（廃バッテリーに限る。）、廃アルカリ（廃バッテリーに限る。）

保管する特別管理産業廃棄物の種類 保管量
最大保管高さ：1.0m

廃酸
（廃バッテリーに限る。）

コンテナ1台
1.4㎥

廃アルカリ
（廃バッテリーに限る。）

保管量合計 1.4㎥

車両の形状 最大積載量

4ｔパッカー車 1600kg～2100kg

2800kg～2950kg

2000kg

2000kg

2000kg

2000kg

2000kg

400kg

3000kg

3650kg～3950㎏

4000kg

3600kg

2350kg

7850kg～8250㎏
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　　4)産業廃棄物収集運搬業許可（積替え保管を除く）

群馬県 01000045747
令和3年3月4日
令和10年3月3日

燃え殻、汚泥(水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含む。）、廃油、
廃酸（水銀含有ばいじん等を含む。）、廃アルカリ（水銀含有ばいじん等を含む。）、
廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。）、
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず（水銀使用製品産業
廃棄物を含む。）、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず（石綿含有産業廃棄物
及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。）、鉱さい、がれき類（石綿含有産業廃棄物を
含む。）、ばいじん

令和3年3月10日
令和10年3月9日

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（がれき類を除く。）及び
陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん
（石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を含む。）

令和2年10月26日
令和9年10月21日

燃え殻、汚泥（水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含む。）、廃油、
廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業
廃棄物を含む。）、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず（水銀
使用製品産業廃棄物を含む。）、ガラスくず・コンクリートくず（がれき類を除く。）及び
陶磁器くず（石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。）、鉱さい、
がれき類（石綿含有産業廃棄物を含む。）、ばいじん

栃木県 00900045747
令和2年11月18日
令和9年11月17日

燃え殻、汚泥(水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含む）、廃油、
廃酸（水銀含有ばいじん等を含む）、廃アルカリ（水銀含有ばいじん等を含む）、
廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む）、
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず（水銀使用製品産業
廃棄物を含む）、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず（石綿含有産業廃棄物
及び水銀使用製品産業廃棄物を含む）、鉱さい、がれき類（石綿含有産業廃棄物を
含む）、ばいじん

事業の範囲
（取り扱う産業廃棄物の種類）

神奈川県 01403045747
令和2年10月14日
令和9年10月13日

燃え殻、汚泥(水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含む。）、廃油、
廃酸（水銀含有ばいじん等を含む。）、廃アルカリ（水銀含有ばいじん等を含む。）、
廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。）、
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず（水銀使用製品産業
廃棄物を含む。）、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず（石綿含有産業廃棄物
及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。）、鉱さい、がれき類（石綿含有産業廃棄物を
含む。）、ばいじん

許可番号
許可年月日及び

有効期限
許可自治体

千葉県 01200045747
令和2年10月27日
令和9年10月26日

燃え殻、汚泥(水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含む）、廃油、
廃酸（水銀含有ばいじん等を含む）、廃アルカリ（水銀含有ばいじん等を含む）、
廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含み、
自動車等破砕物を除く）、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、
金属くず（水銀使用製品産業廃棄物を含み、自動車等破砕物を除く）、ガラスくず・
コンクリートくず及び陶磁器くず（石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業
廃棄物を含み、自動車等破砕物を除く）、鉱さい、がれき類（石綿含有産業廃棄物を
含む）、ばいじん

茨城県 00801045747
令和2年10月30日
令和9年10月6日

燃え殻（水銀含有ばいじん等を除く。）、汚泥(水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有
ばいじん等を含む。）、廃油（水銀使用製品産業廃棄物を除く。）、廃酸（水銀使用製品
産業廃棄物を除き、水銀含有ばいじん等を含む。）、廃アルカリ（水銀使用製品産業
廃棄物を除き、水銀含有ばいじん等を含む。）、廃プラスチック類（自動車等破砕物を
除き、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。）、紙くず、木くず、
繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず（自動車等破砕物を除き、水銀使用製品
産業廃棄物を含む。）、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず（自動車等破砕物を
除き、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。）、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。）、ばいじん（水銀含有
ばいじん等を除く。）

埼玉県 01101045747

新潟県 01509045747
令和3年3月29日
令和10年3月25日

廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類（以上、石綿
含有産業廃棄物を含む。）、
紙くず、木くず、繊維くず（以上、石綿含有産業廃棄物を除く。）、
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、鉱さい、
ばいじん（以上、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含む。）

山梨県 01900045747
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平成29年10月5日
令和4年10月4日

燃え殻（水銀含有ばいじん等を含む。）、汚泥(水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有
ばいじん等を含む。）、廃油(水銀使用製品産業廃棄物を含む。）、廃酸(水銀使用製品
産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含む。）、廃アルカリ(水銀使用製品産業廃棄物
及び水銀含有ばいじん等を含む。）、廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物及び水銀
使用製品産業廃棄物を含む。）、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、
金属くず（水銀使用製品産業廃棄物を含む。）、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器
くず（石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。）、鉱さい(水銀含有
ばいじん等を含む。）、がれき類（石綿含有産業廃棄物を含む。）、ばいじん(水銀含有
ばいじん等を含む。）

平成29年10月2日
令和4年10月1日

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・コンクリートくず及び陶磁器くず、
鉱さい、がれき類、ばいじん
（石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含み、
自動車等破砕物を除く。）

青森県 00201045747

宮城県 00400045747
平成29年10月25日
令和4年10月24日

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・コンクリートくず及び陶磁器くず、
鉱さい、がれき類、ばいじん
（石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含み、
廃プラスチック類、金属くず並びにガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは、
自動車等破砕物を除く。）

山形県 0609045747

秋田県 00506045747

長野県 2009045747

静岡県 02202045747

岩手県 00300045747
平成29年10月18日
令和4年10月17日

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(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、鉱さい、がれき類、ばいじん
（石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含み、
自動車等破砕物を除く。）

平成29年10月10日
令和4年10月9日

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・コンクリートくず及び陶磁器くず、
鉱さい、がれき類、ばいじん
（自動車等破砕物を除き、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀
含有ばいじん等を含む。）

令和3年4月2日
令和10年4月1日

燃え殻、汚泥（水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を含む。）、廃油、
廃酸（水銀含有ばいじん等を含む。）、廃アルカリ（水銀含有ばいじん等を含む。）、
廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物を含み、
自動車等破砕物を除く。）、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず
（水銀使用製品産業廃棄物を含み、自動車等破砕物を除く。）、ガラスくず・コンクリート
くず及び陶磁器くず（石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物を含み、
自動車等破砕物を除く。）、鉱さい、がれき類（石綿含有産業廃棄物を含む。）、ばいじ
ん

許可自治体 許可番号
許可年月日及び

有効期限
事業の範囲

（取扱う産業廃棄物の種類）

平成27年7月6日
令和4年7月5日

※許可更新申請中

廃プラスチック類（石綿含有廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。）、ゴムく
ず、
金属くず（水銀使用製品産業廃棄物を含む。）、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器
くず（石綿含有廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。）、がれき類（石綿含有
廃棄物を含む。）、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ

福島県 00707045747
平成28年11月7日
令和5年8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、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(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、鉱さい、がれき類
（石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含み、
自動車等破砕物を除く。）
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　　5)特別管理産業廃棄物収集運搬業許可（積替え保管を除く）

千葉県 01250045747
令和元年10月4日
令和8年9月21日

廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを
除く。）、廃酸（水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物で
あるものを除く。）、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のものに限り、特定
有害産業廃棄物であるものを除く。）、廃水銀等、廃石綿等、特定有害産業廃棄物
（鉱さい、ばいじん、燃え殻、廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリに限る。）

埼玉県 01150045747
令和2年10月26日
令和8年9月24日

廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類に限る。）、廃酸（pH2.0以下のものに限る。）、
廃アルカリ(pH12.5以上のものに限る。）、廃水銀等、廃石綿等

許可自治体 許可番号
許可年月日及び

有効期限
事業の範囲

（取り扱う産業廃棄物の種類）

神奈川県 01450045747
令和元年11月8日
令和8年9月1日

廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類に限る。）、廃酸（pH2.0以下のものに限る。）、
廃アルカリ(pH12.5以上のものに限る。）、
特定有害産業廃棄物（廃水銀等、廃石綿等、金属等を含む特定有害産業廃棄物）

茨城県 00851045747
令和2年10月30日
令和9年9月27日

廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類に限る。）、廃酸（pH2.0以下のものに限る。）、
廃アルカリ(pH12.5以上のものに限る。）、廃水銀等、廃石綿等

栃木県 00950045747
令和2年9月28日
令和9年9月27日

廃油（揮発性を有するもの）、廃酸（腐食性を有するもの）、廃アルカリ(腐食性を
有するもの）、廃水銀等、廃石綿等

群馬県 01050045747
令和3年4月1日

令和10年3月31日
廃油（揮発油等）、腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ、廃水銀等、廃石綿等

静岡県 02251045747
令和2年9月1日
令和9年8月31日

引火性廃油、腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ、特定有害廃石綿等

山梨県 01950045747
令和3年4月1日

令和10年3月31日

廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類に限る。）、廃酸（水素イオン濃度指数2.0以下の
ものに限る。）、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のものに限る。）、特定有害
産業廃棄物（廃石綿等、廃水銀等）

長野県 2059045747
令和3年3月18日
令和10年3月17日

廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類に限る。）、廃酸（水素イオン濃度指数2.0以下の
ものに限る。）、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のものに限る。）、廃水銀等、
廃石綿等、特定有害産業廃棄物（廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん、燃え殻、
汚泥）

新潟県 01559045747
令和3年4月19日
令和10年4月18日

廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類に限る。）、廃酸（水素イオン濃度指数2.0以下の
ものに限る。）、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のものに限る。）、廃石綿等、
廃水銀等、特定有害産業廃棄物（廃油、廃酸、廃アルカリ、汚泥、鉱さい、燃え殻、
ばいじん）
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福島県 00757045747
平成28年11月7日
令和3年11月6日

廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを
除く。）、廃酸（水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物で
あるものを除く。）、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のものに限り、特定
有害産業廃棄物であるものを除く。）、廃石綿等、廃水銀等

青森県 00251045747
平成29年10月10日
令和4年10月 9日

廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類）、廃酸（水素イオン濃度指数2.0以下のもの）、
廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの）、廃水銀等、廃石綿等、特定有害
産業廃棄物（鉱さい、ばいじん、燃え殻、廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリ）

岩手県 00350045747
平成29年10月18日
令和4年10月17日

廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類に限る。）、廃酸（水素イオン濃度指数2.0以下の
ものに限る。）、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のものに限る。）、廃水銀等、
廃石綿等、特定有害産業廃棄物（鉱さい、ばいじん、燃え殻、廃油、汚泥、廃酸、
廃アルカリ）

平成29年10月25日
令和4年10月24日

廃油（産業廃棄物である揮発油類、灯油類及び軽油類）、廃酸（水素イオン濃度指数
（pH）2.0以下のもの）、廃アルカリ(水素イオン濃度指数（pH）12.5以上のもの）、
廃水銀等、廃石綿等、特定有害産業廃棄物（燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、
鉱さい、ばいじん）

秋田県 00556045747
平成29年10月5日
令和4年10月4日

廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類に限る。）、廃酸（水素イオン濃度指数が2.0以下の
ものに限る。）、廃アルカリ(水素イオン濃度指数が12.5以上のものに限る。）、特定有害
産業廃棄物（廃水銀等、廃石綿等、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい及び
ばいじんに限る。）

山形県 0659045747
平成29年10月2日
令和4年10月1日

廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類に該当するもの）、廃酸（水素イオン濃度指数2.0
以下のもの）、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの）、廃水銀等、廃石綿
等、
特定有害産業廃棄物（燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん）

許可自治体 許可番号
許可年月日及び

有効期限
事業の範囲

（取扱う産業廃棄物の種類）

宮城県 00450045747
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　　6)一般廃棄物収集運搬業許可

＜運搬車両の種類、台数＞

台数

17台 1

車両の形状

　塵芥車

＜東京都＞
第581号

許可自治体 許可番号

大田区

港区、世田谷区、
目黒区、品川区

足立区、荒川区、板橋区、
江戸川区、葛飾区、北区、
江東区、渋谷区、新宿区、
杉並区、墨田区、台東区、

中央区、千代田区、豊島区、
中野区、練馬区、文京区

令和3年6月1日
令和5年5月31日

許可年月日及び
有効期限

事業の範囲
（取り扱う一般廃棄物の種類）

（積替え保管を含む）
普通ごみ、道路・公園ごみ、廃家電

（積替え保管を除く）
普通ごみ、道路・公園ごみ、廃家電

（積替え保管を除く）
普通ごみ、道路・公園ごみ
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制定

改定

改定

改定

令和4年5月25日 改定

株式会社　ケイエスアイ

　代表取締役　石子　雅則

平成23年８月10日

令和3年5月25日

　Ⅱ 環境経営方針

＜環境経営理念＞

　株式会社ケイエスアイは、産業廃棄物処理業のプロフェッショナルとして
　地球環境の保全に配慮した事業を推進し、持続可能な社会の実現へ向けて
　貢献していきます。

＜環境経営方針＞

　　　　１．収集運搬業および中間処理業を営むにおいて生じる環境への負荷を、
　　　　　　省エネルギー・省資源・リサイクルの推進によって抑制することに
　　　　　　最大限努めます。
　　　　　　これを実現するため、環境経営システムを常に整備し、環境経営の
　　　　　　継続的改善に積極的に取り組んでいくことを誓約します。

令和2年7月1日

平成24年9月1日

　　　　３． 事業活動に関係する法令および環境上の要求事項を遵守することを
　　　　　　 誓約します。

　　　　４． この方針を全従業員へ周知します。

　　　　２．環境負荷の指標となる事項について低減目標を定め、目標の達成へ
　　　　　　向けた成果管理を徹底するとともに、新たな課題の把握およびその
　　　　　　改善を図りながら、環境経営システムを発展させていきます。

＜環境目標＞

・事業活動における総CO2排出量の削減

・事業活動における総排水量の削減

・事業活動における廃棄物量の削減

・環境活動にかかる取組の推進

・リサイクル率の向上
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.

１．総CO2排出量の削減

２．総排水量の削減

・節水の推進（散水、洗車、事務所）

３．自社廃棄物排出量削減

４．環境活動にかかる取組みの推進

・会社周辺の清掃・美化（毎週土曜日他）

５．リサイクル率の向上
・選別作業の精度向上

　Ⅲ　環境経営目標とその実績

・節電、省エネの推進
・処理施設の効率運転
・エコドライブの推進
・CO2排出量の把握

・分別および再利用の徹底
・廃棄物排出量の把握
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前年比

単位
数

単位
数

目標達成率

45,472 kWh kWh
2019年度

実績比3.0%削減
kWh 83.4%

70.17 kWh 665 72.04 kWh 68.07 670 59.61 kWh 112.4%

110,464 kWh kWh
2019年度

実績比2.0%削減
kWh 97.6%

40.30 kWh #### 38.80 kWh 39.50 #### 38.65 kWh 102.2%

233,906 ℓ ℓ
2019年度

実績比3.0%削減
ℓ 96.3%

360.97 ℓ 665 360.97 ℓ 350.14 670 347.74 ℓ 100.7%

173.00 ㎥ ㎥
2019年度

実績比0.0%削減
㎥ 95.1%

0.27 ㎥ 665 0.36 ㎥ 0.27 670 0.34 ㎥ 74.5%

1,629.00 ㎥ ㎥
2019年度

実績比3.0%削減
㎥ 109.1%

0.59 ㎥ #### 0.66 ㎥ 0.58 #### 0.72 ㎥ 75.1%

55.17 ㎥ ㎥
2019年度

実績比3.0%削減
㎥ 87.1%

0.09 ㎥ 665 0.07 ㎥ 0.08 670 0.07 ㎥ 118.4%

※2023年度目標については、今後のコロナ禍の動向をふまえつつ、2022年度終了後に策定します。

取組項目 原単位

2019年度
（基準数値）

2020年度 2021年度

単位あたり実績

2022年度
目標削減幅

＊2019年度
基準数値比

2022年度
目標数値

単位あたり実績

2023年度
目標

（※）

環境活動計画の内容実績 実績
目標

実績

単位あたり実績 単位あたり実績

1

総CO2排出量の削減

(㎏－CO2）
＊排出係数：

0.388kg-CO2/kWh

―
㎏－
CO2

669,081
㎏－
CO2

661,575
㎏－
CO2

― 654,443
㎏－
CO2

98.9%

39.49 kWh

―

・節電、省エネの推進
・処理施設の効率運転
・エコドライブの推進
・CO2排出量の把握

・ガスについては、暖房効率を
　考慮し、基準年度数値比で
　削減を図るのは困難と判断し
　目標設定を見直しした。

電気使用量の削減
（kWh）

①事務所：
売上高

／百万円

47,905 39,936

△5.0% 66.66

燃料使用量の削減
(ℓ）

売上高 ／百万円

kWh

②工場：
中間処理量

／ｔ

102,536 100,100

△2.0%

234,039 232,987

△3.0% 350.14 ℓ

ガス使用量の削減
（㎥）

売上高 ／百万円

237.00 227.00

+ 25% 0.34 ㎥

2 水使用量の削減
（㎥）

中間処理量 ／ｔ

1,754.00 1,914.00

+ 12%

―

0.66 ㎥

・節水の推進
（散水、洗車、事務所）
・衛生面への配慮が必要で
　あるため、前年度実績比で
　削減することを目標とした。

3 自社廃棄物の削減
（㎥）

売上高 ／百万円

49.83
0.09 ㎥

・分別、再利用の徹底
・廃棄物排出量の把握

5 リサイクル率の向上

43.72

△5.0%

78.0%

・作業員の選別スキル向上を
　図るための指導を徹底
・2023年度より具体的な目標を
　設定予定

　　　電気事業者：中央電力㈱（R1年度排出係数（調整後）0.388kg-CO2/kWh）

4 環境活動に係る
取組みの推進

8日／月 9日／月 9日／月 9日／月

（実績値の把握）
＋2.0

ポイント

9日／月 ・会社周辺清掃・美化9日／月― 9日／月

　 再生処理量
　　  ／中間処理受入量

75.3% 76.0% ―
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② 総排水量の削減

・事務所の手洗い時、清掃時の節水を励行する。

・水漏れの点検、修理に努める。

・毎月の水道使用量を記録する。

・粉じんの飛散防止対策としての噴水時の節水を励行する。

・常に洗車方法を検討し、節水を励行する。

③ 自社廃棄物排出量削減

④ 環境活動にかかる取組の推進

事務所・事業場

・毎週土曜日に会社周辺の清掃・美化に取り組む。

・事業所内の緑化に取り組む。

・清掃の実施状況を記録する。

事業場
・受入れた産業廃棄物の分別を徹底する。

・産業廃棄物のリサイクル率を向上させ、最終処分場への搬出量の削減を行う。

事務所

事業場

（運搬車両）

事務所
・資源ゴミの分別を徹底し、数量の把握に取り組む。

・使用済用紙の裏紙活用の徹底、コピー用紙使用量削減を図る。

事業場
・処理施設の点検を励行し、維持管理に努める。

・省エネ運転マニュアルを徹底し、処理施設の効率運転を推進する。

運搬車両

・エコドライブ（急発進・急ブレーキを避け、アイドリングをストップする等）を推進する。

・始業点検を励行し、車輌を適切に維持、整備する。

・排ガス規制や騒音規制に適合した車両を導入する。

・効率の高い運行計画を策定し、総走行距離の削減に努める。

　Ⅳ　環境経営計画の取組内容

　　　　(1) 目標を達成するための取組み

①総CO2排出量の削減

事務所

・照明、空調、OA機器は未使用時は電源を落とす。

・空調時は温度保持のため、出入口のドアは開放しない。

・エアコンの温度設定を守る。（夏：28℃　冬：25℃）

・毎月の使用量（電気、燃料、ガス）を記録する。

・照明のＬＥＤ化を完了した。
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評価記号について

　　○・・・目標を達成することができた。

　　△・・・一部目標未達の項目があった。

　　☓・・・目標未達であった。

今年度実績
654,443㎏－CO2

　（前年度比1.0％減）

　Ⅴ　環境経営の取組結果とその評価、次年度の環境経営計画

(1)当社の環境への負荷の低減・管理への評価

活動計画
活動計画の

取組み結果の評価
次年度の環境経営計画

　  ＜実績＞

1

総CO2排出量の削減

(㎏－CO2）

電気使用量の削減
（kwh）

＜目標＞　2019年度実績比
 事務所3.0％減
 工場   2.0％減

燃料使用量の削減
(ℓ）

活動計画の取組み結果

　  ＜実績＞
事務所15.0％減

工場4.0％減

＜目標＞　2019年度実績比
　3％減

　  ＜実績＞

3.6％減

 

　＜±0％（原単位前年度比）＞
　目標を大幅に達成した。
　IT化による事務の効率化（ペーパーレス化）とスタッフの
　意識及び事務処理能力の向上による就業時間短縮の
　効果が大であり、日常の努力を高く評価する。22.2％減

25.9％増

＜目標＞　2019年度実績比
　3％減

△

　

　

　  ＜実績＞

2
水使用量の削減

（㎥）

＜目標＞　2019年度実績比
±0％ ×

ガス使用量の削減
（㎥）

＜目標＞　2019年度実績比
±0％

　  ＜実績＞

自社廃棄物の削減
（㎥）

　　＜9％増（原単位前年度比）＞
　目標を達成することができず、前年度実績も上回って
　しまった。
　この大きな要因は、コロナ禍にあって衛生を保つため
　手洗いや消毒を特に励行し、洗車を丁寧かつ頻回に
　実施するなど、従業員の健康を重視したことによる。
　工場における散水は粉じん飛散防止のため一定量の
　使用はやむを得ないが、適時適量の使用は常に意識
　して抑制に努めなければならない。

22.0％増

4
環境活動に係る

取組の推進
（会社周辺清掃）

　　＜目標＞
　　　　　　　　9日／月 ○

　  ＜実績＞
　目標を達成した。
　工場作業担当者だけでなく、事務員も率先して参加し、
　社全体で取り組むという望ましい習慣が根付いた。9日／月

3

○

     目標達成に甘んじることな
     く削減努力を惜しまずに継
     続していく。

 今後も引き続き会社周辺の
　清掃に積極的に取り組み、
　目標を達成して いきたい。

当面はコロナ禍が続くも
のと予想され、従業員の
健康を最優先に行動す
るべきであることは疑い
ないが、環境負荷低減
の意識はあくまでも維持
しなければならない。
IT化による業務の効率
化、デジタコ導入、デマ
ンドコントロールの設置
など積極的な設備投資
により、着実に数値に見
える省エネを実現してお
り、次年度もさらなる削
減が期待できる。
ガスについては暖房効
率を考え、基準年度数
値を目標に合わせるの
は困難と判断し、実態に
あった数値に目標を見
直した。
目標数値を最低限の要
求ととらえ、必達を期し
て取組みを継続していく。

コロナ禍における衛生
面の保持に必要である
限り、ある程度の水使
用は許容しなければな
らないが、既に根付い
ている高い節水意識を
持続し、必要最小限の
使用にとどめることが
できるよう努めていく。

目標未達の項目はあったものの、前年度対比でみ
ると総CO2排出量をはじめすべての項目を削減で
きており、成果としては良好と判断してよいと考える。

・電気使用量＜11.4％減（原単位前年度比）＞
事務所においては、IT化による事務の効率化、ス
タッフ事務処理能力向上による就業時間の短縮に
より加速的に減少した。工場においては、原単位あ
たりでみて上半期は増加基調にあったものの、下
半期は処理効率を高めるように努め、年間を通じて
みると目標を大きく上回る削減ができた。

・燃料使用量＜3％減（原単位前年度比）＞
上半期は原単位あたりで増加基調にあったものの、
下半期は運搬効率の向上を図り、年間を通じてみ
ると目標を上回る削減ができた。

＜化石燃料使用量推移＞
2019年度 17.8ℓ/ｔ
2020年度 20.5ℓ/ｔ
2021年度 19.5ℓ/ｔ

・ガス使用量＜5％減（原単位前年度比）＞
コロナ感染防止対策のための換気の徹底によって
冬場の暖房効率が上がらなかったこと、また電力
切迫への対応から暖房用ガスの使用が従来よりも
増えたことにより、前年度実績からは削減できたも
のの、目標には大きく届かなかった。
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下のグラフのとおり、リサイクル率は上昇傾向にあり順調に推移している。今後も選別処理を徹底し、資源の循環に努める。

(3)総括：代表者による全体の評価と見直し

(2)環境マネジメントシステム導入の評価

　　· 電力使用量、燃料使用量、廃棄物量などの数量把握を継続し、抑制対策が不十分と判断される点について
　　　環境管理者から改善を促すことにより、社全体にわたって環境マネジメントシステムが定着しました。
　　· 法規制、自主規制および環境への配慮などに関するチェック機能と指導体制が強化され、従業員のコンプ
　　　ライアンス遵守意識がさらに向上しました。

2,740.71
2,643.14 2,589.87

2,063.79 2,008.20 2,018.97

75.3%

76.0%

78.0%

73.5%

74.0%

74.5%

75.0%

75.5%

76.0%

76.5%

77.0%

77.5%

78.0%

78.5%

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

2019年度 2020年度 2021年度

リ
サ

イ
ク

ル
率

廃
棄

物
量

（
ｔ）

リサイクル率の推移

中間処理受入量Ⓐ うち再生処理量Ⓑ リサイクル率Ⓑ／Ⓐ

環境マネジメントシステムは、導入以前より社全体で取り組んできた活動の延長であり、これをシステム化し
たことによって、環境対策への意識がさらに浸透してきたと考えています。
目標を数値化し、それを達成するために各従業員が工夫と努力を続けて成果を挙げることが、当社の理念であ
る環境の保全と持続可能な社会の実現につながるものと確信しています。
2021年度は、2019年度を基準とした目標対比では達成が図れなかった項目もあったものの、昨年度の実績対比
では水使用量以外は、削減を図ることができました。水の使用はコロナ禍対策において一定の使用が不可欠な
ものであることから、削減はなかなか難しいと考えますが、少なくとも現状維持を目指し、努力を続けていき
ます。特に業務のIT化による効率化と従業員の事務能力の向上による電気使用量の大幅な削減、デジタコによ
る徹底した燃費管理による燃料使用量削減などの従業員の不断の努力が実を結び、大きな結果が出せました。
概ね良好な結果が得られたものと評価します。
この結果に満足することなく、今後も気を引き締めて、全社一丸となって環境負荷の低減に努めていきます。
定期的に目標達成度合いをチェックし、進捗の思わしくない項目がみられた場合は、その原因を検証して有効
な対策を講じていきます。
もっとも、2021年度はコロナ禍の長期化・深刻化、ウクライナ危機と世の中全体が疲弊し、廃棄物処理業界や
当社も例外ではなく、業績面のみならず日頃の行動面や精神面でも大きく影響を受けました。
そのような中でも、環境経営については良好な結果を出せたと思います。
世界が平常を取り戻すまでは、あくまで無理は禁物とはいえ、少なくとも活動が後退してしまうことのないよ
うバランスをとりながら環境対策に取り組んでいきます。
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　Ⅵ　環境関連法規への違反、訴訟等の有無

(1)適用される主な環境関連法規

要求事項 該当設備 評価内容

遵守・
最新性
確認

評価欄

違反・
訴訟の
有無

委託基準
産業廃棄物処理業者の

許可の確認、契約
法の趣旨に則り、遵守する。

最新の内容を確認する。
◎ なし

マニフェスト管理 ５年間の保管義務
法の趣旨に則り、遵守する。

最新の内容を確認する。
◎ なし

保管基準 産業廃棄物の保管場所
法の趣旨に則り、遵守する。

最新の内容を確認する。
◎ なし

運搬時の表示、
書類の携行

車両表示板、
許可証（写）

法の趣旨に則り、遵守する。
最新の内容を確認する。

◎ なし

一般廃棄物処理基準 収集運搬の基準
法の趣旨に則り、遵守する。

最新の内容を確認する。
◎ なし

一般廃棄物処理業の
許可、処理基準

収集運搬業許可申請
収集運搬の基準

法の趣旨に則り、遵守する。
最新の内容を確認する。

◎ なし

処理状況報告
産業廃棄物収集運搬業

ならびに処分業実績報告
法の趣旨に則り、遵守する。

最新の内容を確認する。
◎ なし

環境負荷の少ない物品の
選定購入、使用等

備品等
法の趣旨に則り、遵守する。

最新の内容を確認する。
◎ なし

特定施設の届出
用途地域別の基準の遵守

規制対象外
法の趣旨に則り、遵守する。

最新の内容を確認する。
なし

不要になった家電製品の
回収・リサイクル義務

パソコン、二次電池廃棄
法の趣旨に則り、遵守する。

最新の内容を確認する。
◎ なし

不要になった家電製品の
リサイクル義務

冷蔵庫・エアコン
法の趣旨に則り、遵守する。

最新の内容を確認する。
◎ なし

不要になった自動車の
リサイクル義務

自動車
法の趣旨に則り、遵守する。

最新の内容を確認する。
◎ なし

Nox・PM排出抑制措置、
抑制計画策定、

措置実施状況の定期報告

車両
（区域計３０台以上使用）

法の趣旨に則り、遵守する。
最新の内容を確認する。

◎ なし

工場設置・変更認可
自動車管理環境計画書

定期報告
（収集運搬業、処分業）

全般
法の趣旨に則り、遵守する。

最新の内容を確認する。
◎ なし

①回収業者としての要求事項
回収業の都道府県知事登録、

引取証明書の交付・保存および
保存期間（3年）の厳守、破壊業者等への

適正引渡し、運搬・回収基準遵守

②管理者としての要求事項
機器の点検（簡易点検3ヶ月に1回）、

漏洩防止措置、点検記録の保存
および保存期間（廃棄後3年）の厳守

乗車又は積載の制限
安全運転管理者の選任

車両
法の趣旨に則り、遵守する。

最新の内容を確認する。
◎ なし

消火器の点検(年１回） 本社、工場敷地内、車両
法の趣旨に則り、遵守する。

最新の内容を確認する。
◎ なし

(2)違反、訴訟等

以　上

法令･条例等

廃棄物処理法

特別区の廃棄物処理に
関する条例（大田区他２３区）

騒音規制法・振動規制法

環境関連法規等の遵守状況の評価の結果、環境法規則等の逸脱はありませんでした。

家電リサイクル法

東京都廃棄物条例

グリーン購入法

資源の有効な利用の
促進に関する法律
（改正リサイクル法）

業務用冷凍・空調機器
法の趣旨に則り、遵守する。

最新の内容を確認する。
◎ なし

消防法

自動車リサイクル法

自動車Noｘ・PM法

都民の健康と安全を確保
する環境に関する条例

（環境確保条例）

道路交通法

フロン排出抑制法
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