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有限会社バイオクリーン 
 

 
 

（対象期間：2021年 1月 1日～2021年 12月 31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  作成日：２０２2年 1月 7日 
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■ごあいさつ 

有限会社バイオクリーンは、これまで２０数年、感染性産業廃棄物専門の収集

運搬業者として業務を行って参りました。 

特に堺市を中心とした業務を行っており、病院、診療所等、各種医療機関から

医療系廃棄物の運搬の依頼を受け、安全・確実に契約処理会社に搬入してまい

りました。これからは、運搬に関し、カーボンニュートラルや SDGSを踏まえ

た環境保全活動を積極的に参加して参ります。 

有限会社バイオクリーン 

代表取締役 伊藤 寛治 

 

環境経営方針 

《基本理念》                                  

有限会社バイオクリーンは、産業廃棄物収集運搬業を通し、「循環型社会」の

形成に向け、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

丸となって自主的、積極的に環境保全活動に取り組みます。 

 

《環境保全への行動指針》 

１． 環境法規制等を順守し、従業員一同環境保全に努めます。 

 

２． 産業廃棄物収集運搬業を行うにあたり、燃料使用量の削減、CO2排出量

の削減に努力し、省エネルギーを推進します。さらに、廃棄物の再資源

化の推進、節水及び環境汚染の予防・継続的な改善を推進します。 

 

３． 環境経営方針、環境経営目標を定め、環境経営活動計画を策定し、継続

的な進行を図ります。また、環境経営目標は、定期的に見直しを行いま

す。 

 

４． 環境に配慮した事務備品等のグリーン購入を積極的に推進します。 

 

５． 事務所周辺や地域の清掃活動に積極的に参加します。 

 

６． 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：２０１３年１月７日 

改定日：２０２１年１月７日       有限会社バイオクリーン 

代表取締役 伊藤 寛治 
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■組織の概要 

（１）名称及び代表者 

   有限会社バイオクリーン 代表取締役 伊藤 寛治 

 

（２）所在地 

   本社（登記のみ）：大阪府堺市西区鳳西町１丁８１番地２ 

   事業所：大阪府高石市西取石１丁目５番２０号 

 

（３）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先 

   環境管理責任者：伊藤 京美   ０７２－２６４－７７０５ 

   担当者：総務部：伊藤 和也   ０７２－２６４－７７０５ 

 

（４）事業内容 

   医療系産業廃棄物収集運搬業 

 

（５）事業の規模 

   設立年月日  平成７年２月１日 

   資本金    ７００万円 

   売上高    4,000万円（２０２１年度売上） 

 本社 事業所 

従業員  無人 ４人 

延床面積 100㎡ 90㎡ 

   事業年度   1月～12月 

受諾した産業廃棄物の収集運搬量 

廃棄物の種類 運搬量（t） 

感染性産業廃棄物 274.65 

廃プラスチック類 74.37 

合計 349.02 

 

 

     車両保有台数 

車種 台数   備   考 

保冷車 3台 感染性廃棄物運搬専用車      

営業車 １台 ハイブリッド車 

合計 4台  
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■認証・登録の対象組織・活動 

    登録組織名：       有限会社バイオクリーン 

    関連事業所：       本社、事業所 

    活動：            医療系産業廃棄物収集運搬 

■許可・登録の内容 

管 轄 許可の取得年月日 許可の有効年月日 許可証区分 許可番号 

大阪府 

（優良） 

平成 29 年 6 月 13 日 令和 6 年 6 月 12 日 産業廃棄物収集運搬 第 02700030026号 

平成 29 年 6 月 13 日 令和 6 年 6 月 12 日 
特別管理産業廃棄物

収集運搬 
第 027500030026号 

和歌山県 

（優良） 

令和元年 12 月 24 日 令和 8 年 12 月 23 日 産業廃棄物収集運搬 第 03000030026号 

令和元年 12 月 24 日 令和 8 年 12 月 23 日 
特別管理産業廃棄物

収集運搬 
第 030500030026号 

京都府 

平成 2９年６月７日 令和４年６月６日 産業廃棄物収集運搬 第 02600030026号 

平成 29 年 6 月 7 日 令和４年 6 月 6 日 
特別管理産業廃棄物

収集運搬 
第 026500030026号 

取得産業廃棄物の種類 

産業廃棄物 
汚泥・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・金属くず・

ガラスくず・ゴムくず 

特別管理産業廃棄物 感染性産業廃棄物 

 

 

■組織図 
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■主な環境負荷の実績 

項目 単位 2019年度 2020年度 2021年度 

二酸化炭素総排出量 Kg-CO2 12,397 12,483 12,615 

電力使用量 kWh 4,362 4,347 3,784 

電力 CO2換算量 kg-CO2 1,387 1,382 1,203 

原単位（使用量／運搬量） kg-CO2/t 6.04 4.64 3.45 

自動車燃料使用量 ℓ 4,243 4.481 4,437 

自動車燃料 CO2換算量 kg-CO2 10,659 11,100 11,412 

原単位（使用量／運搬量） kg-CO2/t 46.4 37.2 32.7 

産業廃棄物運搬量 ｔ 229.5 298.1 349.0 

廃棄物排出量・水道使用量     

一般廃棄物排出量 ｋｇ 189.0 182.0 182.0 

産業廃棄物排出量 ｋｇ 45.0 42.0 42.0 

水道水使用量 ㎥ 107.0 116.6 116.3 

＊電力の二酸化炭素排出係数は、関西電力 2019年の調整後の排出係数 0.318kg-CO2/kWhを

使用する。 

 

■環境目標及びその実績 

 

項   目 

2017年度～

2019年度の平

均値を基準 

2021年度 

実績(1月～12月) 

 

結果 

２０22年度 ２０23年度 

目標 実績 目標 目標 

電力の二酸化炭素排出量

原単位(kg-CO2/t) 
6.66 

6.53 

98% 
3.45 達成！ 

6.46 

97% 

6.39 

96% 

自動車燃料の二酸化炭素

排出量原単位(kg-CO2/t) 
51.2 

50.2 

98% 
32.7 達成！ 

49.7 

97% 

49.2 

96% 

一般廃棄物の削減(kg) 
202.7 

194.6 

96% 
182.0 達成！ 

190.5 

94% 

186.5 

92% 

産業廃棄物（廃プラスチッ

ク等）の削減(kg) 
45.0 

43.2 

96% 
42.0 達成！ 

42.3 

94% 

41.4 

92% 

節水(㎥) 
139.0 

136.2 

98% 
116.3 達成！ 

134.8 

97% 

133.4 

96% 

社会貢献 

（月１回以上の清掃） 
１回 1回 5回 達成！ 3回 4回 
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■環境活動の取組計画と評価 

◎良くできた ◯まあまあできた ▲あまりできなかった ×全くできなかった 

電力による二酸化炭素排出量の削減 

使用頻度の低い照明は消灯 ◎ エアコンを適正温度設定や服装の体温調整により

電力使用量が削減できた。引き続き継続します。

照明機器については随時 LEDへの交換を行い

ます。 

終業時主電源を切る ◎ 

服装による体温調節 ◎ 

空調の適正化 ◎ 

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減 

エコドライブの励行 ◎ 昨年に引き続き徹底したアイドリング・ストップ運動

を実施しました。また、効率的な運行計画を実施

しました。引き続き継続します。 

タイヤ空気圧の適正化 ◎ 

車両整備の励行 ◎ 

一般廃棄物の削減 

コピー紙の両面使用 ◎ 書類の電子化が進み、無駄な用紙使用が削減で

きています。引き続き継続していきます。 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 ◎ 

産業廃棄物（廃プラ）の削減 

簡易包装の商品を購入 ◎ 廃棄物の分別、減容により削減がかなり進んでき

ています。排出量の管理が出来ています。 再生し易い素材機器の使用 ◯ 

廃棄物の分別の徹底 ◎ 

節    水 

水量、水圧の調整 ◎ 昨年同様に洗濯物のまとめ洗いや車の洗車頻度

を最小限とし、植木の水やり等、水道量の使用に

気を付けて削減していきます。 

節水の励行 ◎ 

水量を減らす工夫 ◯ 

洗車を最小限に留める ◎ 

グリーン購入 

再生利用が可能な機器を使用 ◯ 今後とも積極的に推進します。 

再生紙の使用 ◎ 

低燃費車の車両を使用 ◎ 

社 会 貢 献 

会社周辺の毎月の清掃 ◎ 会社周辺の清掃活動等、よくできています。継続

して行います。 社内、外の緑化活動の推進 ◎ 

町内会への活動協力 ◎ 
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■環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果 

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等） 

廃棄物処理法 産業廃棄物収集運搬基準の遵守 

感染性廃棄物処理マニュアルの遵守 

道路交通法 乗車人員、積載物の重量，使用者の義務、免許証等 

Ｎｏｘ・ＰＭ法 排気ガス規制 

自動車リサイクル法 所有車両全てに適用 

家電リサイクル法 テレビ、エアコン、電気冷蔵庫などのリサイクル 

 

環境関連法規等の遵守評価の結果：遵守されていました。 

 

■違反、訴訟等の有無 

過去 3 年間において、関係当局よりの違反、訴訟等はありませんでした。 

 

■代表者による全体の評価と見直し・指示 

コロナの蔓延がなかなか収束しない中、私たちは医療の重要な廃棄物の処理と

いう責任を感じながら日々感染防止を勤めながら業務を行ってきました。異常な

廃棄物の増加や運搬のための自動車燃料の消費などが数値として現れてきま

した。私たちのもう一つの責任は、こうした中でも環境を保全していくということだ

と思います。今年度から我が国の命題であるカーボンニュートラルや SDGｓの活

動を取入れ一歩進んで行こうと思います。 

 

■環境活動の紹介 

有限会社バイオクリーンは、医療系産業廃棄物を専門に収集運搬を行ってきました。 

この二十数年、事故、違反も無く、各医療機関からご信頼をいただいていますことが私

たちの誇りであり、活力となっております。 

少人数での活動でありますが、細やかな誠意のある

サービスを会社のモットーとし、今後とも業務に励ん

でまいります。 

 

エコドライブの推進 


