
    環 境 経 営 レ ポ ー ト

　　　　期間　2021年 8月1日～2022年 7月31日

                 作成日 2022年　9月25日

　　　   株式会社　沼田機業

1



[１] 事業活動の概要

1)
株式会社　沼田機業

代表取締役　沼田　直

2)
本　　社　 　： 〒311-3411　茨城県小美玉市野田183番地

処 理 場     ：・木くず中間処理施設　〒311-3412　茨城県小美玉市川戸字葉柄峰1143番3  他3筆

・野菜くず堆肥化施設　〒311-3412　茨城県小美玉市川戸字葉柄峰1143番2の一部

・有価木くず破砕施設　〒311-3412　茨城県小美玉市川戸字葉柄峰1147番10 他7筆

3)
・環境管理責任者　取締役総務部長　小貫修平

・連絡先　　TEL：　0299-58-1715　　FAX：　0299-58-4412

4) 事 業 の 概 要
・法人設立：　　 平成　8年 8月 8日

・資本金 　：　   2,350万円

・年間売上高：  1,815百万円　(2021年度：2021年8月～2022年7月)

・従業員数   ：　44名

・事業活動   ：  木材破砕土木工事業、木材チップのリサイクル事業、発酵堆肥化事業

   産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物及び一般廃棄物処分業、　

   建物の解体工事業、土木工事業、一般区域貨物自動車運送事業

5) 組 織 図 (2021年10月1日現在)

社長　1名

(兼務　1名)

        9名(役員兼務1名)    13名　 　　　 8 名　(役員兼務1名)    13 名 

5-1) 役割・責任

　　 社長 経営資源を必要に応じて提供する。

環境管理責任者の任命

環境方針の制定、改訂、周知

環境経営マニュアル、会社規定、手順書の制定、見直しにおける承認

環境管理に関する諮問及び審議機関としての環境会議の設置と開催の指示

環境活動計画書、環境目標・活動計画／進捗管理表の承認

環境教育訓練計画／実施記録の承認

マネジメントレビューの実施

課題とチャンスの明確化

 環境管理 環境関係法令等登録表／遵守評価記録の承認

責任者 環境経営マニュアルの作成

環境活動計画書、環境目標・活動計画／進捗管理表の作成

環境教育訓練計画／実施記録の作成

外部環境情報の窓口及び報告書の作成

遵法性評価の実施

是正処置、予防処置の指示・有効性の確認

マネジメントレビューのための情報提供、及び記録の作成

 各部門 環境目標・活動計画の実施

責任者 教育・訓練、緊急事態対応テストの実施

是正処置、予防処置の実施

環境会議
EA21事務局

環境目標、活動計画などの協議・発案

環境管理責任者の補佐、環境会議の事務方

定期的に開催し、環境目標達成・環境活動実施状況確認

事 業 所 名 及 び 代 表 者 氏 名

所 在 地 及 び 対 象 範 囲

環境会議

EA21事務局

社　長

環境管理責任者

環境管理責任者氏名及び連絡先

事務部門 輸送部門 中間処理部門 工事部門
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6) 許 可 の 内 容

小美玉市　(小美玉環境指令第24号)

取扱廃棄物の種類：剪定枝、刈草

収集、運搬及び処分の別：中間処分(破砕)

処分地　：小美玉市川戸1143番1、1143番3、1140番1、1147番11

許可期間：令和4年4月1日～令和6年3月31日

茨城県　　(許可番号 00821072308) 優良認定

許可年月日　： 平成28年12月13日、許可有効期限：平成35年10月26日

①破砕：木くず

施設の所在地： 茨城県小美玉市川戸字葉柄峰1143番3　他3筆

施設の種類　：　破砕施設

処理能力　　：　196.48トン/日(8時間)

設置年月日　：　平成22年8月24日

②発酵堆肥化：動植物性残さ(植物由来に限る)

許可年月日　： 平成28年6月30日

施設の所在地： 茨城県小美玉市川戸字葉柄峰1143番2の一部

施設の種類　：　発酵堆肥化施設

処理能力　　：　36.1トン/日(24時間)

設置年月日　：　平成28年6月30日

 (c) 産業廃棄物の収集運搬業

茨城県 千葉県 埼玉県 栃木県 福島県 宮城県 神奈川県 東京都

許可番号 00801072308 01200072308 01100072308 00900072308 00707072308 00400072308 01400072308 第13-00-072308

優良認定 平成26年5月16日 令和3年10月31日 令和4年5月2日 令和4年3月16日 平成29年5月23日 令和2年12月9日 令和2年12月9日 平成30年9月11日

許可年月日 平成29年10月13日 令和3年10月31日 令和4年5月2日 令和4年3月16日 平成29年5月23日 令和2年12月9日 令和2年12月9日 平成30年9月5日

許可の
有効期限

令和6年9月18日 令和10年10月30日 令和11年4月29日 令和11年3月15日 令和6年5月22日 令和9年12月2日 令和9年12月9日 令和7年9月10日

汚泥 ○

廃プラスチック類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

木くず ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ガレキ類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く）

  許可を受けた産業廃棄物について、事業者から運搬・処分の委託を受けた場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に

  基づく契約を締結し、排出事業者からマニフェストの交付を受け、自社の中間処理施設に運搬し適正に処分します。

許可番号 茨城県　　水土木　第278号

許可年月日

許可の有効期限

建設業の種類 土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、水道施設工事業、解体工事業

7) 施 設 等 の 状 況

①運搬車両

ダンプ 10.70t×1台 10.40t×1台 8.80t×1台 3.00t×1台 2.60t×1台

トラクター 50.92t×1台 50.69t×1台 50.55t×1台 50.62t×1台 50.06t×1台 37.56t×1台 38.26t×1台

脱着装置付コンテナー専用車 10.40t×2台 10.30t×1台 5.70t×1台

セミトレーラー 25.20t×1台 20.00t×1台 34.6t×1台 30.00t×2台 16.70t×1台

ダンプセミトレーラー 20.20t×1台 20.00t×1台 17.70t×1台

ユニック 10.90t×1台 9.20t×1台 5.60t×1台 2.900t×1台

トラック 3.40t×1台

 (d) 特定建設業の許可

車両型式

廃棄物の種類

令和4年5月30日

令和9年5月29日

 (a) 一般廃棄物処理業

 (b) 産業廃棄物処分業

最大積載量   (トン×台)
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②その他車両
台数

バックホー 26台 定員6人キャブオーバー 2t×4台

キャリアダンプ 2台 定員3人キャブオーバー 2t×1台

ブルトーザー 3台 定員3人バン 2t×1台

ホイルローダー 5台 定員2人バン 450kg×1台 400kg×3台 3500kg×3台

フォークリフト 2台 定員2名軽トラック 350kg×1台

トラクター 2台

③特殊機器等
機器名称 保有台数 機器名称 保有台数

破砕機　　HG6000 1台 レーキスケルトン 7台

荒破砕機 DW306 CERON 1台 ロータリーディスクカッター 2台

ホリゾンタルグラインダー 1台 ハーベスタ 1台

ロータリースクリーン 2台 ギドラ 3台

スタースクリーンデッキ 1台 ガメラン 1台

一軸低速回転破砕機 1台 ヌマトロン 5台

ウッドシア 4台 ウッディ 1台

フォークグラップル 7台 トロンメルン 3台

木くず破砕機         木材チップ保管施設

野菜くず等の破砕機 　　　　　　　発酵ヤード

有価木くずの破砕機 有価木くずの保管場

名称 名称 最大積載量   (トン×台)
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8) 処 理 工 程 図

 巻末に処理工程図を示しました。木くずと野菜くずに関するものを示しています。有価木くずは除いています。

9) 事 業 規 模 と 処 理 実 績
     (年度　8月～7月)

項目 単位 2019年度 2020年度 2021年度

売上高 百万円 1,886 1,886 1,875

従業員 人 40 40 44

敷地面積 ㎡ 32,129 32,129 32,129

本  社 ㎡ 8,344 8,344 8,344

処理場 木材チップ施設 ㎡ 5,266 5,266 5,266

堆肥化施設 ㎡ 9,014 9,014 9,014

有価木くず破砕施設 ㎡ 9,505 9,505 9,505

一般廃棄物受入量 選定枝、枯草等 t 1,167 1,218 1,994

産業廃棄物収集運搬量 木くず t 37,892 28,027 35,033

〃 動植物性残さ t 291 413 361

産業廃棄物処理量 木くず t 56,007 45,450 54,942

〃 動植物性残さ t 11,704 9,843 12,381

有価木くず収集運搬量 t 9,630 9,843 12,381

有価木くず処理量 t 9,630 10,681 13,417

木材破砕土木工事 件 219 219 219

電気使用量 kWh 1,766,071 1,551,391 1,582,184

軽油使用量 kl 844 830 885

ガソリン使用量 kl 9 9 5

二酸化炭素排出量 t-CO2 3,051 2,882 3,027

二酸化炭素排出量の電気排出係数は東京電力エナジーパートナー(株)の2017年度実績　0.426 kg-CO2/kWhを使用

10)
個別見積による(見積料は無料)。

伐採工事の例 伐採工事の重機

廃 棄 物 処 理 料 金

5



[２] 環　 境　 方　 針

環　境　経　営　方　針

　　　㈱沼田機業は、茨城県の空の玄関である茨城空港近くに事業所を構え、地理的な利便性と

　　効果的な土木技術を活かした木材資源のリサイクル事業及び食品残さのリサイクル事業を通して、

　　地域環境整備に努めています。

　　　今後も課題とチャンスを踏まえ、下記の行動指針に則り、全社員一丸となって、持続可能な循環型社会

　　社会形成の一翼を担っていきます。

　　　　行　動　指　針

  　１．　環境関連の法規制及び業界・地域の要求事項を遵守し環境保全に努めます。

  　2．　事業活動の中で次のテーマに取組み、環境負荷の低減で二酸化炭素排出量削減に継続的に努めます。

         (1) 収集運搬車両、営業車、重機のエコドライブ及び効率の良い配車による燃費向上

         (2) 事務所及び中間処理場の無駄撲滅による電気の効率的な使用

         (3) 事業所から発生する廃棄物の削減

         (4) 水の無駄使い禁止

         (5) グリーン購入、化学物質の適正管理、製品及びサービスへの環境配慮等の取組

    ３． 当社の環境方針は、社内に掲示し、すべての従業員に周知します。

      又、環境活動については、環境活動レポートで公開します。

制定　　平成25年4月1日

改定　　令和2年8月1日

株式会社　沼田機業

代表取締役

     　　沼田　　直
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[３] 環境目標と計画

1) 2021年度～2023年度中期環境目標             　(2021年9月24日制定)
基準年度

2020年度

全社 百万円 1,856 1,856 1,875 1,893

木くず 28,027 28,027 28,307 28,590

野菜くず 413 413 417 421

一般廃(木くず)収集運搬量 1218 1218 1230 1242

有価木くず収集運搬量 9843 9843 9941 10041

木くず 45,450 45,450 45,905 46,364

野菜くず 9,426 9,426 9,520 9,615

有価木くず処理量 10,618 10618 10724 10831

本社 本社 kWh 50,556 50,556 50,556 50,556

木くず+野菜くず 1,410,877 1,410,764 1,424,305 1,437,976

原単位 kWh/トン(注1) 25.15 25.15 25.14 25.13

有価木くず kWh 89,958 89934 90727 91526

原単位 kWh/トン(注2) 8.47 8.47 8.46 8.45

運搬車両+重機 ℓ 830,338 753,613 760,176 766,795

原単位 ℓ/トン(注3) 7.77 7.82 7.81 7.80

運搬車両燃費 km/ℓ(注4) 2.49 2.49 2.49 2.49

営業車 ℓ 9,496 9,243 9,317 9,391

原単位 ℓ/百万円(注5) 5.12 4.98 4.97 4.96

LPガス 本社+処理場 全社 ㎥ 192 192 192 192

排出量 t-CO2 2,882 3,027 2,707 2,731

原単位 t-CO2/トン(注6) 27.14 25.27 25.24 25.21

全社 kg 345 342 838 335

本社 kg 118 117 116 114

処理場 kg 463 459 454 449

本社 ㎥ 245 245 244 245

処理場 ㎥ 45 45 40 45

全社 ㎥ 290 290 284 290

全社 ㎥ 3,891 3,891 3,891 3,891

本社 ㎥ 4,233 4,233 4,233 4,233

処理場 ㎥ 8,124 8,124 8,124 8,124

全社 実施 実施

全社 適正管理 ―

全社 ― 0件

全社 ― ―

二酸化炭素排出量の電気排出係数は東京電力のH29年度調整後排出係数　0.462kg-CO2/kWhを使用

(注1)原単位は(木くず+野菜くず+一般廃棄物)の処理量当たりの電気使用量

(注2)原単位は有価木くずの処理量当たりの電気使用量

(注3)原単位は木くず+野菜くず+有価木くずの処理量当たりの軽油使用量

(注4)燃費は全運搬車両の走行距離を軽油使用量で除した値)

(注5)原単位は売上高当たりのガソリン使用量)

(注6)原単位は全運搬量+全処理量当たりのCO2排出量)

【中期目標値設定の主なポイント】

①環境活動の原単位目標値の裏付けとなる売上高、産廃収集量、産廃処理量及び2018年度から稼働した有価木くずの収集量と

   処理量を数値目標に加えた。2021年度は2020年度実績維持とし、2022以降は毎年1%増とする。

②木くずの破砕装置を2019年2月に軽油から電動に変更した際に電気容量の関係で野菜堆肥の動力配線から接続した。

　 就いては木くずと野菜堆肥の電気原単位の区別は出来ないので一括して管理することとした。

   尚、有価木くずは別系統とし2019年度から目標値に加えた。

③電気・軽油・ガソリンの原単位目標値で2021年度は2020年度実績維持とし2022年度以降は毎年1%削減するとした。

④自社廃棄物の量は2020年度実績を毎年1%削減とした。

⑤本社電気使用量、水道水・地下水使用量は2020年度実績維持とした。

⑥グリーン購入については2020年度以降は事務用品購入で実施するとした。

2) 2021年度～2023年度中期環境活動計画             　

全社 ①節電指導、②処理機器の定期点検・整備、③照明機器の省エネ化、④省エネ診断の実施

運搬・工事・処理場 ①アイドリングストップ・エコドライブ、②燃費データ把握、③車両整備徹底、④施設内の整理整頓

ガソリン使用量削減 全社 ①アイドリングストップ、②エコドライブ教育、③車両整備の徹底

二酸化炭素排出量削減 全社 ①エネルギー各項目目標達成、②省エネ教育実施、③省エネパトロール実施

自社廃棄物の削減 本社、処理場 ①ペーパーレス、②裏紙再利用、③分別の徹底

水道水の削減  本社 ①配管の漏洩点検

地下水の削減 本社、処理場 ①配管の漏洩点検、②洗車水、散水の節約

①環境配慮製品の選定・購入

①PRTR物質の使用有無確認

①事業に係わるクレーム・苦情ゼロ

水道水の削減

チェックシートにて評価

適正管理

クレーム・苦情ゼロ

自社廃棄物の削減

運搬部門

産廃処理量

電気使用量

ガソリン使用量

二酸化炭素
排出量の削減

運搬部門
工事部門
処理場

売上高

全社

単位

環境配慮

エコ21と優良認定の維持

部門

全社

処理場 トン

処理場

2023年度2021年度

軽油使用量

2022年度環境目標

産廃収集運搬量

トン

グリーン購入

全社PRTR物質管理

維持改善

電気使用量の削減

軽油使用量の削減

地下水の削減

グリーン購入

製品サービス環境配慮

PRTR物質の使用有無確認
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[４] 環境目標の実績と評価　

1) 2021年度環境経営目標への取り組み結果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎は110%以上達成、○は100%～109%達成、△は95～99%達成、×は94%以下

全社 百万円 1,856 1,815 0.98 ○

木くず 28,027 35,033 125 ◎

野菜くず 413 361 87 ✕

一般廃(木くず)収集運搬量 1,218 1,994 164 ◎

有価木くず収集運搬量 9,843 12,381 126 ◎

39,501 49,769 126 ◎

木くず 45,450 54,942 121 ◎

野菜くず 9,426 8,775 93 ✕

有価木くず処理量 10,618 13,417 126 ◎

本社 本社 kWh 50,556 55,798 91 ✕

木くず+野菜くず kWh 1,410,877 1,423,215 99 △

原単位 kWh/トン 25.15 21.66 116 ◎

有価木くず kWh 89,958 103,171 87 ✕

原単位 kWh/トン 8.47 7.69 110 ◎

運搬車両+重機 ℓ 753,613 884,583 85 ✕

原単位 ℓ/トン 7.82 6.81 115 ◎

運搬車両燃費 km/ℓ 2.49 2.52 101 ○

営業車 ℓ 9,243 5,353 173 ◎

原単位 ℓ/百万円 4.98 2.95 169 ◎

LPガス 本社+処理場 全社 ㎥ 192 238 81 ✕

排出量 t-CO2 2,684 3,027 89 ✕

原単位 kg-CO2/トン 25.58 23.31 110 ◎

全社 kg 459 301 152 ◎

本社 kg 117 82 143 ◎

処理場 kg 342 219 156 ◎

本社 ㎥ 245 244 100 〇

処理場 ㎥ 46 40 115 ◎

全社 ㎥ 291 284 102 ○

全社 ㎥ 8,124 6,329 128 ◎

本社 ㎥ 3,891 4,208 92 ✕

処理場 ㎥ 4,233 2,121 200 ◎

全社 品目
チェックシートにて
評価 別表 ― 〇

全社 ―
PRTR物質の使用
有無確認 実績なし ― 〇

全社 ― クレーム・苦情ゼロ ゼロ件 ― 〇

全社 ― 維持改善 情報公開実施 ― 〇

二酸化炭素排出量の電気排出係数は東京電力のH29年度調整後排出係数　0.462kg-CO2/kWhを使用

2)  2021年度環境経営計画への取り組み結果と評価
担当部門 評価

全社 4
運搬・工事・処理場 5

ガソリン使用量削減 全社 5
二酸化炭素排出量削減 全社 5
自社廃棄物の削減 本社、処理場 4

 本社 5
本社、処理場 4

5
5
5

評価点数と活動状況：　5 大変良く活動し成果があった。　4 良く活動し実績も上がった。　3　取り組みが認められた。　2 取り組みが不足。　1 取り組みなし

2021年度
計画

達成率(%)

①アイドリングストップ・エコドライブ、②燃費データ把握、③車両整備徹底、④施設内の整理整頓

①アイドリングストップ、②エコドライブ教育、③車両整備の徹底

①エネルギー各項目目標達成、②省エネ教育実施、③省エネパトロール実施

①ペーパーレス、②裏紙再利用、③分別の徹底

①配管の漏洩点検

軽油使用量
運搬部門
工事部門
処理場

環境配慮

エコ21と優良認定の維持

二酸化炭素
排出量の削減

地下水の削減

グリーン購入

取組テーマ

①配管の漏洩点検、②洗車水、散水の節約

水道水の削減

地下水の削減

活動内容

①節電指導、②処理機器の定期点検・整備、③照明機器の省エネ化、④省エネ診断の実施電気使用量の削減

PRTR物質管理

製品サービス環境配慮

評価

売上高

産廃収集運搬量

運搬部門

トン

PRTR物質管理

①環境配慮製品の選定・購入

①PRTR物質の使用有無確認

①事業に係わるクレーム・苦情ゼロ

水道水の削減

軽油使用量の削減

電気使用量
処理場

ガソリン使用量 全社

グリーン購入

全社

環境目標 部門

トン

全社

自社廃棄物の削減

単位
2021年度

実績

産廃処理量
処理場

収集量合計

8



[５] 環境活動取組み結果とその評価並びに今後の取り組み

1) 2021年度の活動結果

　2021年度の会社業績は下図に示した様に、売上高は野菜くずのが減少した為に昨年度より減少しました。

木くず収集運搬量と処分量については大幅な増加となりました(図②) 。野菜くずの収集量・処分量はコロナ禍での経済停滞でコンビニ需要が減り減少しました(図⑤)

有価木くずは設備の本格稼働で収集量・処理量が増加しました。(図④)

図① 図② 図③

エネルギー関係の目標達成状況は、本社の電気使用量は目標比91%で未達成でした。前年比で10％の増加でした。エアコン暖房が影響しました。

処理場の電気使用量で木くず・野菜くずの分は木くずは処理量増でしたが野菜くずの減少で目標比99%の達成でした(図➁、図⑤)。

しかし、原単位は目標比116%の達成で前年実績から改善しました(図➂)。設備の効率的稼働が成果に繋がりました。

有価木くずの収集・処理量は図④のとおり増加した為に、電気使用量は未達成でした。原単位は達成しました。

軽油使用量は収集量・処理量の増加で目標未達でした。しかし、原単位は大幅達成でした(図➂)。

図④ 図⑤

2) 次年度の目標値

全社 1,815 1,875 1,815

木くず 35,033 28,307 38,536

野菜くず 361 417 361

一般廃(木くず)収集運搬量 1994 1,230 2,193

有価木くず収集運搬量 12,381 9,941 13,619

木くず 54,942 45,905 60,436

野菜くず 8,775 9,520 8,775

有価木くず処理量 13,417 10,724 14,759

1,994 1,230 2,193

本社 本社 kWh 55,798 50,556 61,378

木くず+野菜くず 1,423,215 1,424,305 1,565,537

原単位 kWh/トン 21.66 25.14 23.83

有価木くず kWh 103,171 90,727 113488

原単位 kWh/トン 7.69 8,46 7.69

運搬車両+重機 ℓ 884,583 760,176 973,042

原単位 ℓ/トン 6.81 7.81 6.81

運搬車両燃費 km/ℓ 2.52 2.49 2.52

営業車 ℓ 5,353 9,317 5,353

原単位 ℓ/百万円 2.95 4.97 2.85

LPガス 本社+処理場 全社 ㎥ 238 192 238

排出量 t-CO2 3,027 2,707 3,328

原単位 t-CO2/トン 23.48 25.24 23.63

全社 kg 301 454 301

本社 kg 82 116 82

処理場 kg 219 338 219

本社 ㎥ 244 245 244

処理場 ㎥ 40 45 40

全社 ㎥ 284 290 284

全社 ㎥ 4,208 3,891 4,208

本社 ㎥ 2,121 4,233 2,121

処理場 ㎥ 6,329 8,124 6,329

全社 実施 実施

全社 適正管理 ―

全社 ― 0件

全社 ― ―

二酸化炭素排出量の電気排出係数は東京電力のH29年度調整後排出係数別表

トン

二酸化炭素
排出量の削減

全社

自社廃棄物の削減

地下水の削減

部門

産廃処理量

2021年度
実績

一般廃(木くず)処分量

処理場 トン

単位

運搬部門

2022年度
当初目標

2022年度
改定目標

電気使用量

グリーン購入

PRTR物質の使用有無確認

環境配慮

エコ21と優良認定の維持

チェックシートにて評価

適正管理

クレーム・苦情ゼロ

維持改善

水道水の削減

処理場

軽油使用量
運搬部門
工事部門
処理場

ガソリン使用量 全社

環境目標

産廃収集運搬量

売上高
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【2022年度以降の目標値見直しの主なポイント】

①売上高は当初計画どおりとしした。

②2022年度の収集運搬量は2021年度実績の10%増とした。

➂2022年度の本社と処理場の電気使用量は2021年度実績の10%増とした。

③2022年度の軽油使用量は2021年度実績の10%増とした。

④2022年度のガソリン使用量は2021年度実績維持とした。

⑤2022年度のLPガス使用量は2021年度実績維持とした。

⑥2022年度の自社廃棄物は2021年度実績維持とした。

⑦2022年度の水道水使用量は2021年度実績の維持とした。

⑧2022年度の地下水使用量は2021年度実績の維持とした。

3) 環境教育の実施状況

①ポケットブック配布- - -2021年度も全社員にポケットブックを配布し、各自の目標と活動を明確化しました。

②エコニュース発行- - -エコニュース012を発行し自覚教育を実施しました。

  　　　　　　　 　　　　　      2020年度活動結果と2021年度活動計画について分かり易く説明しました。

③緊急時対応訓練- - - 2021年度は処理場で火災発生時の緊急時対応訓練を実施しました。

①火災発見 ②119火災通報 ③火災発生の場内アナウンス

④初期消火活動 ⑤119鎮火通報 ⑥訓練参加者
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1) 当社に適用される主な環境関連法規

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第14条、第12条、第5条、第15条、第21条、第6条、小美玉市条例)

騒音規制法(第6条)

振動規制法(第6条)

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域に於ける総量の削減等に関する特別処置法(第4条)

道路交通法(第74条)

労働安全衛生法(第61条、第76条、他)

建設リサイクル法(第9条、第34条他)

水質汚濁防止法(第14条、茨城県霞ヶ浦水質保全条例)

消防法(第9条、第13条、小美玉市火災防止条例)

高圧ガス保安法(第16条、第17条)

建設業法(第3条)

オフロード法(第17条)

浄化槽法(第10条、第11条)

貨物自動車運送事業法(第18条、安全則)

道路運送車両法(第47条、第48条、第49条、第50条)

計量法(第19条、第21条)

森林法(第10条)

茨城県生活環境の保全等に関する条例

フロン排出抑制法

悪臭防止法(第7条、第10条)

肥料取締法(第4条、第11条、第27条)

2) 環境関連訴訟等の有無
環境関連法規の遵守状況は、2022年9月30日に評価しましたところ法規制等の違反はありませんでした。

また、近隣からの苦情もありませんでした。

関係当局から過去3年間にわたって違反の指摘や訴訟はありませんでした。

[7] 代表者による全体評価と見直し結果

　2021年度は新規中期3ヵ年計画の1年目でしたが、2020年度迄のコロナ禍から経済も回復した結果、売り上げも回復しました。

先ず、産廃収集では木くずは目標比125%と大幅達成でしたが、野菜くずはカット野菜の需要減で目標未達となりました。

しかし、一般廃の木くずや有価木くずは大幅達成でした。一方、工事については2020年度実績には至りませんでした。

その結果、処理場の木くず・野菜くずの電気使用量は野菜くずの減少で若干の未達でしたが、有価木くず分は未達成となりました。

又、軽油使用量も収集量と処理量の増加で未達成でした。

しかし、処理場の電気原単位や収集運搬車両の軽油原単位は目標を達成することができ、節電活動やエコドライブが全員に

浸透していることが分かりました。

2022年度は未だコロナ終息の出口が見えない状況にあるので、一昨年度の実績に復帰するのは難しいと思われます。

従いまして、中期計画の2022年度目標値を2021年度実績を基に見直しし、改定した目標値の達成に向けて取り組みます。

木くず・野菜くずの収集量は何とか2021年度実績の10％増を目指し、電気・軽油の使用量も2021年度実績の10％増の

目標に取り組んで行きます。自社廃棄物の削減や水使用量の削減は2021年度実績維持とします。

尚、環境方針は変更ありません。又、環境経営システムについても変更はありません。

[6] 環境関連法規等の遵守状況確認及び評価結果並びに違反、訴訟等の有無
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