
レポートの対象期間：令和３年１１月～令和４年１０月

　 発行日：令和４年１２月２０日

環 境 経 営 レ ポ ー ト

令和4年度

エコアクション21



（２）所在地　〒922-0332　石川県加賀市庄町ル106番地

本社 〒922-0332　石川県加賀市庄町ル106番地　(登記のみ)

中島工場 〒922-03060　石川県加賀市中島町子23番地

庄町車庫 〒922-0332　石川県加賀市庄町149番地

（３）環境管理責任者及び担当者の連絡先

FAX　0761-74-8377

（４）事業内容

1. 一般廃棄物収集運搬業 3. 非鉄金属リサイクル業

2. 産業廃棄物収集運搬業

（５）事業規模

16名

　718.92ｍ2

（６）産業廃棄物と一般廃棄物の情報公開項目

昭和４５年５月

　３００万円

225百万円(令和3年11月1日～令和4年10月31日)

別紙のとおり

NO. 許認可名 許可者 許可年月日 有効期限

１ 一般廃棄物収集運搬 加賀市 R4.4.1 R6.3.31

２ 白山市 R3.4.1 R5.3.31

３ 産業廃棄物収集運搬 石川県 R3.10.31 R8.10.30

積替え、保管を除く。

汚泥*1、廃油、廃プラスチック類*2*3、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、金属くず*2*3、

ガラスくず、コンクリートくず及び陶器くず*2*3、がれき類、

(*1：水銀含有ばいじん等であるものを除く。)

(*2：廃ランプ類にあっては、水銀使用製品産業廃棄物であるものを含む。)

(*3：自動車等破砕物であるものを除く。)

　これらのうち判定基準に適合しないもの、特別管理産業廃棄物であるもの及び

石綿含有産業廃棄物であるものを除く以上１０種類

事業活動に伴って生じた一般廃棄物　(積替保管を含む)

(事業系一般廃棄物のうち、缶、ビン、ペットボトルについては、分別後資源として保管し

再生事業者に売却する)

一時的に多量に生じた一般廃棄物

特定家庭用機器廃棄物　(積替保管を含む)

第01708131098号

・産業廃棄物の種類（収集運搬）

・一般廃棄物の種類（収集運搬）

令和3年度売上高

組織図

ア、許可の内容

許可番号

No.25号

設立年月

資本金

第１号

管理責任者　　奥村　勇一　

E-mail 　info@kagaseisou.com

一般廃棄物収集運搬
(特定廃家電に限る)

　　延べ床面積

１．事業活動の概要

（１）事業社名及び代表社名

事業社名　　　　株式会社加賀清掃　

代表者名　　　　代表取締役　奥出伸二　

連絡先　　　 　電話　0761-74-1910

　　従業員
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・事業所の概要

[全体]計画　産業廃棄物の収集運搬業、一般廃棄物の収集運搬業、非鉄金属の売買業

[主な事業活動]　加賀地方で排出される産業廃棄物を中心として、収集運搬、これに付帯する事業を行う。

加賀市内の一般廃棄物の収集運搬を行う。再生資源の分別及び売買を行う。

[産業廃棄物の種類及び取扱量]

<収集運搬>廃プラスチック類年間112ｔ、汚泥3ｔ、ガラスくず・陶器くず24ｔ、コンクリートくず10ｔ、金属くず1ｔ、

蛍光灯2ｔ、木くず55ｔ、動植物性残さ52ｔ、廃油0ｔ、がれき類0t、管理型混合廃棄物71t

[一般廃棄物の種類及び取扱量]

<収集運搬>家庭系可燃ごみ3,655t、事業系可燃ごみ1,434t、粗大ごみ59t、容器包装プラスチック147t

資源ごみ(ビン)19ｔ、資源(家庭系生ごみ)22t、

特定家庭用機器廃棄物(テレビ341台、エアコン300台、冷蔵庫・冷凍庫339台、洗濯機・乾燥機190台)

合計1,170台

[再生資源の種類及び取扱量]

金属くず(鉄くず）85t、(非鉄金属)111t、廃プラスチック7t、古紙(ダンボール、雑誌)33t

太陽光発電の発電量69,146KWh/年　売電量62,595KWh/年　自家消費量6,551KWh/年

[環境保全措置]

<収集運搬>　積載物が飛散・流出することがないように車両の荷台にシートをかぶせ、ロープで固定する。

廃棄物品目に応じた運搬容器を使用する。

塵芥車　8台 キャブオーバー　5台 バン　3台

号車 自動車種別 用　　途 最大積載量

1 普　　通 特　　種 2,900ｋｇ

2 普　　通 特　　種 1,700ｋｇ

3 普　　通 特　　種 3,000ｋｇ

4 普　　通 特　　種 3,350ｋｇ

5 普　　通 特　　種 3,050ｋｇ

6 小　　型 貨　物 1,850ｋｇ

7 普　　通 特　　種 2,750ｋｇ

8 普　　通 特　　種 1,850ｋｇ

9 普　　通 貨　物 3,000ｋｇ

10 普　　通 貨　物 3,000ｋｇ

11 軽自動車 貨　物 350ｋｇ

12 軽自動車 貨　物 350ｋｇ

13 普　　通 特　　種 2,000ｋｇ

14 普　　通 貨　物 3,750ｋｇ

15 普　　通 貨　物 2,450ｋｇ

16 軽自動車 貨　物 350ｋｇ

保管施設1：資源ごみ 保管施設2：特定家庭用機器廃棄物

28㎥ 26㎥

積替えを行う

一般廃棄物の種類 資源ごみ 特定家庭用機器廃棄物

13㎡14㎡保管場所の面積

イ、施設の状況

保管施設1 保管施設2

①収集運搬業

・車両の種類と台数

・積替え保管施設　　有

積替え場所の所在地

積替え場所の面積

石川830と・・77

石川800さ8141

石川県加賀市中島町子２３番地

27㎡

一般廃棄物

自動車登録番号

石川800さ5621

石川800さ6913

石川800さ6953

石川830さ･･40

石川800と・・・5

石川46て2099

石川100す5005

石川130の・・10

石川484す・・11

石川480こ9650

石川830そ・130

石川130さ1400

石川100す4509

石川480こ8010

車体の形状

塵芥車

塵芥車

塵芥車

塵芥車

塵芥車

キャブオーバ

塵芥車

保管上限

脱着装置付ｺﾝﾃﾅ専用車

キャブオーバﾕﾆｯｸ装着車

バン

塵芥車

バン

バン

キャブオーバ

キャブオーバ

塵芥車
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 収集運搬の量

（単位:ｔon）

令和2年度 令和3年度 令和4年度

272 217 329

(33) (19) (52)

5,621 5,341 5,336

(27) (23) (22)

337 268 235

(104) (105) (111)

２. 対象範囲

全組織 株式会社加賀清掃　中島工場、庄町車庫

全活動 一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業、非鉄金属リサイクル業

ウ、処理実績

産業廃棄物

一般廃棄物

(うち動植物性残さの堆肥化)

(うち家庭系生ごみの堆肥化)

特定家庭用機器廃棄物

(家電4品目)
1,170台1,221台

再生資源の出荷量

(うち非鉄金属)

1,026台

太陽光発電パネル設置状況
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２．実施体制と役割

エコアクション２１ 実施体制と役割

作成年月日：

作成責任者：

　　　代　表　者

　 環境管理責任者

エコアクション２１
事　務　局

【責任者の役割】

　　　責　任　者 役　割　･　責　任　・　権　限

・環境方針を策定する

　代　表　者 ・エコアクション２１の実行に必要な資源を用意する

・環境管理責任者を任命する

・エコアクション２１全体の取組状況を評価し、見直しを実施し、必要な指示

を行う

・環境経営システムを構築・運用する

 環境管理責任者 ・環境経営システムの構築・運用状況を代表者に報告する

・環境関連法規の遵守状況をチェックする

・外部からの苦情や要望に対応する

・問題点に対して是正処置及び予防処置を行う

・環境目標に関するデータを集計し、環境管理責任者に報告する

ｴｺｱｸｼｮﾝ21事務局 ・廃棄物の秤量を行う

・外部からの苦情や要望を受け付ける

・エコアクション２１に関する文書と記録を管理する。

・環境目標に関するデータの確認と従業員への周知を行う

ｴｺｱｸｼｮﾝ担当者 ・環境活動計画の実施状況の確認と従業員への周知を行う

・環境管理責任者を補佐する

・環境活動計画の具体的な取組み内容を実行する

令和2年１１月１日現在

奥村勇一

委託部門 事業部門 産廃部門

 各部従業員
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３．環境経営方針

　持続可能な資源循環型社会の構築に向けて、廃棄物処理事業における流通を担っている

株式会社加賀清掃 では、廃棄物の輸送の事業活動を通じて、常に下記のように環境への

影響を配慮して、環境への負荷の低減と汚染の予防を図る。

１． エコアクション２１に基づく環境経営システムに取り組み、環境関連の法令、条例等の

　　規則事項を遵守するとともに、地域・業界・顧客の環境関連要求事項に配慮しつつ、

　　環境活動の継続的改善を図る。

２． 環境目標及び行動計画として下記の重点項目を設定し、必要に応じて見直すこと

　　によって、環境方針に整合した活動を行う。

① 二酸化炭素排出量削減のため省エネルギーの推進

② 廃棄物の徹底的な分別によるリサイクルの推進

③ 総排水量の削減と適正使用

④ コピー用紙の使用料の削減

⑤ グリーン購入及びグリーン販売の推進

⑥ 廃棄物の再生利用(堆肥化)の推進

⑦ 廃棄物の再資源化への推進

⑧ 第一種特定製品の点検及び整備

３． 環境コミュニケーションを通じて、環境活動の状況を内外に伝達する。

４． 全従業員に、この環境方針を周知する。

株式会社　加賀清掃 

代表取締役　奥出伸二

　　環境経営方針

令和1年11月1日
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４．過去3年間の実績

エコアクション２１の活動は平成２５年１０月から開始しました。

二酸化炭素排出量削減 ㎏-CO２ 153,785 152,978 151,673

購買電力 ㎏-CO２ 6,627 6,844 6,967

灯油 ㎏-CO２ 2,243 1,994 1,994

LPガス ㎏-CO２ 42 33 38

ガソリン ㎏-CO２ 10,782 11,158 10,111

軽油 ㎏-CO２ 134,091 132,949 132,563

燃費の向上　(軽油) km/ℓ 4.85 4.85 4.78

燃費の向上　(ｶﾞｿﾘﾝ) km/ℓ 12.54 11.97 12.58

廃棄物の削減 kg 626 617 612

コピー用紙使用量削減 枚 15,207 15,090 15,275

水使用量削減 ㎥ 136 109 107

グリーン購入推進 品 8 9 9

産業廃棄物収集運搬
動植物性残さの堆肥化分

t 33 19 52

一般廃棄物収集運搬
家庭系生ごみの堆肥化分

t 27 23 22

再生資源の出荷量
(鉄くず出荷量)

t 173 96 85

再生資源の出荷量
(非鉄金属出荷量)

t 104 105 111

再生資源の出荷量
(廃プラ出荷量)

t 25 18 7

再生資源の出荷量
(古紙出荷量)

t 35 49 33

太陽光発電売電量 kwh 61,607 65,702 62,595

自社消費電力量 kwh ― ― 17,420

※ 購入電力の排出係数は0.641㎏-CO2/KWｈを使用。

①二酸化炭素排出量は軽油とガソリンで９０％以上を占めます。

②車両の燃費は軽油を使用する車両及び、ガソリン車の走行距離／燃料で集計しています。

③廃棄物は排出事業者としてマニフェストを発行したことはありません。事務所から出るごみは、

少量であり１か月100ｋｇ程度です。可燃ごみ以外はほぼリサイクルしています。

④水は市水であり、トイレ、台所、洗濯機での使用が主です。

⑤グリーン購入に関しては、コピー用紙等事務用品が主です。

⑥廃棄物の再生利用(堆肥化)を推進しています。

⑦金属くず(鉄くず、非鉄金属）、廃プラスチック、古紙の再資源化を行っています。

⑧平成30年12月から太陽光発電を行っています。一部増設しました。

会計年度の１１月～１０月で集計しました。

令和3年度 令和4年度令和2年度

0

50000

100000

150000

200000

令和2年度 令和3年度 令和4年度

二酸化炭素排出量の推移
4.6% 1.3%

6.7%

87.4%

二酸化炭素排出量の内訳

購買電力 灯油 LPガス ガソリン 軽油
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５．　環境経営目標

（１）令和4年度までの目標値

エコアクション２１の活動は平成２５年１０月から開始しました。

平成30年度

基準年度

二酸化炭素排出量削減 ㎏-CO２ 172,527 172,527 172,527 172,527 172,527

燃費の向上　(軽油) km/ℓ 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85

燃費の向上　(ｶﾞｿﾘﾝ) km/ℓ 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20

廃棄物の削減 kg 537 537 537 537 537

コピー用紙使用量削減 枚 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300

水使用量削減 ㎥ 180 180 180 180 180

グリーン購入推進 品 8 8 8 8 8

産業廃棄物収集運搬
動植物性残さの堆肥化

t 558 558 558
R1年度実績

33
33

一般廃棄物収集運搬
家庭系生ごみの堆肥化

t 29 29 29 29 29

再生資源の出荷量
(鉄くず出荷量)

t ―
R1年度実績

136
136 136 136

再生資源の出荷量
(非鉄金属出荷量)

t ―
R1年度実績

121
121 121 121

再生資源の出荷量
(廃プラ出荷量)

t ―
R1年度実績

36
36 36 36

再生資源の出荷量
(古紙出荷量)

t ―
R1年度実績

39
39 39 39

太陽光発電の売電量 ｋＷｈ ―
R1年度実績

49,771
49,771 49,771 49,771

　購入電力の排出係数は0.641㎏-CO2/KWｈを使用。

　これまでエコアクション21へ取組み自社の環境への負荷を把握しました。対策として太陽光発電設置、

　照明のLED化、車両の運行及び整備等の管理を推進し、一定の効果が得られました。今後は、維持して

行くことが目標として取り組んでいきます。

①二酸化炭素排出量は軽油とガソリンで９０％以上を占めます。目標は平成30年度実績を基準として

毎年増加しないようにしていきます。

②車両の燃費は軽油を使用する車両の走行距離／燃料で集計していきます。平成30年度実績より

毎年減少しないように燃費の向上を目指していきます。

③産業廃棄物は排出事業者としてマニフェストを発行したことはありません。事務所、工場から出る

ごみは、少量であり１か月100ｋｇ程度です。可燃ごみ以外はほぼリサイクルしています。平成30年度

実績より毎年増加しないように取組んでいきます。

④コピー用紙、水の削減は平成30年度実績を基準に削減に取り組みます。

⑤グリーン購入に関しては、毎年切り替えれる物は追加していきます。

⑥産業廃棄物の堆肥化の推進は、処分先の変更に伴い、回収量が減少したため、令和2年度実績を基準に

見直しました。下回らないよう推進いたします。

⑦一般廃棄物の堆肥化の推進は、30年度を基準にそれ以上になるよう推進いたします。

⑧再生資源の出荷量はR1年度実績を取りまとめ基準年度とします。

⑨太陽光発電の売電量は平成30年12月からデーターを取りまとめ、R1年度実績を基準値とします。

令和4年度

基準年度は30年度としました。会計年度の１１月～１０月で集計しました。

・整理・整頓・清掃・清潔（４Ｓ）の推進については、まず１Ｓ（整理）から始める。順次取り組みを進める。

平成31年度
令和1年度

令和2年度 令和3年度
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５．　環境経営目標

（１）令和5年度からの目標値

令和4年度

基準年度

二酸化炭素排出量削減 ㎏-CO２ 151,673 150,156 172,527 172,527 172,527

燃費の向上　(軽油) km/ℓ 4.78 4.83 4.88 4.92 4.97

燃費の向上　(ｶﾞｿﾘﾝ) km/ℓ 12.58 12.71 12.83 12.96 13.09

廃棄物の削減 kg 612 537 537 537 537

コピー用紙使用量削減 枚 15,275 15,122 14,971 14,821 14,673

水使用量削減 ㎥ 107 106 105 104 103

グリーン購入推進 品 9 9 9 9 9

産業廃棄物収集運搬
動植物性残さの堆肥化

t 52 実績把握 実績把握 実績把握 実績把握

一般廃棄物収集運搬
家庭系生ごみの堆肥化

t 22 実績把握 実績把握 実績把握 実績把握

再生資源の出荷量
(鉄くず出荷量)

t 85 実績把握 実績把握 実績把握 実績把握

再生資源の出荷量
(非鉄金属出荷量)

t 111 実績把握 実績把握 実績把握 実績把握

再生資源の出荷量
(廃プラ出荷量)

t 36 実績把握 実績把握 実績把握 実績把握

再生資源の出荷量
(古紙出荷量)

t 33 実績把握 実績把握 実績把握 実績把握

太陽光発電の売電量 ｋＷｈ 62595 実績把握 実績把握 実績把握 実績把握

　購入電力の排出係数は0.641㎏-CO2/KWｈを使用。

　これまでエコアクション21へ取組み自社の環境への負荷を把握しました。対策として太陽光発電設置、

　照明のLED化、車両の運行及び整備等の管理を推進し、一定の効果が得られました。

①二酸化炭素排出量は軽油とガソリンで９０％以上を占めます。目標は令和4年度実績を基準として

毎年1％の減少を目指します。

②車両の燃費は軽油を使用する車両の走行距離／燃料で集計していきます。令和2年度実績より

毎年1％向上することを目標とします。

③産業廃棄物は排出事業者としてマニフェストを発行したことはありません。事務所、工場から出る

可燃ごみは、少量であり１か月100ｋｇ程度です。可燃ごみ以外はほぼリサイクルしています。

令和4年度実績より増加しないように取組んでいきます。

④コピー用紙、水の削減は令和4年度実績を毎年1％の削減に取り組みます。

⑤グリーン購入に関しては、令和4年度の実績値維持を目標として、毎年切り替えれる物は追加していきます。

⑥産業廃棄物の堆肥化、一般廃棄物の堆肥化、再生資源の資源の出荷量は令和4年度の実績値を目標に

取り組むが、実績の把握に重点を置く。

⑨太陽光発電の売電量は令和4年度実績値を基準とするが、実績把握とする。

・整理・整頓・清掃・清潔（４Ｓ）の推進については、まず１Ｓ（整理）から始める。順次取り組みを進める。

基準年度は令和4年度としました。会計年度の１１月～１０月で集計しました。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

-8-



６．エ コ ア ク シ ョ ン ２ １ 環 境 経 営 動 計 画

作成年月日：R4．7．1

作成責任者：　奥村勇一

目　標　項　目 　　具体的な取組み内容 実施時期 責任者

A.車輌燃料 《運搬車両》

・アイドリングストップの徹底

・エアコン使用時間の短縮

・エコドライブの推進と徹底

・効率的な収集運搬ルートの計画と実施

・月間車輌ごと燃費実績の記載と全従業員周知

《構内車両》

・アイドリングストップの徹底

１．二酸化炭素排出量の削減 ・効率的な運搬操作の周知徹底 R1年11月～ 奥村勇一

　　（省エネルギー) ・月間車両ごと燃料使用実績の記載と全従業員

周知

B.電力･灯油 ・室内設定温度の徹底(冷房２８℃、暖房２０℃）

・月間使用量、使用金額のグラフ記載と全従業員

周知

・照明器具のLED化の推進 R1年11月～ 奥村勇一

・自社電力消費量の把握に務める

・再生可能エネルギー(太陽光)の導入 R1年12月～ 奥村勇一

・一般廃棄物の分別方法（加賀市）を遵守徹底

２．廃棄物排出量の削減 ・排出量の秤量徹底 R1年11月～ 奥村勇一

・水道メータ検表のデータ記録と掲示（２ヶ月に１回）

３．総排水量の削減（節水) ・『節水。水を大切に使いましょう！』の札を流し等に掲示

・毎月第１水曜日に水道配管の漏洩点検を実施する。 R1年11月～ 奥村勇一

４．コピー用紙の使用量削減 ・裏面使用、両面コピー。 R1年11月～ 奥村勇一

・作成書類、資料のミスを少なくする。

５．グリーン購入 ・コピー用紙等、環境負荷に配慮した物の購入を推進する R1年11月～ 奥村勇一

６.廃棄物の再生利用 ・産業廃棄物　動植物性残さの再生利用(堆肥化)の推進 R1年11月～ 奥村勇一

　堆肥化への推進 ・一般廃棄物　家庭系生ごみの再生利用(堆肥化)の推進

７.廃棄物の再生利用 ・廃棄物　金属くず(鉄くず、非鉄金属)、廃プラスチック、 R1年11月～ 奥村勇一

　資源化への推進 古紙(ダンボール、雑誌)の分別再生資源化の推進

８.第一種特定製品の点検・ ・第一種特定製品(エアコン)の点検・整備及び記録簿の　 R1年11月～ 奥村勇一

　整備 　作成 (事務所、重機設置)
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７．　環境経営目標と実績及び評価

平成30年度
基準値

単位
令和4年度

目標
令和4年度

11-10月実績
達成状況

実績／目標 評価

二酸化炭素排出量削減 172,527 ㎏-CO２ 172,527 151,673 0.88
○

目標達成

燃費の向上　(軽油) 4.85 km/ℓ 4.85 4.78 0.99
△

僅かな減少

燃費の向上　(ｶﾞｿﾘﾝ) 12.2 km/ℓ 12.20 12.58 1.03
○

目標達成

廃棄物の削減 537 kg 537 612 1.14
×

増加

コピー用紙使用量削減 15,300 枚 15,300 15,275 1.00
○

目標達成

水使用量削減 180 ㎥ 180 107 0.59
〇

大幅な減少

グリーン購入推進 8 品 8 9 1.13
○

目標達成

産業廃棄物
動植物性残さの堆肥化

R2年度実績
33

t 33 52 1.58
○

目標達成

一般廃棄物
家庭系生ごみの堆肥化

29 t 29 22 0.76
×

減少

再生資源の出荷量
(鉄くず出荷量)

R1年度実績
136

t 136 85 0.63
×

減少

再生資源の出荷量
(非鉄金属出荷量)

R1年度実績
121

t 121 111 0.92
×

減少

再生資源の出荷量
(廃プラ出荷量)

R1年度実績
36

t 36 7 0.19
×

大幅な減少

再生資源の出荷量
(古紙出荷量)

R1年度実績
39

t 39 33 0.85
×

減少

太陽光発電の売電量
R1年度実績

49771
KWh 49,771 62,595 1.26

○
目標達成

電力消費量
(うち発電消費量)

― KWh ―
17,420
(6,551)

― ―

　令和３年１１月～令和４年１０月分の１２ヵ月間について目標に対する実績を調査した。

　二酸化炭素排出量については、太陽光発電の導入により電力消費量はかなり減少した。

　燃費の向上はガソリン車で達成できたが、軽油車では、僅かに減少しました。

　廃棄物の削減については、可燃ごみ以外はすべてリサイクルしています。リサイクル率は

僅かに伸びていますが、達成できませんでした。

コピー用紙使用量削減については、目標に対して達成できました。

　水使用量については、大幅に減少しました。

　グリーン購入推進については、目標達成で、今後も進めていく予定であります。

　産業廃棄物の再生利用(堆肥化)の推進では、コロナウイルス感染症拡大の影響が緩和し

増加しました。。推進については、今後も継続して行う。

　一般廃棄物の再生利用(堆肥化)については、減少となった。今後も普及推進に取り組む。

　再生資源の出荷量については、すべての品目に於いて減少しました。今後推進して取り組む。

　太陽光発電の売電量については、一部設備の増設により大幅に増加した。今後も、推進に取り

組む予定。
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8. 環境経営計画とその実施状況

R3年11月～R4年4月 4年5月～4年10月

二酸化炭素 車両の適正運転（空ぶかし、アイドリング） ○ ○

排出量の削減 空調温度管理（28℃、20℃） ○ ○

車両の効率的運行 △ △

照明の管理（消灯の徹底） ○ ○

事務所及び休憩室のLEDへの交換 ○ ○

太陽光発電の導入 ○ ○

廃棄物排出量 分別回収の徹底 ○ ○

の削減 一般廃棄物の分別回収 ○ ○

リサイクルの取組 ○ ○

廃棄物の計量 ○ ○

コピー用紙 裏面使用 ○ ○

パソコン利用拡大 △ △

水使用量の削減 洗車で使用する水を減らす ○ ○

蛇口の開閉の短縮 ○ ○

グリーン購入 再生紙、事務用品 ○ ○

エコマーク商品の購入 △ △

廃棄物の堆肥化 産業廃棄物動植物性残さの堆肥化 〇 〇

の推進 一般廃棄物　家庭系生ごみの堆肥化 △ △

廃棄物の再資源 廃棄物の分別再資源化の推進 △ △

化の推進 再生資源の出荷及び数量の把握 △ △

第一種特定製品 第一種特定製品(エアコン)の点検・整備 ○ ○

の点検・管理 点検・整備記録簿の作成3ヵ月ごと ○ ○

教育訓練 EA２１導入の意義浸透 △ △

定例会議で進捗報告 △ △

改善事例の発表 △ △

評価結果

　太陽光発電発電の一部増設により、売電量を増加することが出来た。今後データー

管理を継続して行い、二酸化炭素削減に繋げて行きたい。

　空調温度管理及び照明の管理については、徹底して行なう。

　車両の効率的な運行については、ほぼ確立されているので、新たな仕事の運行に

ついて取り組まなければならない。

　廃棄物の分別及び計量、リサイクルについては、ほぼ確立した。

コピー用紙の裏面量については、ほぼ行なっている。グリーン購入についても積極

的に取り組む。

　廃棄物の堆肥化は、産業廃棄物の堆肥化について、コロナウイルス感染拡大の影響

で、減少していた排出量が、緩和され増加した傾向にある。

取り扱う物に対しては、今後も積極的に推進する。

　一般廃棄物家庭系生ごみの取組の周知を徹底し、増加させていきたい。

廃棄物の再資源化の取り組みについては、今後積極的に行い、数量の把握に務める。

廃棄物の分別を推進し、再生時限化の徹底を図る。

　すべての社員への周知徹底と改善策の検討を、さらに推進しなければならない。

目標 具体的取組内容
評価
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９．　次年度の取組内容

① 二酸化炭素（軽油・ガソリン・電力消費量）削減計画

●重機、フォークリフト

・アイドリングストップ及び急発進、空ぶかし等運転方法に配慮する。

●自動車及び運搬車

・アイドリングストップ及び急発進、空ぶかし等運転方法に配慮する。

・運搬経路を事前に打ち合わせし、同じ方向の積荷であれば最大積載量を守り、

積み合わせ運搬する。

・営業者のガソリンが増加傾向にあるので、道順など事前に調べ効率の良い

回り方を選定する。

●電灯のLED化

・ほぼすべての電灯を、LEDに切り替えたので、必要のない点灯について今後の

課題とする。

●太陽光発電の導入

・太陽光発電を導入して、使用電力を再生エネルギーに切り替えたので、今後は

データーの管理を行い、可能であれば増設したいと思う。

・自社電力消費量を把握したので、今年度を基準に増加しないよう節電に取り組む。

② 廃棄物及びリサイクルの取り組み

･自社廃棄物の計量を徹底し、数量を把握する。

・自社廃棄物(燃えるごみ)については、コピー用紙の裏面使用など減量に努める。

・自社廃棄物(燃えないゴミ)については、分別し資源化に努める。

・回収した一般廃棄物の分別の徹底を行ない、リサイクル施設に持って行く。

③ 水使用量削減計画

・蛇口の止め忘れ注意する。

・洗車時にはバケツを使用し、水を出しっぱなしにしない。

④ コピー用紙の使用量削減

･電子化にできる資料は、出来るだけ電子化するよう取り組む。

・裏面の使用

⑤ グリーン購入推進

･コピー用紙については、グリーン購入対象商品の継続購入。

･その他の製品についても、今後策定する。

⑥ 廃棄物の再生利用(堆肥化)の推進

・産業廃棄物動植物性残さについては、継続して推進。

・一般廃棄物家庭系生ごみについては、啓蒙啓発方法を考え推進。

⑦ 廃棄物の再生利用(再資源化)の推進

・再資源化出来るものは分別の徹底に努め推進する。

・出荷量の数量把握データー管理に努める。

⑧ 第一種特定製品の点検・整備

・第一種特定製品の3カ月ごとの点検・整備及び記録簿の作成を行う。
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１０．.環境関連法規等の順守状況の確認及び評価結果並びに違反、訴訟等の有無

１０－１　.環境関連法規等の順守評価

法規名 順守事項 当社の順守内容 確認日 確認者

廃棄物の処理及び清掃 １．産業廃棄物の保管は保管施設で行う。 掲示板（600×600以上）

に関する法律（廃掃法） ２．運搬処分は許可を受けたものが行う。 許可証（番号、有効期限、契約書等） R4.3 奥村

　依頼する場合 ３．多量排出者（1000t/年）は減量計画書を知事に報告 産業廃棄物減量化計画書の作成、提出

４．管理票（マニフェスト）の交付 運搬処分は90日、最終処分は180日

５．管理表に関する報告書の提出（県、市） 前年4/1から3/31まで（第12条3第6項） R4.6 奥村

収集運搬を業として １．収集運搬許可 廃棄物の種類、有効期限

行う場合 ２．運搬車、運搬容器、：飛散、流出対策 運搬時に確認 R4.3 奥村

３．車両の表示（産廃収集運搬者車、許可番号） 規定サイズにて表示

４．マニフェストと許可証の携帯 その都度確認

５．契約の提携（契約書） 契約期間のチェック

６．マニフェスト管理（帳簿記載義務） 5年間保存 (10日以内及び翌月末まで)

７．管理表に関する報告書の提出（県及び市） 前年4/1から3/31までの1年分（第18条第1項） R4.5 奥村

道路運送車両法 １．車両の管理 走行距離の報告 R4.4 奥村

２．車両の整備 3ヶ月点検・整備又は1年点検・整備

フロン排出抑制法 １．フロンの大気への放出禁止 特定家庭用機器廃棄物でエアコンの取外し R4.3 奥村

作業で、規定通りの作業の徹底

2．全ての業務用冷凍空調機器に於いて 該当機器に於いて3ヵ月ごとに簡易点検を R4.10 奥村

　　3ヵ月ごとに簡易点検を実施記録する 行い記録簿を作成する

浄化槽法 １．浄化槽設置届の提出 設置時に担当保健所へ提出。 R4.10 奥村

２．維持管理の実施 定期的に管理・点検を実施（外注；トスマク）

１０－２　.環境関連法規への違反、訴訟等の有無
　　過去３年間、環境関連法規の違反はなく、訴訟等についてもありませんでした。

　また、行政からの指導、近隣からの苦情等もありませんでした。

　随時見直しを行い、法規等の厳守に努めます。

１１．代表者による全体評価と見直しの結果
エコアクション21に取り組み9年が経過して、弊社の環境への負荷状況がわかりました。

　　収集運搬業ということもあり、車両による二酸化炭素排出量の環境への負荷が多いので、

　　車両更新時に低燃費車の導入を進めたいと思います。カーボンオフセットとして自然エネ

ルギー(太陽光発電)など、積極的な取組が必要です。

　　太陽光発電の導入を行い電力消費量の大幅な削減ができ、今後も設備の増設に向けて

　　取組ます。データー管理を行い更なる排出量の削減対策を考え推進していきます。

　　廃棄物の再生利用の推進では、分別回収、データー管理が定着し、基準年度を基に更なる

　推進に努めていきます。

　　環境保全活動の取組の重要性を今一度社員全員に周知し、目標達成にむけて

　今後更に取り組んでいきます。

令和４年１２月１５日
株式会社　加賀清掃
代表取締役　奥出　伸二
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産業廃棄物・再生資源処理フロー

売却

　又は焼却後

　又は

石膏

紙

木材
（廃木材）

管理型混
合廃棄物

廃プラ

石膏ボード

動植物性
残さ

汚泥

金属くず

ガラスくず
陶磁器くず

買
取
・
持
込
又
は
加
賀
清
掃
で
収
集
運
搬

中間処理業者にて
選別後破砕及び圧縮 木材チップ

リサイクル

埋立処分

埋立処分

埋立処分

埋立処分

リサイクル

リサイクル
RPF燃料

焼却

リサイク
ル

処分

中間処理（破砕）

製紙会社

へ

ボイラー

燃料

廃棄物名 収集運搬 中間処理又は積替保管 リサイクル 処 分

非鉄金属
売却

肥料化

飼料化

鉄くず
売却

加賀清掃で
選別
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太陽光発電量及び電力消費量

合計 (3年11月～4年10月) 単位:Ｋｗｈ

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

発電量計 3,731 2,239 2,466 2,636 6,085 6,042 9,298 9,119 8,544 7,221 6,279 5,486 69,146

消費量計 1,217 1,596 1,892 1,883 1,645 1,309 975 1,152 1,677 1,775 1,345 954 17,420

売電量計 3,304 1,832 2,117 2,268 5,507 5,553 8,804 8,459 7,633 6,344 5,701 5,073 62,595

買電量計 790 1,189 1,543 1,515 1,067 820 481 492 766 898 767 541 10,869

発電消費量計 427 407 349 368 578 489 494 660 911 877 578 413 6,551
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2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

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

電力別推移

発電量計 消費量計 売電量計 買電量計 発電消費量計

折線グラフ単位kwh
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