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1　組織の概要

(1)  名称及び代表者
エコテック株式会社
代表取締役　　小林　藍圭

(2)  所在地　　　
本社　　　　　奈良県奈良市佐紀町2702番地の1
奈良倉庫　　　奈良県奈良市佐紀町2717の2
東大阪倉庫　　大阪府東大阪市衣摺6丁目827番1の一部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(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　　田村　和洋
担当者　　　　　　稲田　徳恵
連絡先　　　　　　TEL：0742－36－6835

(4)  事業内容　　　特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)・産業廃棄物収集運搬業

(5)  事業の規模　
設立年月日　　平成9年11月5日
資本金　　　　1,000万円
売上高　　　　区分A（5億円未満）
従業員　　　　7名（令和3年10月）

本社 奈良倉庫 東大阪倉庫

従業員 7名 無人 無人

延べ床面積 36.09㎡ 266.07㎡ 213.12㎡

保有車両

車両型式 台数

4ｔトラック １台

2ｔトラック 2台

普通自動車 2台

(6)  事業年度
10～翌年9月
●  処理実績(t)

平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度

感染性廃棄物 839 1,073 1,288 1,739 2,507 1,980

廃プラ 47 52 53 62 58 64

ガラス・金属くず 3.5 2.6 2.6 2.4 2 2

廃酸・廃ｱﾙｶﾘ 0.9 1.1 0.7 0.6 0.5 0.2
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２　認証・登録範囲

・対象組織　　　　　本社、奈良倉庫、東大阪倉庫

・対象事業内容　　　産業廃棄物（特別管理産業廃棄物含む）収集運搬業

・作成責任者　稲田　徳恵　　　　　　　　　環境管理事務局　田村　和洋

●　収集運搬業許可保有一覧

許可行政 許可内容 許可番号 許可年月日 有効期限 許可品目

奈良県 特別管理産業廃棄物 2951051547 平成29.12.1 令和4.11.30 感染性廃棄物

京都府 特別管理産業廃棄物 2650051547 平成29.11.25 令和4.11.24 感染性廃棄物

大阪府 特別管理産業廃棄物 2750051547 平成29.12.10 令和4.12.9 感染性廃棄物

特別管理産業廃棄物 感染性廃棄物

面積　19.44㎡

保管上限44.54㎥

三重県 特別管理産業廃棄物 2450051547 平成30.7.15 令和5.7.14 感染性廃棄物

兵庫県 特別管理産業廃棄物 2851051547 平成31.1.14 令和6.1.13 感染性廃棄物

奈良県 産業廃棄物 2901051547 平成29..12.1 令和 4.11.30
廃酸・廃アルカリ
廃プラ・紙くず・金属
くず・ガラスくず等

京都府 産業廃棄物 2600051547 平成30.1.20 令和5.1.19
廃酸・廃アルカリ
廃プラ・紙くず・金属
くず・ガラスくず等

大阪府 産業廃棄物 2700051547 平成30.1.14 令和5.1.13
廃酸・廃アルカリ
廃プラ・金属くず・ガ
ラスくず等

兵庫県 産業廃棄物 2801051547 平成30.3.25 令和5.3.24

廃酸・廃アルカリ
廃プラ・紙くず・ゴム
くず・金属くず・ガラ
スくず等
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(積替保管)

東大阪市 6860051547 平成29.12.25 令和4.12.24



３　環境経営方針

【基本理念】

当社は感染性を主とする廃棄物の収集・運搬事業を通じ、とりわけ医療廃棄物に関与する
全ての方々の安全及び健康の確保と処理に伴う環境負荷低減を図ります。
環境にやさしい技術での適正処理を基本とし、従業員の環境への意識向上に努め小さな
取組から全従業員で実践し、当社の事業を通じ地球環境保全と社会貢献を目指します。

【活動方針】

基本理念に基づき、環境保全に貢献できるよう以下の活動に取り組み実行して参ります。

１　環境関連法規を順守した事業活動の継続

２　収集運搬車両等の使用燃料軽減並びに事務所等での省エネルギー対策による
二酸化炭素の削減

３　廃棄物（一廃・産廃）の分別と削減

４　水資源の節水への継続

５　グリーン購入の推進

６　排出事業者への情報提供や分別の指導に取り組み廃棄物の適正処理・循環資源の
再生推進

制定日：2013年12月1日
改定日：2014年12月1日

エコテック株式会社
代表取締役社長　小林　藍圭
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これらの活動については、環境保全推進体制を維持し、継続的に改善を勧めます。



４　組織図
平成31年10月1日現在

・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施に必要な、人、設備、費用、時間を準備

・環境管理責任者を任命

・課題とチャンスの明確化

・環境経営方針の策定、見直し及び全従業員への周知

・環境経営目標、環境経営計画書を承認

・代表者による全体の評価と見直し・指示を実施

・環境経営レポートの承認

・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連法規等の取りまとめ表を承認

・環境経営目標・環境経営計画書を確認

・緊急事態想定と訓練実施の確認

・全従業員に対する教育、訓練の実施

・環境活動の取組結果を代表者に報告

・環境管理責任者の補佐

・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施

・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成

・環境活動の実績集計

・環境関連法規等の取りまとめ表の作成及び最新版管理

・環境関連法規等の取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境経営レポートの作成、公開（事務所備付けと地域事務局への送付）

・自部門における環境経営方針の周知

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

・自部門に関する環境経営計画の実施及び達成状況の報告

・自部門に必要な手順書の作成及び手順書による実施

・自部門で想定される事故及び緊急事態への対応のための手順書作成

・自部門で想定される事故及び緊急事態への対応の試行・訓練を実施

・自部門の問題点の発見、是正、予防措置の実施

・環境経営方針に理解と環境への取り組みの重要性を自覚

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加
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環境管理責任者
田村　和洋

環境事務局

各部門長
田村　和洋
髙原　健二

全従業員

小林　歩

営業担当
田村　和洋

稲田　徳恵

役割・責任・権限

代表取締役
米澤　尚子

増田　崇宏
野島　浩伸

田村　和洋

事務担当
稲田　徳恵

収集運搬担当
髙原　健二

代表取締役
小林　藍圭

環境管理責任者
　田村　和洋 環境事務局



５　環境経営計画

ＰＣの省電力設定

空調の適温化

照明器具の清掃・交換

空調機のフィルター清掃

月別電気使用量の把握

車両ごとに燃費計算した数値の把握

車両入替時に燃費の良い車の導入

加減速の少ない運転

アイドリングストップの実行

無駄のないルート策定

分別表示の実施

詰め替え商品の優先購入

空インクカートリッジは回収ＢＯＸへ

帳票見直しによる印刷物の削減

コピー用紙は裏面も使用（メモにも使用等）

排出量の月別管理

節水ステッカーの貼付け

手洗い時、洗車時のこまめな止水

事務用品においてのグリーン比率向上

再生紙ものの優先購入

新規排出事業者への廃棄物分別表の配布

処分場への搬入物の適正処理及び危険性の報告

地域貢献活動 月1回、会社周辺道路等の清掃活動を実施
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製品への環境配慮

エコドライブ

軽油・ガソリン使用
量の削減

電気使用量の削減

廃棄物の削減

節水活動

グリーン購入推進



６　環境経営目標とその実績・評価
・環境経営目標は平成23年度を基準年度として計画しました。 評価
※電力のみ基準年を平成25年度実績へ変更しました。 ○：出来た　×：出来ていない

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
数値実績
％は目標

評価

削減率 5% 6% 7% 8% 5% ー

15.5 14.73 14.57 14.42 14.26 3.74 ○

0.351 kgco2/t 5.4 5.2 5.1 5.1 5.0 1.3 〇

％ 削減率 8% 9% 10% 11% 8% ー

ℓ/t 2.82 2.59 2.57 2.54 2.51 4.45 ×

2.32 kgco2/t 6.54 6.02 5.95 5.89 5.82 10.32 ×

％ 削減率 8% 9% 10% 11% 8% ー

ℓ/t 29.52 27.16 26.86 26.57 26.27 36.60 ×

2.624 kgco2/t 77.46 71.26 70.49 69.71 68.94 96.0 ×

kg-CO2 2,046 163,205 220,304 ー

％ 削減率 12% 13% 14% 15% 11% 〇

kg/t 0.222 0.195 0.193 0.191 0.189 0.006 ○

％ 削減率 8% 9% 10% 11% 8% ー

㎥/t 0.345 0.317 0.314 0.311 0.307 0.055 ○

％ 48 48 48 48 48 48 ー

ー 52 〇

件 12 12 12 12 12 12 ー

内容 15 〇

※電力のCO2発生量については、令和2年関西電力㈱の実排出係数0.351(㎏-CO2/kWh)で換算して
います。
※原単位のｔについては、廃棄物の取扱い総量
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kWh/t

軽油
使用量

排出係数

単位

二
酸
化
炭
素
削
減

二酸化炭素合計

環境経営目標

電力
使用量

排出系数

ガソリン
使用量

排出係数

（現状維持もしくは以上）

新規顧客への分別表配布件数

年度目標 令和2年度実績

基準年度
平成23年度

令和2年度廃棄物取
扱量
t/年

そ
の
他
削
減

環
境
配
慮

水道水の
削減

事務用品
グリーン購入

適正処理
推進

廃棄物の
削減



７　環境経営計画の取組結果とその評価・次年度の取組内容

評価
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軽油については月により目標クリアしていますが、ガソリンは全月未達成とな
り、目標値の見直しも必要になってくるかもしれません。

目標達成　計画通り実行された

結果（令和2年10月～令和3年9月） 次年度取組内容

エコドライブ・ルート策定
の見直しでの改善を図る

継続して活動を行う

目標達成　プラごみ削減に努める

事務用品を中心に目標達成。

年間目標達成　

年間目標達成　

目標達成

〇

〇

〇

グリーン購
入推進

製品への
環境配慮

地域貢献
活動

継続して活動を行う

継続して活動を行う

継続して活動を行う

継続して活動を行う

継続して活動を行う

節水活動

〇

〇

〇
電気使用
量の削減

軽油・ガソ
リン使用量

の削減
△

廃棄物の
削減



８　環境関連法規等の遵守状況

法規制等の名称 確認事項 遵守状況 確認日

事業許可

委託基準

処理基準

自動車リサイクル法 車両入替時 遵守 令和3年10月29日

NOｘ・PM法 車両入替時 遵守 令和3年10月29日

道路交通法 適正運行 遵守 令和3年10月29日

労働安全衛生法 作業安全 遵守 令和3年10月29日

グリーン購入法 購入時 遵守 令和3年10月29日

フロン排出抑制法 エアコン作動時 遵守 令和3年10月29日

当事業所により適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。
また、過去3年間にわたって違反や訴訟の指摘はありませんでした。

９　代表者による全体評価と見直し・指示

本年も全員で環境活動に参加し、未達成項目もありますが一定の成果をあげることが
できました。次年度も一人一人できることを意識して確実に実行及び挑戦を続け結果
意見を出し合い環境にやさしい活動をして未来に繋げていく努力をします。

環境経営方針・環境経営目標・環境経営計画は継続します。
2021．10．27
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廃棄物処理法 遵守 令和3年10月29日


