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環境目標及び実績(中期目標)



1.組織の概要
 

商    号  

代 表 者 代表取締役社長 小橋 克史
所在地(本社・工場) 〒190-1201 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木字東樽ノ口429番地1

環境管理責任者 佐野　隆（処分製造部(係長))

正）佐野　隆（処分製造部（係長）・環境管理委員）

副）豊永　大輔（収集運搬営業部（主任）・環境管理委員）

連 絡 先
電話：042-557-7558　　　e-Mail:　info@nkr.co.jp
FAX ：042-557-7556

産業廃棄物処分業 （主に廃タイヤ／中間処理／破砕・切断）

産業廃棄物収集運搬業 （主に廃タイヤ）

製造業 （燃料用タイヤチップ）

古物商 （主に鉄・アルミホイール・中古タイヤの仕入販売）

販売業 （ゴムマット・その他ゴム製品の仕入販売）

保険代理店業 （損害保険）

設立年月日　平成16年4月21日

資本金 1,000万円 （直江津海陸運送㈱ 90%株 小橋克史 10%株）

年　商 25,901万円 （令和3年5月期／第18期）

トラック00号車：キャブオーバ（日産軽トラ）1089×350kg
トラック01号車：バン（いすゞ）2.000kg  350×175×200(12.3㎥) 
トラック02号車：バン（いすゞ）3,150kg  620×220×270(36.8㎥) 
トラック03号車：バン（トヨタ）3,700kg  490×210×205(21.1㎥) 
トラック04号車：バン（マツダ）2,000kg  440×208×275(25.2㎥)
トラック05号車：バン（ふそう）  2,950kg  624×203×206(26.1㎥)
トラック06号車：バン（ふそう）  7,300kg  620×232×220(31.6㎥) 
トラック07号車：バン（いすゞ）2,900kg  630×222×235(32.9㎥)
トラック08号車：バン（日野）  3,950kg 519×206×241(25.7㎥)
トラック09号車：バン（日野）  3,000kg 435×205×205(29.7㎥)
トラック10号車：バン（ふそう）3,000kg 420×207×220(19.1㎥) 
重機01：ハイマスト・ヒンジッド・バケット3.5t（TCMﾕﾆｷｬﾘｱ）
重機02：ハイマスト・ヒンジッド・バケット1.5t（TCMﾕﾆｷｬﾘｱ）
重機03：ロードグラブ・クランプ1.5t（TCMユニキャリア）
重機04：電動カウンター0.9ｔ（住友ナコフォークリフト）
重機05：バックホウZX-70解体仕様機〔0.25〕（日立建機）
重機06：ディーゼルカウンター・クランプ2.0ｔ（住友ナコフォークリフト）
重機07：ハイマスト・ヒンジッド・バケット3.5t（住友ナコフォークリフト）

従 業 員

役  員 4名 （常勤取締役1名、非常勤取締役 2名、監査役 1名）
正社員 13名（処分製造6名、収運営業6名、事務職員1名）
業務委託 3名 (パート)、請負 1名
合計21名（令和3年8月26日現在）

延床面積 2,810㎡ （敷地面積5,122㎡）

電子マニフェスト
加入契約成立日：平成24年3月28日加入者番号 3013896
加入区分  処分業者

産業廃棄物処理量

処理物の種類：廃プラスチック類（主に廃タイヤ）
処理方式：破砕、切断
処理能力：221.1t／日（破砕128t／16h／日・切断93.1t／24h／日）
実績 10,360t（2021年度）、12,583t（2020年度）、12,417t（2019年
度）

加入団体
全国中小企業団体中央会、瑞穂町商工会、瑞穂町栗原町内会、(公財)日
本産業廃棄物処理振興センター、(一社)東京都資源循環協会、ＳＵＢＡ
ＲＵ廃タイヤ回収協力会

認証・登録範囲
産業廃棄物の収集・運搬、産業廃棄物の中間処理、燃料用タイヤチップ
の販売、鉄および非鉄金属スクラップの販売、損害保険代理店業務
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環境事務局

事業内容

事業規模

保有車輛



産業廃棄物処分業許可

許可番号 許可年月日 許可有効期限 事業の範囲
中間処理
(1)廃プラスチック類／破砕／128t ／日
(2)廃プラスチック類（廃タイヤに限る）

切断／72t ／日
(3)廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（廃タイヤ及び廃合成ｺﾞﾑ製品に限る）

切断／19.9t ／日
切断／1.2t／日

産業廃棄物処理施設設置許可

許可番号 許可年月日
施設の種類及び処理

する産業廃棄物の種類
処理能力

28環多廃産第25号
産施第10034号

平成29年2月20日
（変更許可）

廃プラスチック類の破砕施設 128t／日（16時間稼動）

廃棄物処理法第15条第2項適合通知

通知番号 通知日 施設の種類 処理能力

29環多廃産第14号 平成29年7月3日 廃プラスチック類の破砕施設 128t／日（16時間稼動）

建築基準法第51条ただし書許可

許可番号 許可年月日 面積・棟数・構造 主要用途・建築場所

28多建建三建第1459号 平成29年6月5日

敷地面積5,122.04㎡
建築面積2,796.58㎡
延べ面積2,849.06㎡
棟数2棟

産業廃棄物処理施設
東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木字東樽ノ口428番地
1   東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木字東樽ノ口428番
地2         東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木字東樽ノ
口429番地1            東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木
字東樽ノ口430番地1

産業廃棄物収集運搬業許可

許可番号 許可年月日 許可有効期限 事業の範囲
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、木くず、ｺﾞﾑくず、金属くず、
ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず（がれき類を除く。）
及び陶磁器くず、がれき類
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、木くず、ｺﾞﾑくず、金属くず、
ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず（がれき類を除く。）
及び陶磁器くず、がれき類
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、木くず、ｺﾞﾑくず、金属くず、
ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず（がれき類を除く。）
及び陶磁器くず、がれき類
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず

製造業認可

認可日・年月日 認定日・年月日 検査年月日 業種

28環多改工第26号
平成28年12月15日

29環多改届第39号
平成29年6月30日

平成29年6月23日 タイヤチップ製造業

古物商許可

許可番号 許可年月日

308821104708 平成23年9月28日
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区分

自動車商

00900140609 令和3年12月22日 令和8年12月21日

01200140609 令和4年1月21日 令和8年11月29日

02201140609 令和3年11月9日 令和8年11月8日

  新 潟 県 0159140609 令和3年11月15日 令和8年9月6日

令和8年12月13日

01000140609 令和2年7月7日

00801140609 令和4年2月18日

00707140609 令和3年12月9日

令和7年7月6日

令和8年12月8日

２．許可の内容

第13-20-140609号 平成30年2月12日 令和5年2月11日

第13-00-140609号 令和2年2月22日 令和７年２月２１日

01900140609 令和2年2月16日 令和7年2月15日

01100140609 令和2年8月26日 令和７年７月４日

01402140609 令和2年8月3日 令和７年６月８日



  

※ ※

 新エネルギー燃料として販売
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ｱﾙﾐ・鉄ﾎｲｰﾙ カットタイヤ タイヤチップ

販  売

※  廃棄物は原則、100％リサイクルし、販売すること。

鉛ウェイト等

ﾎｲｰﾙｷｬｯﾌﾟ

※  収集した廃タイヤはほぼ100%タイヤチップに加工後、石炭代替燃料としてバイオマスボイラーで利用

3.処理フロー図

中間処理

チューブ 切  断 破  砕

中古タイヤ 前処理

 選別 最終処分収集運搬
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代  表
取締役

環  境
管理者

Ｅ  Ａ
事務局

全従業員
・環境方針の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

・環境活動実績の確認、評価

各部門長

・部門における環境方針の周知

・部門の従業員に対する教育訓練の実施

・部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告

・部門に必要な手順書の作成及び手順書による実施

・部門の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・試行・訓練を実施、記録の作成

・部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・環境活動レポートの確認

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境活動レポートの作成、公開

・環境目標・環境活動計画書を承認

・経営における課題とチャンスの明確化

・環境活動レポートの承認

・代表者による全体の評価と見直し・指示を実施

・環境管理システムの構築、実施、管理

・環境関連法規等の取りまとめ表を承認

・環境目標・環境活動計画書を確認

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

・環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施

・環境目標、環境活動計画書原案の作成

・環境活動の実績集計

・環境関連法規等取りまとめ表の作成及び最新版管理

・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・環境管理責任者を任命

役割・責任・権限

・環境経営に関する総括責任

・資源調達（ヒト・もの・カネ）

・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

処分・製造部
（定員7）

現在6

収集運搬・営業部
（定員６）

現在6

事務員
（定員３）

現在3

係長 佐野   隆 主任 久保田 哲朗 事務(工場) 中村　   恵

主任 菊池 和久 主任 豊永   大輔 事務(収運) 小見川 香奈

事務(総務) 細井　綾子

小見川 香奈

４．環境運営組織図

代表取締役

小橋 克史

環境管理者
ＥＡ事務局

佐野 隆
豊永 大輔
平野 隆二



５．環境方針

 

３．環境管理項目のチェックと見直しにより環境経営を推進します。

４．環境負荷の削減項目

（１） 温室効果ガス排出量（エネルギー使用量）
（２） 産業廃棄物中間処理後の最終処理委託量
（３） 自社排出ゴミ量
（４） 水使用量および工場排水量

５．ステークホルダーに対し、環境方針の理解と協力を求めます。

６．環境方針と環境活動レポートはWEBにて公開します。

制定日 ： 平成30年 10月 30日
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代表取締役社長  小橋 克史

基 本 理 念

当社は廃タイヤ処理等の事業により、電力・燃料を使用し、環境に負荷を与えています。

廃棄物処理技術の向上と、リサイクル事業の推進によって資源の有効利用に努め、持続可能な経済
社会の実現に貢献します。

環 境 方 針

行 動 指 針

１．当社の全社員・全委託業者は環境保全活動に参加し、環境意識を共有します。

２．関係法令、条例その他の要求事項を遵守します。



短期目標

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

目 標 目 標 目 標 目 標 目 標

kg-CO2 280,986 292,920 308,251 299,046 292,934

t-CO2/t 26.96 26.42 26.15 25.88 25.61 25.34

年度比 98% 97% 96% 95% 94%

ℓ 57,704 49,646 50,529 48,058 53,836

ℓ/ｔ 8.09 8.00 7.92 7.84 7.76

1ｔ当たり
の年度比

98% 97% 96% 95% 94%

ℓ 7,356 7,669 8,070 7,829 7,669

ℓ/ｔ 0.69 0.68 0.68 0.67 0.66

1ｔ当たり
の年度比

98% 97% 96% 95% 94%

kWh 209,343 218,234 229,656 222,799 218,244

kWh/ｔ 19.68 19.48 19.28 19.08 18.88

1ｔ当たり
の年度比

98% 97% 96% 95% 94%

処 理 量 t 10,635 11,201 11,910 11,676 11,559

内）収運量 t 7,135 6,202 6,378 6,130 6,940

内）収運外 t 3,500 4,999 5,532 5,546 4,619

kg 1,646 1,630 1,613 1,596 1,579

1㎏当たりの
年度比

98% 97% 96% 95% 94%

㎥ 418 414 410 406 401

1㎥当たりの
年度比

98% 97% 96% 95% 94%

グリーン購入の
推進

品目 〃 〃 〃 〃 〃

中期目標

6.環境目標(中期目標）

水使用量削減

100%

実績把握

427

9,691

6,472

3,219

一般廃棄物の削
減

1,680

100%

電力使用による
二酸化炭素削減

194,654

20.09

100%

重機燃料の
二酸化炭素削減

6,840

0.71

100%

100%

100%

二酸化炭素排出係数＝0.462kg-CO2/kWhを使用した
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取組項目 評価単位

基準年

2017年度

総二酸化炭素
排出量（合計）

261,270

自動車燃料の
二酸化炭素
排出量削減

53,410

8.25



７.環境活動計画および評価

項目 環境目標項目 主な環境活動計画の内容 評価

・車輛エコドライブの推進 ◎

・車輌管理の徹底 ◎

・重機燃料削減手順書作成 ◎

・重機アイドリングストップ ◎

・重機管理の徹底 ◎

・空調温度の適正(冷房28℃、暖房20℃) ◎

・パソコン、プリンタは省電力モードに設定 ◎

・不要な照明・箇所は消灯する（工場） ◎

・不要な照明・箇所は消灯する（事務所） ◎

・節水の呼びかけ ◎

・漏水を定期的に点検する ◎

・トラックの洗車を最小限に留める ◎

・社員への周知 〇

・ペーパーレス化に取り組む ○

・ゴミの分別を行なう ○

・ゴミを会社に持込まない 〇

・裏紙をなるべく使う 〇
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一
般
廃
棄
物
削
減

省資源・適正処理

◎・○・△・×(目標値に対する達成度、取組み内容の適切性、スケジュールに対する進捗度、責任者・実施者の
積極性など総合的に評価する)

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
削
減

トラック燃料による
二酸化炭素排出量
の削減

重機燃料による
二酸化炭素排出量
の削減

電力使用による
二酸化炭素排出量
の削減

水
使
用
量
削
減

水の効率的利用
日常的な節水
排水処理の管理



８.環境目標及び実績/次年度の取組み

2017年度 2020年度 2022年度

基準年 目 標 目 標 実 績 目 標

kg-CO2 261,270 292,920 308,251 259,564 299,046

t-CO2/t 26.96 26.15 25.88 25.05 25.61

年度比 100% 98% 96% 97% 95%

ℓ 53,410 49,646 50,529 54,405 48,058

ℓ/ｔ 8.25 8.00 7.92 8.81 7.84

1ｔ当たり
の年度比

100% 98% 96% 111% 95%

ℓ 6,840 7,669 8,070 5,654 7,829

ℓ/ｔ 0.71 0.68 0.68 0.55 0.67

1ｔ当たり
の年度比

100% 98% 96% 81% 95%

kWh 194,654 218,234 229,656 215,460 222,799

kWh/ｔ 20.09 19.48 19.28 20.80 19.08

1ｔ当たり
の年度比

100% 98% 96% 108% 95%

処 理 量 t 9,691 11,201 11,910 10,360 11,676

内）収運量 t 6,472 6,202 6,378 6,174 6,130

内）収運外 t 3,222 4,999 5,532 4,186 5,546

kg 1,680 1,630 1,613 1,688 1,596

1㎏当たりの
年度比

100% 98% 96% 105% 95%

㎥ 427 414 410 628 406

1㎥当たりの
年度比

100% 98% 96% 153% 95%

グリーン購入の
推進

品目 実績把握 目標設定 手順書作成 推 進
購入記録
表作成

引き続きグリーン購入対象製品の
み購入すること。

重機燃料の
二酸化炭素削減

電力使用による
二酸化炭素削減

一般廃棄物の削
減

水使用量削減

破砕機老朽化により、処理時間が長時
間化、および使用電力が増えた。
来年度は目標達成出来るように努め
る。

破砕機老朽化及び稼働停止した期
間があった為、目標達成できな
かった。
来年度は目標達成できるように努
める。

持込ゴミ（社員・搬入搬出業者とも）の監視徹
底、持ち込んだモノがゴミになったらもって帰
らせることが徹底されていないことにより、目
標を達成できていない。各部門において、排出
前にも持って帰らせるように指導すること。

破砕機老朽化により、処理時間が長時間化
したため、機械冷却用及び、粉塵防止の為
の散水量が増えた。
来年度は節水に努める。

項  目

2021年度

破砕機老朽化により、処理時間が
長時間化した。そのため、水道、
電気、燃料の全体で目標未達成に
なってしまった。
引き続き目標達成できるように努
める。

不必要なアイドリングやスピード超過など、デ
ジタコ及び同時に社員教育をにより、改善した
が、収集運搬量に比べて走行距離が伸びてし
まった為、目標を超過した。
来年度は目標達成出来るように努める（収集運
搬営業部）

必要な場面でのみ使用する事にしたの
で目標達成できたので引き続き達成で
きるように努める。 （処分製造部）

自動車燃料の
二酸化炭素
排出量削減

短期目標

次年度の取り組み

総二酸化炭素
排出量（合計）

取組項目 評価単位



９．受託した産業廃棄物の処理量
（2021.06-2022.05）

廃棄物等種類 処分方法等
処理量
（t）

廃プラスチック類 6,134

金属くず 40

6,174

廃プラスチック類 選別・破砕 10,289

金属くず 分別 71

廃プラスチック類 破砕・切断（発生ベース） 10,167
金属くず 分別 71
中古タイヤ 選別 122

10,360

10,360

0
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　　中間処理後処分量合計

中間処理合計

（ⅲ）最終処分

最終処分量合計

（ⅳ）中
間処理後
の産業廃
棄物

最終処分

再資源化等

再資源化等量小計

処理方法等

（ⅰ）収集運搬

収集運搬量合計

（ⅱ）中間処理

内、
再資源化等



１０.環境関連法規制等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

適用される主な環境関連法規制

遵守状況

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

１１.代表者による全体評価と見直し・指示

 

弊社に適用される環境関連法規制等は｢法規制その他要求事項一覧｣に取り纏め、令和４年１０月３０日に遵守
状況を確認しました。なお、関係当局より違反等の指摘はありません

【総括】
   社員の大半が３年以上のキャリアとなってきており、年度にさきがけて作成する全社の年間予定表、各部門・各委員会で作
成する年間予定表に基づいて行動することができるようになった。
先輩上司も、４名がチーフ級（係長・主任）となって成長し、自分のポジションを理解しつつある。
   本年度は残念ながら、破砕機更新工事の遅れにより、決算書も赤字となるなど、現場も数字も散々な１年間であったが、
各チーフはリーダーシップを発揮して事態の収束努力に努めてくれ、窮地を脱することができた。
また活動記録の報告や情報の公開を行う作業も、投げることなく、事務員と連携して継続していることから、今後は計画原案の
書き出しや、提案書の作成にも挑戦してもらえることを期待する。
   事業背景は戦争の影響によるエネルギー価格の高騰により急変が始まっている。具体的には石炭価格の高騰により、その代
替燃料であるタイヤチップの引き合いが強く、各需要家ともその安定確保に動いていることから、今後はその原料である「廃タイ
ヤ」の争奪戦になる可能性がある。
一方円安の影響により、新車～中古車～パーツとも輸出が旺盛であり、あわせてタイヤ～中古タイヤも同様であることから、国
内不況がはじまったことからも、廃タイヤの発生量が大きく減ってきている状況である。
当社の廃タイヤ処理数量は２年前のピーク（12,000t）から減少となっているが、作業効率・収集運搬効率・サービス面の向
上により、取引先構成を変えながら打開できる問題と見ており、そのためには、今後は向上した社員の力量を大いに発揮しても
らうことが重要だと考えている。
   これまでの会社のテーマとしては「チームリーダーの育成」を最重要課題としてあげてきたが、今般、各現業～事務部門とも増
員による力量は満たしていることから、今後はチームリーダーが部下とマンツーマンで切磋琢磨して、後輩を育成する段階に入るこ
とで、全力で盛り上げていってもらいたい。
   さて「環境活動レポート」に対する評価ですが、端的にまとめられていますが、前年のコピペが多いように思います。各チーフや、
環境担当委員にとって、ＥＡ２１様式はみんなを動かすためのツールとして、毎週の部門ミーティングでもっと生かしてみたらよい
でしょう。
力量計画や、安全衛生委員会との共同活動もあわせて、社員の皆で達成感を味わってみてください。

12

主な法規制の名称

廃棄物処理法

自動車ＮＯx・ＰＭ法

資源有効利用促進法

フロン排出抑制法

東京都環境確保条例

111% × 廃タイヤの再委託業務により増加した。
81% ◎ 手作業による荷下し荷受け作業の徹底が功奏。

108% × 破砕機の老朽化により効率が下がった。
105% △ 植栽・草刈の徹底で草木の排出が増えた。
153% × 破砕機の老朽化により効率が下がった。
－ ◎ 購買品は対象商品から選定している。

目標値
達成状況

活動計画
実施状況

グリーン購入の推進
＜改善への提案＞

自動車燃料の削減
重機燃料の削減
電力使用量削減
一般廃棄物削減
水使用量削減

× 自動車燃料：新人へのオイル交換訓練等、動力損失の削減方法を教えます。
× 一般廃棄物：排出時に草木を乾燥させ、さらに圧縮して出すなどで個数を減らします。
× 水使用量削減：洗車は洗浄機の使用により水量△30%を目標に減らします。

コメント
（目標値に対するコメント・活動計画に対するコメント）目標項目
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