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１．組織の概要

（１）名称及び代表者

・株式会社香川県環境衛生センター

・代表取締役　尾方耕治

（２）所在地

本社      

積替え保管場所　香川県高松市川部町字宮本1004-2,1004-4

（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 佐々木　睦

連絡担当者 佐々木　睦

TEL　087-886-1061

（４）事業内容

（５）事業の規模

設立日年月日　１９７３年６月14日

資本金　１０００万円

売上高(出来高) 127百万円／2021年度

従業員 7 人

延べ面積 事務所・倉庫　333㎡、積替保管場所・駐車場1044㎡

（６）事業年度

4月～3月

・組織図

香川県高松市川部町1004-4

従業員

一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物収集運搬業

代表取締役

総務担当 現場責任者



①許可番号　　　　 第09710005657

③許可有効期限　 令和4年11月13日

④事業範囲

取り扱う産業廃棄物の種類

①燃え殻、②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ、 ①燃え殻、②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ、

⑥廃プラスチック類、⑦紙くず、⑧木くず、⑨繊維くず、⑥廃プラスチック類、⑦紙くず、⑧木くず、⑨繊維くず、

⑩動植物性残さ、⑪ゴムくず、⑫金属くず、⑬ガラス ⑩動植物性残さ、⑪ゴムくず、⑫金属くず、⑬ガラス

くず、コンクリートくず及び陶磁器くず、⑭鉱さい、 くず、コンクリートくず及び陶磁器くず、⑭鉱さい、

⑮がれき類、⑯動物のふん尿、⑰動物の死体、 ⑮がれき類、⑯動物のふん尿、⑰動物の死体、

⑨汚泥

事業系一般廃棄物(し尿を除く)

家庭系一般廃棄物(一時的なごみ、または多量のゴミなど

積替え保管の有無：積替え保管を含む

高松市が取集しないものに限り、し尿を除く)

③ 許可有効期限　　令和6年3月31日

④事業範囲

② 許可年月日　　　令和4年4月1日

取り扱う特別管理産業廃棄物の種類

①許可番号　　　　 第09760005657

②許可年月日　　　 令和4年8月9日

③許可有効期限 　 令和4年11月13日

④事業範囲

積替え又は保管：積替え又は保管を含む。

① 許可番号　　　　高松市許可4号

⑤鉱さい、⑥廃石綿等、⑦ばいじん、⑧燃え殻、

【高松市　一般廃棄物収集運搬業】

⑧燃え殻、⑨汚泥

【香川県　産業廃棄物収集運搬業】

・レポートの対象期間　　　　　　　2021年4月～2022年3月

・環境活動レポートの発行日 　　2022年6月1日

【高松市特別管理産業廃棄物収集運搬業】

廃棄物⑤鉱さい、⑥廃石綿等、⑦ばいじん、

①廃油、②廃酸、③廃アルカリ、④感染性産業 ①廃油、②廃酸、③廃アルカリ、④感染性産業廃棄物

⑱ばいじん(ただし、自動車等破砕物は含まない。)

【香川県特別管理産業廃棄物収集運搬業】

①許可番号　　　　 第03753005657

②許可年月日　　　 令和4年5月18日

2．対象範囲(認証・登録範囲)

●　 許可内容
【高松市　産業廃棄物収集運搬業】

積替え又は保管の有無：積替え又は保管を含む。

取り扱う産業廃棄物の種類

①許可番号　　  　第03703005657

②許可年月日　　 令和4年5月11日 ②許可年月日　　　令和4年8月9日

③許可有効期限　令和5年12月19日

④事業範囲

積替え又は保管の有無：積替え又は保管を含まず。

・対象範囲(認証・登録範囲)　　　本社、積替え保管場所

③許可有効期限 　 令和5年7月22日

④事業範囲

積替え又は保管：積替え又は保管を含まず。

取り扱う特別管理産業廃棄物の種類

⑱ばいじん(ただし、自動車等破砕物は含まない。)



車輛形式 台数

5ｔパッカー車 1

3.5ｔパッカー車 1

2ｔパッカー車 4

2ｔトラック 1

4ｔアームロール車 1

フォークリフト 1

処理方法 処理量（ｔ）

14.64

0.06

0.95

1.19

1.63

0.76

0.06

94.87

2,090.59

87.91

2,292.66

混合廃棄物

事業系一般廃棄物

感染性産業廃棄物

【産業廃棄物】                  　【一般廃棄物】　　　　　　【特別管理産業廃棄物】

〇積替え保管

がれき類

廃プラスチック類・金属くず(蛍光灯
安定器)

●　施設の状況
〇収集運搬車輛

合　　計

　　保管面積　　15.32㎡　　　　　保管上限　　16㎥　　　　　　　保管面積　　4.2㎡

　　保管上限量　17.7㎥                                            　　　     保管上限量　8.0㎥

　　高さ    　　　　1.16m

●　処理実績

　　　　　受託した廃棄物の量

収集運搬

　　　　   　(2021年4月～2022年3月)

廃棄物等種類

廃プラスチック

ガラス・陶磁器・ｺﾝｸﾘｰﾄくず

金属くず

金属くず・ガラス・陶磁器・ｺﾝｸﾘｰﾄく
ず　廃プラスチック(廃蛍光管)

汚泥（廃乾電池）



1．具体的には次の項目に取り組みます。

① 省エネの推進に取り組みます。

③ 車輛の洗車、並びに生活水の節水に取り組みます。

④循環型社会構築に配慮した収集運搬業に取り組みます。

　2．環境関連法規、条例、規則を遵守します。

制定日：2015年7月23日

改訂日：2020年4月17日

㈱香川県環境衛生センター

代表取締役　尾方耕治

３．環境経営方針

基本理念

　株式会社香川県環境衛生センターは、地域循環共生圏形成の一役を担
う事業者として、廃棄物収集運搬業及び再資源化事業を通じて、循環型社
会構築への取り組みに貢献します。

行動方針

② 廃棄物排出量の削減、並びに再資源化に取り組みます。

　環境経営方針は、全ての従業員に周知し、継続的改善活動に取り組みます。



【中・長期目標】

単位
基準年

（2019年）
2020年 2021年 2022年

二酸化炭素の削減　＊1 kg-CO2 103,977 102,938 101,898 100,858

   ・電気使用量の削減 kWh 9,129 9,038 8,946 8,855

 　・ガソリン使用量の削減 L 2992.8 2962.9 2932.9 2903.0

 　・軽油使用量の削減 L 35140.6 34789.2 34437.8 34086.4

廃棄物排出量の削減 kg 2,216 2,194 2,172 2,150

環境に配慮した収集運搬
の実施　　＊2

実施率 100% 100% 100% 100%

＊１．電力のＣＯ2 発生量については、

　　　環境省2020年1月7日公表四国電力調整後排出係数0.528(kg-CO2/kWh)を適用

＊2．環境に配慮した収集運搬の実施として下記①②に取組ます。

　①作業時間や走行距離の短縮を図る為に定期的に見直しを実施する

　②車両管理責任者を選任し、始業前の点検強化を実施する

＊3．水は地下水を利用

☆今年度は2021年度の目標に取組む

４．環境経営目標

目的
目　　　標



５. 環境経営計画

○取組期間　２０２１年４月　～　２０２２年３月

具体的実施項目 実施責任者

①休憩時、不在時の消灯

②適正温度の維持

①アイドリングストップの徹底

②エコドライブの励行強化

③外部講師による講習会の実施検討

①コピー枚数の削減

②コピー用紙の裏再利用

③分別の徹底（ダンボール、新聞紙、雑誌の分別）

産業廃棄物の削減 ①再資源化の推進 佐々木

①作業時間や走行距離の短縮を図る為に定期的
に見直しを実施

②車両管理責任者を選任し、始業前の点検強化

水使用量の削減（節水） ①洗車時の節水を図る 佐々木

廃棄物
排出量の削減

一般廃棄物の削減 中村

環境に配慮した収集運搬の実施 佐々木

目　　　的

二酸化炭素
排出量の削減

電気使用量の削減 中村

ガソリン・軽油
使用量の削減

佐々木



*事務所

・自部門の特定された緊急事態への対応マニュアル作成

全従業員
・環境経営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

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

総務部担当

・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実施

・自部門に関連する環境活動計画の実地及び達成状況の報告

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

環境管理責任者

・環境経営システムの構築、実地、管理

・環境関連法規等取りまとめ表の作成

・環境経営目標、環境経営計画書を作成

・環境活動の取り組み結果を代表者に報告

・環境経営レポートの作成

・緊急事態への想定と訓練実施の確認

代表取締役

・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実地に必要な、人、設備、費用、時間を準備

・環境管理責任者を任命

・環境経営方針の策定、見直し及び全従業員への周知

・全従業員に対する教育・訓練の実施

・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を実施

・部門の特定された緊急事態への対応マニュアルの承認

・環境経営レポートを確認し、承認

・環境関連法規等取りまとめ表の承認

６. 環境管理体制

総務 現場責任者

役割・責任・権限

代表取締役

尾方　耕治

環境管理責任者

佐々木　睦

従業員



○取組期間　2021年4月　～　2022年3月

目的 単位
基準年

（2019年）
目標 実績 削減率 評価

二酸化炭素の削減　＊1 kg-CO2 103,977 101,898 80,481 21%減 ○

   ・電気使用量の削減 kWh 9,129 8,946 7,734 14%減 ○

 　・ガソリン使用量の削減 L 2,992.8 2,932.9 1,088.4 63%減 ○

 　・軽油使用量の削減 L 35,140.6 34,437.8 28,597.9 17%減 ○

廃棄物排出量の削減 kg 2,216 2,172 162 93%減 ○

環境に配慮した収集運搬の
実施　　＊2

実施率 100% 100% 100% ○

＊１．電力のＣＯ2 発生量については、 ○:達成

　　　環境省2020年1月7日公表四国電力調整後排出係数0.528(kg-CO2/kWh)を適用 ×:未達

＊2．環境に配慮した収集運搬の実施として下記①②に取組ます。

　①作業時間や走行距離の短縮を図る為に定期的に見直しを実施する

　②車両管理責任者を選任し、始業前の点検強化を実施する

○コメント

環境に配慮した収集運搬の
実施

７．【環境経営目標実績結果と評価】

二酸化炭素の削減

廃棄物排出量の削減

・達成要因は、営業車がなくなった事と収集運搬のコース見直しに重点を置き
徹底して取り組んだ。更にパッカー車輌2台の削減が大きい。ガソリン、軽油の
価格が高騰している状況で経営にも大きく寄与している。

・産業廃棄物を従来、持込みを受け入れていたのを中止する事で産業廃棄物
がなくなったことが原因である。実績は一般廃棄物である。

・2項目は重点化し、特に、①は徹底して取り組んだ。



○取組期間　2021年4月　～　2022年3月
具体的実施項目 4月-6月 7月-9月 10月-12月 1月-3月 評価

①休憩時、不在時の消灯

②適正温度の維持

①アイドリングストップの徹底

②エコドライブの励行強化

③外部講師による講習会の実施検討

①コピー枚数の削減

②コピー用紙の裏再利用

③分別の徹底（ダンボール、新聞紙、雑誌の分
別）

産業廃棄物の削
減

①再資源化の推進 - - - - -

①作業時間や走行距離の短縮を図る為に定期
的に見直しを実施

○ ○ ○ ○ ○

②車両管理責任者を選任し、始業前の点検強化 ○ ○ ○ ○ ○

○評価に対するコメント

・電気使用量削減の2項目は出来ている。ガソリン・軽油使用量削減では、①②は常に働き
かけ取り組んだ。②は次年度も強く働き掛ける必要がある。③は出来ていない。今期はルート
見直しに重点を置いた。次年度は外部講師に依頼する前に、使用量の意識付けを実施する
事が必要である。

・一般廃棄物削減への取り組みは定着の方向にある。産業廃棄物は、従来、持込みを受け
入れていたが今期より中止した。

・取り組みは出来ている。特にコース見直しは重点化し、毎週火曜日に現場で打ち合わせを
行い、無駄なコースの見直しを徹底した。従来は、各自に任せ各自の好きなように収集を実
施しており、無駄な収集運搬のコースが発生していた。

・洗車時の節水を働きかけた結果、中に洗車を十分にしていない人も発生。次年度は洗車も
十分に実施し、節水の働きかけを継続する。

評価に対するコメント目的

二酸化炭素排出量の削減

廃棄物排出量の削減

環境に配慮した収集運搬の
実施

節水

○ ○

○：計画通り実施  △：一部出来なかった  ×：出来ていない

○

組織本来の取
組

環境に配慮した
収集運搬の実施

節水 ○ ○ ○

廃棄物
排出量の削減

一般廃棄物の削
減

○ ○ ○

①洗車時の節水を図る

△

８．環境活動計画の取組結果とその評価

二酸化炭素
排出量の削減

電気使用量の削
減

○ ○ ○ ○ ○

ガソリン・軽油使
用量削減

○

△ △ △ △



９.   次年度の環境経営目標及び環境経営計画

○環境経営計画
      (取組期間　2022年4月　～　2023年3月)

具体的実施項目 実施責任者

①休憩時、不在時の消灯

②適正温度の維持

①アイドリングストップの徹底

②エコドライブの励行強化

③軽油使用量の意識付けを実施する。

①コピー枚数の削減

②コピー用紙の裏再利用

③分別の徹底（ダンボール、新聞紙、雑誌の分別）

①作業時間や走行距離の短縮を図る為に定期的
に見直しを実施

②車両管理責任者による始業前の点検強化

廃棄物
排出量の削減

水使用量の削減（節水） 佐々木

目　　　的

二酸化炭素
排出量の削減

電気使用量の削減 中村

ガソリン・軽油
使用量の削減

佐々木

○環境経営目標は、中・長期目標の2022年度目標に取り組む

一般廃棄物の削減 中村

環境に配慮した収集運搬の実施 佐々木

①洗車時の節水を図る



環境関連法 具体的内容 義務 責務

受託した産業廃棄物・特別管理産業廃棄物について、処理基準を遵守、
産業廃棄物管理票（マニフェスト）の使用
書面での委託契約の締結
収集運搬車両の掲示、及び書面の備え付け

廃棄物の飛散・流出防止

一般廃棄物委託基準の遵守

マニフェスト交付状況報告書の作成・県への提出

浄化槽法
浄化槽設置、変更の際の届け出
定期検査の実施
保守点検、清掃の実施

○

家電リサイクル法 特定家庭用機器の適正な引き渡し、料金の支払い等 ○

特定製品（業務用エアコン、冷蔵庫等）の廃棄時のフロン回収・破壊

取引証明書による回収・破壊の工程の確認

業務用エアコンの適正管理

香川県環境基本
条例

事業活動を行うに当たっては、公害の防止その他の環境負荷への低減
又は自然環境の適正な保全の為に必要な措置を講じる。

○

地球温暖化の理解を深め、自動車によるＣＯ2の排出を抑制するため、
エコ運転を励行する

○

事業所にて発生する廃棄物の減少に努め資源の有効活用を図ると共
に、電気の使用量を削減し省エネルギー活動を推進する

○

エネルギーの消費量が少ない電気機器等の使用及び電気機器等の効
率的な使用に努める

○

環境マネジメントプログラム展開体制の組織を設置 ○

アイドリングストップの励行 ○

産業廃棄物処理実績報告

産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）運搬実績報告

一般廃棄物処理実績報告

高松市環境基本
条例

廃棄物を適正に処理する ○

高松市環境美化
条例

容器包装の再資源化促進及びたばこの吸い殻等の散乱防止について
従業員の意識の啓発を図る

○

高松市廃棄物の
適正処理及び再
生利用の促進に
関する条例

周辺の清掃を行い、清潔を保ち、みだりに廃棄物が投棄されないよう管
理する

○

＊当社に該当する環境関連法規等は遵守できている。又、過去3年間、環境法規制等の逸脱はありませんでした。さら
に、地域住民、行政等関係機関からの違反・訴訟もありませんでした。

10．環境関連法規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
当社に該当する主な環境関連法規一覧

法規制取りまとめ表記載

○

フロン類の使用の
合理化及び管理の
適正化に関する法
律

〇

香川県産業廃棄物
処理等指導要綱
（高松市　〃） 〇

香川県生活環境
の保全に関する
条例

廃棄物処理法



排出量削減では営業車をなくした事もあるが、環境に配慮した収集運搬の実施にて、収集

運搬におけるコース見直しに重点を置き、毎週火曜日に無駄なコースはないか見直しを実施

削減できた。

　環境経営計画は、外部講師による講習会を検討したが、ルート見直しを最優先した事で

出来ていない。他の取り組みは習慣化の方向にある。

は、取引業者の状況を1年間みて次の中・長期目標策定に反映する。環境経営計画は、ガソリ

する。環境経営方針は継続する。

した。長年の各人の意識と行動を変えることは苦労したが、継続する事で軽油使用量の削減

6,543L削減する結果となった。しかも、収集運搬量は増えている。この結果は、経営に大きく

　次年度の環境経営目標は、中・長期目標の2022年度の目標に取り組む。産業廃棄物の目標

に大きな成果を出すことが出来た。ガソリン・軽油の価格が高騰している中、基準年に対し、

　　環境経営目標に掲げた6項目の目標は、全て達成することが出来た。特に、二酸化炭素

2022年4月21日

　　尾方　耕治

代表取締役

１１.   代表者による全体評価と見直し・指示

ン・軽油使用量削減と、環境に配慮した収集運搬での取り組みで一部改訂するが、他の取り組

みは習慣化するまで継続する。

影響する事となっている。又、産業廃棄物も長年の受け入れを中止した事で数字上は大きく

　次年度は、働き方改革に取組みたい。土曜日の収集運搬にて、社員の休みをとれる仕組みを

つくる。又、営業も強化したい。実施体制は、環境管理責任者を変更した所であり現体制を継続


