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1.組織の概要

①事業社名及び代表者名

株式会社静岡マテリアル

代表取締役社長　国本　忍

②所在地

〒424-0105 静岡県静岡市清水区山切646-2

TEL　054-340-3350

FAX　054-364-3350

Email　info@shizuoka-material.com

③会社履歴

法人設立　 平成17年2月2日

資本金 1,600万円

事業年度 当年9月～翌年8月

④環境管理の責任者連絡先

環境管理責任者　常務取締役　滝井暢行

TEL　054-340-3350

FAX　054-364-3350

Email　takii@shizuoka-material.com

⑤事業内容

・産業廃棄物の収集運搬及び中間処理

・産業廃棄物処理及びリサイクルに関するコンサルティング

・再生砕石の販売

・解体工事業

・売電事業



⑥事業の規模

活動規模

⑦事業活動

山梨県産業廃棄物収集運搬業 第01900137535号

許可の有効年月日 令和4年11月26日から令和9年11月25日まで

愛知県産業廃棄物収集運搬業 第02300137535号

許可の有効年月日 平成30年12月10日から平成35年12月9日まで

神奈川県産業廃棄物収集運搬業 第01400137535号

許可の有効年月日 平成31年2月12日から平成36年2月11日まで

静岡県産業廃棄物収集運搬業 第02201137535号 優良認定

許可の有効年月日 平成28年10月28日から平成35年10月27日まで

静岡市産業廃棄物処分業（中間処理） 第06221137535号 優良認定

許可の有効年月日 平成28年11月8日から平成35年11月7日まで

静岡県産業廃棄物収集運搬業積替・保管 第06221137535号 優良認定

許可の有効年月日 平成28年11月8日から平成35年11月7日まで

建設業許可（解体工事業） 静岡県知事（般-2般）第38358号

許可の有効年月日 令和2年9月15日から令和7年9月14日まで

二酸化炭素排出量 kg-CO2

162,560
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228,985

t

売上高

従業員

令和3年度

処理量

単位
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太陽光発電（売電量）

解体工事件数

kWh

件

百万円

人

17,019

40,420

254.2

17

ｍ2床面積 1,962.81,962.81,962.8
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27,725
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0.513kg-CO2/kWh
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令和元年度

9,534
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215,927
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廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

金属くず

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

がれき類

⑧収集運搬台数

運搬車両形式と台数  最大積載量　長さ･幅･高さ(mm)

・10ｔﾀﾞﾝﾌﾟ 　1台　　9400kg     785･249･320

・4ｔｱｰﾑﾛｰﾙ　 2台    3900kg　　 596･220･246

　　　　　　　　　　 3750kg　　 597･220･247

・4ｔﾀﾞﾝﾌﾟ 　 1台    3650kg　　 548･220･248

・3tﾕﾆｯｸ 　4台　　3000kg　　 597･193･265

　　　　　　　　　　 2600㎏　　 816･228･299

　　　　　　　　　　 2850kg     816･233･295

　　　　　　　　　　 3000kg     681･220･262

・ﾊﾞﾝ　　　　 1台     350kg　　 339･147･187 計　9台　

⑨積替保管施設の概要

＜積替え又は保管を行う場所の面積＞　

　　　14.0m2

＜積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類＞　

　・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（石綿含有廃棄物に限る）

　・ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄ及び陶磁器くず（石綿含有廃棄物に限る）

　・がれき類（石綿含有廃棄物に限る）

　・廃プラスチック類、金属くず、ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず

　※以上3種類｛水銀含有産業廃棄物（蛍光ランプに限る)}　

＜積替えのための保管上限＞　

　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（石綿含有廃棄物に限る）　1.43m3

　ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄ及び陶磁器くず（石綿含有廃棄物に限る）　1.43m3

　がれき類（石綿含有廃棄物に限る）　0.96m3

　廃プラスチック類、金属くず、ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず

　※以上3種類｛水銀含有産業廃棄物（蛍光ランプに限る)}　0.78㎥

許可品目

3.91

16.72

45.79

2.22

2.37

3.01

4.31

処理量(t)

（8時間）



⑩中間処理施設の概要

＜施設の種類＞　　：破砕施設①

＜設置年月日＞　　：平成19年 7月25日

＜産業廃棄物の種類及び処理能力＞　処分量（t／日）8時間

　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　2.22

　木くず　　　 3.01

　紙くず　　　 2.37

　繊維くず　　 4.31

　金属くず　　 3.91

　ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄ及び陶磁器くず　13.48

＜処理方式＞

　破砕機（2軸回転式せん断破砕施設）

＜構造・施設の概要＞

　　　1）粉塵対策：破砕機は建物内に設置し乾燥時には適宜散水します。

　　　2）騒音対策：上記建物をもって防音対策とします。

　　　3）振動対策：ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎の上に破砕機を固定し振動対策とします。

＜施設の種類＞　　：破砕施設②

＜設置年月日＞　　：平成19年12月25日

＜設置許可変更＞　：平成25年 7月23日

＜産業廃棄物の種類及び処理能力＞　処分量（t／日）8時間

　がれき類　　45.79

　ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄ及び陶磁器くず　16.72

＜処理方式＞

　破砕機（回転式圧縮破砕施設）

＜構造・施設の概要＞

　　　1）粉塵対策：破砕機は建物内に設置し乾燥時には適宜散水します。

　　　2）騒音対策：上記建物をもって防音対策とします。

　　　3）振動対策：ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎の上に破砕機を固定し振動対策とします。



⑩処理工程図

事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図

■廃プラスチック類

【破砕処理】

■木くず

二軸回転式 リサイクル業者

■紙くず せん断破砕機 金属回収

最終処分場

■繊維くず

■ガラスくず・コンクリートくず及びガラス陶磁器くず

■金属くず

【破砕処理】

リサイクル破砕販売

■がれき 最終処分場

■ガラスくず・コンクリートくず及びガラス陶磁器くず
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　産業廃棄物処理フロー

　Ａ社

　Ｂ社

　Ｃ社

　Ｄ社

　Ｅ社

　Ｆ社

　Ｇ社

　Ｈ社

　Ｉ社

　Ｊ社

　Ｋ社

　Ｌ社

　Ｍ社

最終処分許可業者

有価販売用

破砕 再生用（委託先）

木くず 選別 破砕

廃プラスチック類 選別 破砕

紙くず 選別 破砕 有価販売用

破砕 再生用（委託先）

金属くず 選別

廃石膏ボード

再生用（委託先）

有価販売用

ガラスコンクリートくず及び陶磁器くず 選別 破砕 有価販売用 　Ｂ級再生砂として販売

破砕 再生用（委託先）

がれき類 選別 破砕 コンクリートがら 　民間工事に砕石として利用

アスファルトがら

その他がれき類

混合廃棄物 選別 再生用（委託先）



2.環境経営方針

　環境経営理念　

良好なコミュニケーションを図り、環境の恵み豊かな地域づくりに取組みます。

　また社員及び協力会社社員に対して環境情報を提供し、環境保全の資質向

上に努めます。

　基本方針　

　当社は地域社会の環境の保全を図るとともに、環境に配慮した事業活動を推進

するため、次の事項を実施します。

1）省電力活動の推進

事業活動における消費電力の節減で二酸化炭素排出量の削減に努めます。

2）燃料使用量削減による二酸化炭素排出量削減の推進

エコドライブや運行ルートの効率化を図り環境負荷の低減を推進します。

3）廃棄物の削減、リサイクル率の維持・向上

事業活動に伴う廃棄物を最小限にする努力をし、リサイクル率の維持・

向上に努めます。

4）水資源を大切にし節水活動に努めます。

5）グリーン購入の推進並びに循環資源の活用を推進します。

6）当社の事業に関連する環境の法規制を遵守します。

7）環境経営レポートを作成し従業員に周知し、地域社会に公表します。

8) SDGs 達成のために様々な方策を考え、実行しより良い未来社会になるよう努めます。

9)環境経営の継続的改善を成約します。

制定　令和 4年 9 月 1 日

株式会社静岡マテリアル

代表取締役社長　国本　忍

環　境　経　営　方　針

　　　　株式会社静岡マテリアルは産業廃棄物の中間処理業者として地域社会との



項　目 単位
基準年度
2年度
2.9～3.8

令和3年度
3.9～4.8

令和4年度
4.9～5.8

令和5年度
5.9～6.8

二酸化炭素 ｋｇ－CO2/千円 0.9558 -1% -2% -3%

購入電力 ｋｗｈ 32,644 -1% -2% -3%

ガソリン ℓ 7,249 -1% -2% -3%

軽油 ℓ 61,938 -1% -2% -3%

収集運搬量 t 11,644 2% 3% 4%

中間処理量 t 27,725 2% 3% 4%

再資源化量 t 21,625 2% 3% 4%

再資源化率 ％ 75% 75% 75% 75%

事業系一般廃棄物 t 0.24 -3% -3% -3%

水使用量 ㎥ 468 -1% -2% -3%

グリーン購入の推進

排出事業者への分別指導 件 100 100 100 100

※排出係0.513kg-co2/kwh

調達時はグリーン購入に配達する

3.環境経営目標



4.エコアクション２１実施体制

（破砕リサイクル施設技術管理士）

（監理技術者・1級土木施工管理技士）

【環境管理組織における機能】

経営責任者
①環境方針の作成と社員への周知
②実施体制の構築
③環境経営全般に対しての責任と権限
④全体の評価と見直し
⑤環境経営資源の準備

環境管理責任者
①環境経営活動の推進
②環境目標及び環境計画の作成
③環境経営推進会議の実施
④経営者への進捗状況

ＥＡ－２１活動事務局
①各部門のデータ集計
②活動計画の実績管理
③環境負荷・環境への④取り組みの自己チェックの実施
④環境管理責任者の補佐
⑤法規制の最新版管理
⑥文書・記録の管理

各部門のエコリーダー
①環境計画の実施
②月別部門データの集計
③問題点の把握と是正の実施
④推進会議の出席
⑤従業員教育

滝井暢行

（エコリーダー） （エコリーダー）

事務部門

（エコリーダー）

令和4年9月1日　現在

西野菜納

経営責任者

（代表取締役社長）

国本　忍

環境管理責任者 ＥＡ２１活動事務局

（常務取締役）

滝井暢行

工場部門 車輌部門 工事部門

（エコリーダー）

平岡力 高野公彦 滝井暢行



項　目 単位
基準年度

2年度
2.9～3.8

令和3年度
目標

3.9～4.8

令和3年度
実績

3.9～4.8
評価

令和2年度
実績（円）

令和3年度
実績（円）

対比（円）

二酸化炭素 ｋｇ－CO2/千円 0.9558 0.9462        -1% 0.9008 〇

購入電力 ｋｗｈ 32,644 32,317        -1% 43,748 × 783,456 1,049,952 266,496

ガソリン ℓ 7,249 7,176        -1% 6,738 〇 1,087,350 1,010,700 -76,650

軽油 ℓ 61,938 61,318       -1% 73,996 × 8,671,320 10,359,440 1,688,120

収集運搬量 t 11,644 11,527        2% 17,019 ×

中間処理量 t 27,725 27,447        2% 40,521 ×

再資源化量 t 21,625 21,408        2% 31,606 ×

事業系一般廃棄物 t 0.24 0.23        -3% 0.24 ×

水使用量 ㎥ 468 463        -1% 709 × 65,520 99,260 33,740

グリーン購入の推進 0 未把握 配慮 配慮 〇

排出事業者への分別指導 件 100 100 100 〇

5.環境経営目標の実績

電気の使用量と軽油の使用量が増加しました。
エコドライブを心掛けるよう、毎日行う朝礼で従業員に声掛けを行います。
環境経営目標の実績数値のみのフィードバックではなく、金額を入れることにより、従業員によ
り身近に感じてもらい、各項目の目標達成に近づけて行きたい。

【環境管理責任者のコメント】



計画

6.環境経営計画（1） （令和3年9月1日から令和4年8月31日まで）

①エアコンの設定温度は夏場は28℃、冬場は20℃とする

②使用していないパソコンの電源は切る

③昼休み時間の消灯及び電球の間引き

④照明器具、空調フィルターの定期的な清掃

①アイドリングストップの徹底（車輌・重機）

②急発進・急加速・急減速の禁止

③不要な荷物は積まない

④空気圧の適正確認

⑤カーエアコンの適正な使用

⑥早めのアクセルオフ

⑦暖機運転禁止

①コピー用紙の両面使用

②封筒の再利用

③使用済み切手の収集

④集約化購買

①古紙・缶・ビン・ペットボトルの分別

②分別ルートの新規開拓

③転用可能な資材の活用

④電子マニフェストの使用

①節水ラベルの貼付

②ストップガンの取付

①環境ラベル登録品の購入

「エコ商品ねっと」にて確認後購入

　http://www.gpn.jp/econet/

排出事業者への分別指導 事務所 瀧 ①排出者への指導

グリーン購入
事務用品・
用具等

瀧

節水活動
工場・事務

所
滝井

産業廃棄
物・一般廃

棄物
平岡

廃棄物のリサイクル

事務所 安竹

ガソリン・軽
油

平岡
国本
（正）
髙野

10月 11月 12月 1月 8月 適用

二酸化炭素排出量の削減

購入電力 瀧

2月 3月 4月 5月 6月 7月

目的 区分 担当 活動項目
実施スケジュール

9月



6.環境経営計画の取組み結果とその評価、次年度の取組み内容（2）

継続実施

継続実施

月1回の定例会議で指示

SDGsの取り組み

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

継続実施

車内シールの貼り付け、月1回
の定例会議での呼びかけ

表示・シールの貼り付け、事務
所内での声掛け

洗車にはバケツを使用し、手を洗う時や、歯磨きをするときにはお水を出
しっぱなしにせず、節水活動に向努める。

コピー用紙の両面使用や封筒の再利用をして、廃棄物のリサイクルに努め
る。

△

○

月1回の定例会議で指示、日々
の声掛け

社内で利用

職員が平等に働けるよう、資格
取得を推進

男性、女性問わず環境問題に
取り組むよう、月1回の定例会
議で発信

業務内容や分担を見直し、休
暇を取りやすくする

△

△

○

△

○

○

○

△

内容

評価

1年に1回は必ず行う

今後の取り組み

会社の現状況を全職員でシェ
ア

継続実施

継続実施○

目的 活動項目
評価

○

○

定期健康診断の実施、健康と福祉を守る事により、ドライバー又は工場作
業員の作業効率を上げ、二酸化炭素の削減に努める。

月1回の定例会議を実施

資格取得支援制度、廃棄物のリサイクルに対する知識を更に身につけ、ク
ライアントにも分別などの意識づけを行う。

ハラスメント規制の策定及び教育、男性職員、女性職員が共にリサイクル
又は二酸化炭素の削減に向けた努力を行う。

使用していないパソコンの電源は切る

昼休み時間の消灯及び電球の間引き

エアコンの設定温度は夏場28℃、冬場20℃に設定し、二酸化炭素の削減
に努める。

会社の経営、健全な経営を保っていく為に、有給休暇、育児休暇、介護休
暇取得を推進する。

アイドリングストップの徹底（車両・重機）、車の発進時はふんわりアクセル
『eスタート』し加速の少ない運転をして、二酸化炭素の削減に努める。



7.当社の取組み①

　

ｃ。

電球の間引きエアコンフィルターの清掃

分別の徹底（アルミ缶） 室温調整の啓発

分別の徹底（スチール缶）ストップガンの取付



7.当社の取組み②

工場内照明のＬＥＤ化

車内ステッカーの貼付

節水の啓発 エコアクションステッカーの貼付

エコアクションステッカーの貼付



8.当社の取組み③

スマートメーターの活用 ハイブリッド車の導入



8.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、訴訟の有無

1）環境関連法規の遵守状況

当事業所に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。

運用期間の実績

　廃棄物排出事業者との委託契約 契約終了の日から5年間保存

排出事業者の控え 排出事業者の廃棄物引渡し確認用

排出事業者→運搬受託者→処分受託者→運搬受託者の控え 運搬受託者の運搬終了確認用

排出事業者の運搬終了確認用（運搬を終了した日から１０日以内）

排出事業者→運搬受託者→処分受託者の控え 処分受託者の処分終了確認用

排出事業者→運搬受託者→処分受託者→運搬受託者 運搬受託者の処分終了確認用（処分を終了した日から１０日以内）

排出事業者→運搬受託者→処分受託者→排出事業者 排出事業者の処分終了確認用（処分を終了した日から１０日以内）

排出事業者の最終処分終了確認用

　マニフェストの保管 紙マニフェスト・電子マニフェスト

　廃棄物の悪臭・飛散防止
廃棄物の種類に見合った養生を実施（石綿含有は内袋付きフレコン
にて運搬）

　保管場所への掲示 ｃ。 各保管場所へ掲示

　マニフェストの年間集計と知事への報告 紙マニフェスト・電子マニフェスト

　許可と許可書の更新 平成２８年１０月、１１月に優良認定取得

　委託先の実地確認と記録の保存 現地確認を実施し記録を保管

 静岡市廃棄物の処理及び清掃に関する規則 　一般廃棄物の分別排出
一般廃棄物が混入された場合は返納を実施（自社から排出される一
般廃棄物は委託業者へ委託）

　交通法規の遵守 交通違反件数はゼロ

　点検の実施 使用前点検、公的検査実施（車検）

家電リサイクル法 　指定家電の収集 委託された家電の収集運搬を実施

ＰＣリサイクル法 　ＯＡ機器の収集 委託されたOA機器の収集運搬を実施

環境基本法 　一般的な自主努力

　温室効果ガス抑制措置 ポスター等にて喚起

　３Ｒへの努力

建設リサイクル法 　分別解体等の届出 7日前に提出 15件の届出

○

○

○

運搬車輌の荷台にシートで養生する ○

静岡県産業廃棄物の適切な処理に関する条例

○

○

地球温暖化対策推進法 クールビズ、ウォームビズの推進

○

循環型社会形成推進基本法 廃棄物等のうち有用な物の４循環的利用の推進 ○

○

排出事業者への分別指導101件

道路交通法

パソコン・モニター ○

○

○

テレビ・冷蔵庫ほか

産業廃棄物と一般廃棄物の分別

○現地確認記録の保管

備考

排出事業者→運搬受託者→処分受託者→運搬受託者
→排出事業者

○

○

○

（最終処分受託者からの２次マニフェストのE票を受けて）
排出事業者→運搬受託者→処分受託者→排出事業者

5年間 ○

　マニフェストの管理（Ｄ票）

　マニフェストの管理（Ｅ票）

○

適用内容または規制基準値 遵守状況

　マニフェストの管理（Ａ票）

　マニフェストの管理（Ｂ１票）

　マニフェストの管理（Ｂ２票）

法規・条例・規則

○契約書の締結

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

○

○

○

60cm×60cm

6月30日までに提出

7年間

不法投棄の禁止　不法投棄禁止

○

○

　マニフェストの管理（Ｃ１票）

　マニフェストの管理（Ｃ２票）



運用期間の実績

労働安全衛生法（石綿障害予防規則） アスベスト含有物（重量の0.1%超え）を含む解体工事 労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を準備

フロン排出抑制法 重機空調機の簡易点検

グリーン購入法 主に事務用品類においてエコマーク商品を購入

騒音振動規制法 　騒音振動レベルの計量 破砕機の設置における周辺への生活環境影響を調査する
音圧レベル、振動加速レベルを計量し生活環境に影響がないことを
確認

地域協定 　地域運行ルートの遵守 定められた運行ルートにて走行する 地域からの苦情等はない

2）違反訴訟等の有無

令和4年9月1日　株式会社静岡マテリアル　環境管理責任者

　　　　関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟も過去3年間ありませんでした。

　フロン類含有製品の廃棄時、登録された第1種フロン
類回収業者に引き渡す義務/空調室外機の簡易点検、
建設機械

・特定施設の届け出

○

○

○

機器の廃棄等を実施する場合は、フロン類を「第一種フロン類充塡回
収業者」に引き渡す/３ヶ月に１回自主点検実施。

品質や価格だけでなく環境のことを考え、環境負荷ができるだけ小さ
い製品やサービスを優先して購入する

備考 遵守状況

○

①解体等に当たっての措置：事前調査、作業計画（封じ込め・囲い作
業）、②従業員に対する健康障害防止：石綿除去用の保護具着用、③
記録の保存期間（作業・環境測定・健康診断結果：40年）

○

法規・条例・規則 適用内容または規制基準値

　グリーン購入法基準の物品を購入



9.代表者による全体評価と見直し結果

1 記録・文書として作成

2 未達成

3 継続取組み

4 記録に記載

5 問題なし

6 別紙報告

7 別紙報告

令和4年9月3日　　株式会社静岡マテリアル

代表取締役　　国本　忍

1 エコアクション21文書

2 環境目標及び目標達成状況

3 環境活動計画及び取組み実施状況

4 環境関連法規要求一覧及び遵守状況

5 外部コミュニケーション・対応記録

6 問題点の是正・予防措置の実施状況

代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

■

■

■

「有」の場合の指示事項等

随時変更すること

目標設定の数値の見直し

年間計画の充実

無

有

変更の
必要性

有

無

無

無

見直し項目

■

■

■

■

　購入電力は二酸化炭素だけでなく、経営にも大きく影響してくるところでもある。無駄な経費を削
減するためにも結果をしっかり残してほしい。

　とにかく毎月の定例会また気がついたその場で是正すべき事項は全員で共有し、少しでも目標
達成が出来るよう努力をしていって欲しいと思う。

　また、目標は従業員に対し分かりやすく、取り組みやすい、また管理者にとっては管理把握のし
やすいものに変えるべきであろうと思う。次年度の目標は少し視点を変えて設定してみてはと感じ
る。

確認

見
直
し
関
連
情
報

エコアクション21文書

環境目標及び目標達成状況

環境活動計画及び取組み実施状況

環境関連法規要求一覧及び遵守状況

外部コミュニケーション・対応記録

問題点の是正・予防措置の実施状況

その他

項目


