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Ⅰ．環境経営方針

　　　　　　　　　　　　

１

２

３

４

５ ．環境に配慮した収集運搬に取組みます。

６ ．地域での清掃活動等環境活動に積極的に参加します。

７ ．上記2～6の取組の結果を計量化（数値化）し、向上（継続）していきます。

８ ．本方針を全従業員に周知徹底いたします。

　　改訂日： 2021年7月6日

．水使用量の削減に取組みます。

．廃棄物の削減に取組みます。

環 境 経 営 方 針

．環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。

　株式会社ジャパンクリーンサービスは、本業である産業廃棄物処理業を通じて、地球温暖化問題に取り組
むとともに、経営における課題とチャンスを定期的に明確にし、環境経営を継続的に改善すると共に、地域の
環境活動にも自主的・積極的に取り組みます。
　また、廃プラスチック（海洋プラスチック）問題など生物多様性へ影響を与える事項についても積極的に情
報を収集し、社員及び顧客に発信します。

代表取締役  　山本　宏光

　　制定日： 2016年12月27日

ご　挨　拶

　株式会社ジャパンクリーンサービスは、神戸市内を中心に一般企業より排出される産業廃棄物を中間処理
場・最終処分場へと運搬しております。昭和６３年の設立以来、微力ながら産業廃棄物の収集・運搬という役
割において適正処理に尽力してまいりました。
　この度弊社は、エコアクション２１に基づく環境経営システムを構築し運用開始することによって、地球環境
に優しい企業として、新たな一歩を踏み出しました。
　これを全社員に周知徹底し、環境意識を高め、継続的に環境負荷の低減に取り組んで行くことを宣言しま
す。

．二酸化炭素排出量の削減の為に省エネルギー(電力・ガソリン・軽油等削減）に取組みます。
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Ⅱ．組織の概要（情報公開項目に＊印付記）

（１） 名称及び代表者名
株式会社ジャパンクリーンサービス
代表取締役　山本 宏光

（２） 所在地
本社（倉庫含む）・駐車場・給油所 〒652-0866　兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町4番34号

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 取締役兼営業部長 山本  晃二

（４） 事業内容

②特別管理産業廃棄物収集運搬業

 ＊法人設立年月日　：　1988年12月15日

  　　　　 （６） ＊資本金　　　　　　　：　40百万円

（７） 事業の規模 (2021年度実績）
＊売上高 340.2百万円
廃棄物収集運搬量 24094.6トン 【内訳】普通産廃  23803.33トン　　特別管理産廃　291.31トン

本社 （倉庫含む） 駐車場 給油所 合計

従業員 22名 - - 22名
延べ床面積 511.36㎡ 1500㎡ 150㎡ 2161.36㎡

（８） 事業年度 ４月～翌年３月

①産業廃棄物収集運搬業
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（９） ＊組織図

代表取締役（社長） ・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、技能、技術者を準備
・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を実施
・環境経営レポートの承認

環境管理責任者 ・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
・環境経営活動の取組結果を代表者へ報告
・環境経営レポートの確認

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局
・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
・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成
・環境経営活動の実績集計
・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（事務所に備付けと地域事務局への送付）

部門長 ・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
・自部門に関連する環境活動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
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

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・積極的に環境経営活動へ参加

役割・責任・権限

総務・人事部 営業部 業務部

代表取締役

ＰＣＢ事業部

環境管理責任者

EA21 推進委員会

運行部
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■産業廃棄物収集運搬業許可 別紙－１に記載

　　　　　（１１）　＊施設等の状況

■産業廃棄物収集運搬用車両

車種 最大積載量 台数
脱着装置付コンテナ専用車 3,550kg 1
脱着装置付コンテナ専用車 12,000kg 3
脱着装置付コンテナ専用車 7,900kg 1
ダンプ 11,800kg 1
ダンプ 11,000kg 1
ダンプ 10,700kg 1
タンク車 7,440kg 1
キャブオーバー 12,400kg 1
キャブオーバー 4,600kg 1
キャブオーバー 3,000kg 1
バン 13,600kg 1
バン 2,000kg 3
バン 1,200kg 2
ステーションワゴン - 1
フォークリフト 2,500ｋg 1

Ⅲ．認証・登録の対象組織・活動

登録組織名： 株式会社ジャパンクリーンサービス
対象事業所： 本社（倉庫含む）・駐車場・給油所
活　　　　 動：

Ⅳ．主な環境負荷の実績

単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

kg-CO2 618,330 575,904 579,007 475,085
ｋＷｈ 12,104 12,521 14,000 15,583

Ｌ 3,172 4,260 2,824 4,658
Ｌ 234,596 217,097 219,321 177,102
t 17,501.9 27,829.6 27,315.4 24,094.6

ｋｇ 563 556 533 535
㎥ 279 235 227 213

※　化学物質は使用しない。

Ⅴ．収集運搬工程

＜対象物＞
　医療系・ＰＣＢ・廃プラ・汚泥等

＜対象物＞
　廃プラ・紙・木・繊維・ガラ陶

※　弊社の収集運搬工程は、上記①、②、③の工程である。

一般廃棄物排出量

①産業廃棄物収集運搬業

水使用量

二酸化炭素総排出量

②特別管理産業廃棄物収集運搬業

ガソリン使用量

　　　　　（１０）　＊許可の内容

受託した産業廃棄物の処理量
軽油使用量

電力使用量

項　目

排出事業者
中間処理場

（焼却）

排出事業者
中間処理場

（破砕・選別）

最終処分場

（埋立）

① ②

③
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Ⅵ．環境経営目標及びその実績

（１）中長期目標

（基準年度)
2019年度

目標 目標 目標 目標

kg-CO2 575,904 570,145 564,385 558,626 552,867

対基準（％） 100 (△１％） (△2％） (△3％） (△4％）
kWh 12,521 12,521 12,271 12,145 12,020

kg-CO2 5,910 5,910 5,792 5,733 5,674

対基準（％） 100 現状維持 (△2％） (△3％） (△4％）
Ｌ 4,260 4,218 4,175 4,132 4,090

kg-CO2 9,883 9,786 9,686 9,587 9,488
対基準（％） 100 (△１％） (△2％） (△3％） (△4％）

Ｌ 217,097 214,926 212,755 210,584 208,413
kg-CO2 560,110 554,509 548,908 543,307 537,706

対基準（％） 100 (△１％） (△2％） (△3％） (△4％）
kg 556 550 545 539 534

対基準（％） 100 (△１％） (△2％） (△3％） (△4％）

Ⅲ.水使用量の削減 ㎥ 235 233 230 228 226

対基準（％） 100 (△１％） (△2％） (△3％） (△4％）

t/L
※2

1.55 1.57 1.58 1.60 1.62

対基準（％） （＋1%） （＋2%） （＋3%） （＋4%）

2回 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年

対基準（％） （維持） （維持） （維持） （維持）

（２）2021年度の実績

kg-CO2 575,904 564,385 475,085

対基準（％） 100 (△１％）
kWh 12,521 12,271 15,583

kg-CO2 5,910 5,792 7,355 78.7
対基準（％） 100 (△2％）

Ｌ 4,260 4,175 4,658
kg-CO2 9,883 9,686 10,807 89.6

対基準（％） 100 (△2％）
Ｌ 217,097 212,755 177,102

kg-CO2 560,110 548,908 456,923 120.1
対基準（％） 100 (△2％）

kg 556 545 535

対基準（％） 100 (△2％）
㎥ 235 230 213

対基準（％） 100 (△2％）

t/L 1.55 1.58 1.65

対基準（-） （基準年+2％）

回/年 2回 2回/年 2回

基準年比 （維持）

○

104.4

③自動車燃料の使用量削減
（軽油）
(2.58kg-CO2/ℓ)

100.0

○
Ⅳ.環境配慮・収集運搬
収集運搬における環境配慮
（収集運搬車の燃費向上）

　　一般廃棄物の削減

○

Ⅱ.廃棄物排出量の削減

108.1

Ⅴ.会社周辺の清掃

Ⅲ.水使用量の削減

○

×

○
③自動車燃料の使用量削減
（軽油）
(2.58kg-CO2/ℓ)

②自動車燃料の使用量削減
（ガソリン）
(2.32kg-CO2/ℓ)

×

118.8

○101.8

②自動車燃料の使用量削減
（ガソリン）
(2.32kg-CO2/ℓ)

2019年度

Ⅳ.環境配慮・収集運搬
収集運搬における環境配慮
（収集運搬車の燃費向上）

Ⅴ.会社周辺の清掃

2021年4月～2022年3月

目標

①　電力の使用量削減
(0.472kg-CO2/KWh)

実績 達成度（％） 評価

Ⅰ. 二酸化炭素排出量の削減

2021年度における実績

基準値

 
                                                年　度
　
　項　目

Ⅱ.廃棄物排出量の削減

※1  電力による二酸化炭素排出量は、リコージャパン（株）の二酸化炭素排出係数（調整後係数）
　　0.472 kg - CO2/kWhを用いて算出した。

※2　運搬量に対する燃費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

Ⅰ. 二酸化炭素排出量の削減

　　一般廃棄物の削減

①　電力の使用量削減
(0.472kg-CO2/KWh)

2021年度2020年度基準値 2023年度2022年度

注）評価欄　　○：達成　、△：やや未達成　、×：未達成

5



Ⅶ．環境経営計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容
◎よくできた　○まあまあできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

Ⅷ．環境関連法規等の遵守状況の評価の結果
法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

遵守評価
遵守
遵守
遵守
遵守

該当なし
遵守

該当なし
遵守

遵守
遵守

遵守

遵守
遵守
遵守
遵守
遵守

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。
なお、関係当局よりの違反、訴訟、或いは環境上の苦情等も過去３年間ありませんでした。

日常点検・整備、定期点検・整備、記録・保存

PCB廃棄物特別措置法

委託基準：一廃収集業者の許可の確認
委託基準：産廃収集運搬・処理業者の許可の確認、書面委託

・アイドリングストップ

・急加速の抑制

・効率的なルートで収集 ◎

収集運搬における環境配慮

・洗車管理（時間・回数）

（目標達成）

◎

事故時の措置と届出（通報）

対策地区内で排気ガス規制に適合した自動車の使用

更新時、契約先への各種許可証の配布管理
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出
帳簿の備付け、記載、保存（５年）

産業廃棄物処理業の営業許可・更新

フロン類使用機器の定期点検と記録、保存、漏洩防止、廃棄時の適切な処理
収集運搬時の飛散・漏洩防止措置、収集運搬工程表の提出　等

◎
・節水運動

◎

◎

適用される法規制

廃棄物処理法

フロン排出抑制法
自動車NＯx・PM法

消防法

オフロード法
道路運送車両法

危険物保管の指定数量以上の危険物取扱者の届出

　計画的に実施できている。次年度も引き続き実施していく。

基準に適合した特定特殊自動車の使用、点検整備、適正燃料使用（軽油）

自社による収集運搬時の表示、書類携行

消火器設置と維持

　業務量による軽油使用量の減少により、目標達成できた。車
両の経年劣化による燃費の悪化、付随装置（ＮＯｘ対策）によ
る車両重量の増加等、燃費に関して不利な条件は増えるが、
今後も燃費向上については継続した取組を行っていく。(燃料
価格の高騰により、利益に与える影響も少なく無い為、その上
で、燃費の向上を目指していく。）

遵守すべき要求事項（施設・物質・事業活動等）

危険物貯蔵所、取扱所の設置許可、技術上の基準遵守、危険物保安監督者選
任、届出、貯蔵所・取扱書等の表示、掲示板設置

◎・会社周辺の年2回の清掃

社会貢献活動（会社周辺の清掃） （目標達成）

・分別の徹底

　年間を通じて貸出している隣地建設工事に係る電気使用量が
増えたため目標未達成となった。このような状況下でも取組計画
については実行できているので、継続的な取組を実施していく。
また、来年度からは事務所での使用量と工事での使用量を明確
にしていく。

　年間を通じて、使用量の削減ができ目標達成できた。仕事量の
増加に伴って燃料の使用量は増えざるを得ないが、取組は継続
して行うこととする。

　燃料の使用量は大幅に増加し目標未達となっているが、これは
新型コロナに関連して医療収集運搬が大幅に増えたためであり、
全体の半数近く占める。取組は確実に実施されておりコロナの収
束に伴い燃料使用量は削減が見込まれる。
仕事量の増加に伴い燃料の使用量が増減するが、業務の状況
における燃料使用量の変化を捉え、効率的な運行ルートの構築・
営業活動により一層の削減に努める。

○
◎

・空調温度の適正化（冷房２８℃・暖房２０℃）

・不要照明の消灯

　一般廃棄物の発生量はわずかながらも年々減少しているの
で、活動は継続して行うこととする。また事務所ごみの大部分
を占める紙ゴミの発生について、電子化等資料のIT化、ひいて
はDX化にも傾注しつつ、耳目を傾けつつ対応していく。

　前年同様、無駄なく車両の洗車を行っていく。

・ＯＡ機器の省エネモード設定

（目標達成）

電力の使用量削減

自動車燃料の使用量削減（ガソリン） （目標未達成）

（目標未達成）

（目標達成）

・アイドリングストップ

・急加速、急減速の防止

・アイドリングストップ

・急加速の抑制

・効率的なルートで収集

◎

（目標達成）水使用量の削減

◎

◎

◎

◎

◎

◎

自動車燃料の使用量削減（軽油）

一般廃棄物の削減

（目標達成）

二酸化炭素排出量の削減

達成状況

・下記の通り
◎

評価結果と次年度の取組内容

　電力の使用量は大幅に増えたが軽油の使用量が減少したた
め、二酸化炭素排出量の削減に大きく貢献した。特に、業務形態
による軽油使用量の増減が大きく関係している。

取組計画
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Ⅸ．代表者による全体の評価と見直し・指示

項　目 見直し要否 見直し内容
環境経営方針 否 -
環境経営目標 否 -
環境経営計画 否 -
実施体制 否 -
その他 否 -

代表取締役　　山本　宏光

会社周辺の清掃風景（2022.2.26実施）

消火訓練風景（2022.4.23実施）

　安全会議や普段の会話から見ると、車両管理システムの導入・浸透もあり、運転手の皆さんの安全運転（≒エコドライ
ブ）への意識は一層高まっているように思います。
　新型コロナについては、思いのほか影響は少ないまま沈静化に向かっているのかと考えます。終結した訳ではないの
で楽観視はできませんが、この度のコロナ対応を会社の経験的な財産とし、今後に発生するやも知れない事態に速や
かに対応したいです。
　また、隣地での工場建設が本格化していきます。当面は、電気・水道など当社への影響も出てくると思いますので、使
用量などの明確化に留意して下さい。

2022年6月1日
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