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会社名 株式会社ヤマグチケイケイエス
代表者 取締役代表  大川 雄一
設立 2006年10月13日

〒747-0817 山口県防府市自力町5番21
TEL：0835-23-3985  FAX：0835-23-3966
〒747-0817 山口県防府市大字牟礼丸山2176

〒849-0124 佐賀県三養基郡上峰町堤923-11
TEL：0952-37-1230  FAX：0952-37-1240
〒701-1154 岡山県岡山市北区田益1344-1桃の里103
TEL：086-294-9239  FAX：086-294-9239
〒572-0056 大阪府寝屋川市御幸東町12-10
TEL：072-842-2655  FAX：072-842-2656
取締常務  大川 光一
連絡先
E-mail k_ookawa@ykks.co.jp
総務部課  今上 真貴
E-mail：m_imajo_soumu@ykks.co.jp
汚泥・廃酸・廃油・廃アルカリ
給排水管・管内カメラ調査
汚水ピット・排水管強力吸引・高圧洗浄
405万円

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
230 224 246

3,080 2,993 3,231
23 24 24

＊認証対象・登録の対象範囲：山口営業所、山口営業所積替保管場所、九州営業所

汚泥収集運搬量（単位/ｔ）
従業員数

事業規模

環境管理
責任者及
び担当者

責任者

担当事務局

資本金

売上高（単位/百万）

137.5ｍ2

991.6ｍ2

69ｍ2

99ｍ2

延床面積
山口営業所
延床面積

九州営業所
延床面積

岡山中継所
延床面積

大阪営業所

所在地

事業内容
収集運搬

メンテナンス
清掃

山口営業所＊

山口営業所＊
積替保管場所

九州営業所＊

岡山中継所

大阪営業所

会 社 概 要
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産業廃棄物許可証の内容及び許可番号 2020年度
状態 許可 積替保管

更新
申請中

許可番号 種類

岐阜県
2021年6月11日

無 第02100131483号 汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油

2016年11月22日

2021年11月21日
山口県 有

有効期限

2028年6月9日

愛知県
2021年7月21日

無 第02300131483号 汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油
2028年6月5日

第03514131483号
汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油、動植物性残渣、廃プ
ラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、がれき類

京都府
2018年8月7日

無 第02600131483号 汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油、動植物性残渣
2023年6月23日

奈良県
2018年7月23日

無 第02900131483号 汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油、動植物性残渣
2023年7月22日

兵庫県
2018年7月22日

無 第02803131483号 汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油、動植物性残渣
2023年7月21日

滋賀県
2020年1月30日

無 第02501131483号 汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油、動植物性残渣
2025年1月29日

島根県
2021年11月30日

無 第03200131483号
汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油、動植物性残渣、廃プ
ラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、がれき類2026年11月29日

鳥取県
2017年7月11日

無 第03104131483号 汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油、動植物性残渣
2022年7月10日

広島県
2016年12月5日

無 第03400131483号
汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油、動植物性残渣、廃プ
ラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず2021年12月4日

岡山県
2017年6月13日

無 第03300131483号 汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油、動植物性残渣
2022年5月30日

大阪府
2018年7月18日

無 第02700131483号 汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油、動植物性残渣
2023年7月17日

三重県
2021年3月23日

無 第02400131483号 汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油
2027年10月25日

無 第04407131483号 汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油、動植物性残渣
2022年6月7日

 崎県
2021年5月9日

無 第04200131483号 汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油
2028年5月8日

無 第04305131483号 汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油、動植物性残渣
2021年12月12日

佐賀県
2020年4月8日

有 第41111131483号 汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油
2027年4月7日

優良

更新
申請中

優良

優良

優良

優良

更新
申請中

優良

更新
申請中

熊本県
2016年12月13日

大分県
2017年6月8日
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産業廃棄物許可証の内容及び許可番号 2020年度
状態 許可 積替保管 許可番号 種類有効期限

（注） ＊優良  は、優良産業廃棄物処理業者認定取得済み
    ＊有効期限が過ぎるものは逐次更新許可申請を行っております。
積替え保管施設

汚泥 11m2    廃油           1m2 汚泥     22.5m2
廃酸 1m2   廃アルカリ 2.3m2 廃アルカリ  7.70m2
汚泥 11m3    コンクリートプール 汚泥 11m3    コンクリートプール内
廃油 200       ドラム缶          FRPタンク
廃酸 300     ポリ缶 廃アルカリ 3m3 コンクリートプール内
廃アルカリ 1m3    ポリ缶          ポリタンク1m3×3
汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ 汚泥・廃アルカリ
（石綿含有産業廃棄物を含まない） （石綿含有産業廃棄物を含まない）
（これらのうち特別管理産業廃棄物である （これらのうち特別管理産業廃棄物である

ものを含まない） ものを含まない）

平成29年9月12日積替え許可

車両の種類と台数
10ｔ清掃車 1台
7ｔ清掃車 1台
4ｔ糞尿車 5台
3ｔ糞尿車 5台
4ｔ清掃車（ダンパー） 1台
2ｔ清掃車（ダンパー） 1台
2ｔキャブオーバー 5台
バン 1台
営業車 2台

第04604131483号 汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油、動植物性残渣
2023年1月7日

汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油
2028年10月6日

福岡県
2020年4月12日

無 第04000131483号 汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油、動植物性残渣
2027年4月11日

有 第04507131483号 汚泥、廃アルカリ、廃酸、廃油、動植物性残渣
2023年2月3日

保管上限

優良

優良 和歌山県
2021年10月19日

宮崎県
2018年2月4日

無 第03000131483号

鹿児島県
2018年1月8日

無

産業廃棄物の
種類

備考

保管場所 山口県 保管場所 佐賀県
所在地 山口県防府市大字牟礼字丸山2173番1、2176番 佐賀県三養基郡上峰町堤字四本杉923番11

免責

３



基本理念

株式会社ヤマグチケイケイエスは産業廃棄物収集運搬業に携わる上で、地球環境への負荷低減
を意識して活動を行うとともに、サービスの一環でもあるグリストラップ清掃を行うことによ
り、水質の保持、改善に積極的に取り組んでまいります。
その為エコアクション21に基づき環境経営システムを構築・運用することにより継続的かつ
着実に環境保全活動を行い、次世代に継承できる環境の実現を目指します。

活動指針

環境経営システムを構築・運用し継続的な取り組みと進めるため、この行動指針に基づき

1.二酸化炭素の排出の削減を致します
節電を励行するとともに、事業活動における効率的なエネルギー使用を推進します。
エコドライブを実施して収集運搬車等のガソリン・軽油の使用量を削減します。

2.廃棄物の軽減をします。
分別を徹底することにより廃棄物排出用の軽減に努め、リサイクル率の向上に努めます。
紙使用量の削減を図ります。

3.水使用量の削減をします。
節水に努め、水使用量を削減します。

4.水質に影響のあるグリストラップの適切な清掃頻度を事業者へ提案します。

5.事務用品、日用消耗品を購入する際にグリーン購入を推進します。

6.事業活動（産業廃棄物収集運搬業）に関わる環境関連法規や条例を遵守します。

7.この環境方針は従業員全員に周知し、会社全体で環境保全に向けた活動を展開します。

8.使用する化学物質の削減に努めます。

9.この環境経営方針は広く一般に公開します。
平成28年9月1日 制定
令和1年9月1日 改定

株式会社ヤマグチケイケイエス
代表取締役 大川 雄一

経営目標及び環境経営計画を定め、実効性のある活動を展開し、環境経営の継続的改善を
行います。

環 境 経 営 方 針

４



株式会社ヤマグチケイケイエス 組織図

大川 光一

代表取締役
大川 雄一

代表取締役専務
大川 かすみ

環境管理推進責任者

総務部課 

大川 雄一

大川 かすみ

氏名

環境管理推進事務局

環境管理推進責任者大川 光一

EAリーダー

本社従業員

九州従業員

推進員（事務）

推進員（事務）

本社従業員

九州従業員

推進員（現場）

推進員（現場）

本社従業員

九州従業員 EAリーダー

環境管理推進事務局
総務部課 

所属（役職）

代表取締役

代表取締役専務

本社山口営業所 九州営業所

EAリーダー

山口 大阪従業員

EAリーダー

九州従業員

社内ゴミ振り分け・整理整頓・事務所内の清掃に努める

役割・責任

全体の統括・環境方針の設定・取組を実施するための準備及び評
価と見直し。

社内ゴミ振り分け・整理整頓・事務所内の清掃に努める

EA21文書及び記録などの作成・維持・管理

1カ月に1回開催し、環境目標に必要な情報を提供するとともに委
員会の決定事項などを社内に周知する。

1カ月に1回開催し、環境目標に必要な情報を提供するとともに委
員会の決定事項などを社内に周知する。

車両維持メンテ・走行路記録

車両維持メンテ・走行路記録

社内ゴミ振り分け・整理整頓・事務所内の清掃に努める

全体の把握・環境システムの運用及び報告

５



2020年度環境経営 標（2020年9  2021年8 ）

【山口営業所（大阪営業所を含む）】

2018年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

（基準年度） 目標 目標 目標 目標

総量 ㎏-CO2 200,066   

121.2 120.9 120.8 120.6

-0.7% -1.0% -1.1% -1.2%

4.0 4.0 4.0 4.0

-0.7% -1.0% -1.1% -1.2%

574.9 573.2 572.6 572.1

-0.7% -1.0% -1.1% -1.2%

2.3 2.3 2.3 2.3

-0.7% -1.0% -1.1% -1.2%

30.9 30.8 30.8 30.7

-0.7% -1.0% -1.1% -1.2%

12.3 12.3 12.3 12.3

-0.7% -1.0% -1.1% -1.2%

885.8 883.1 882.2 881.3

-0.7% -1.0% -1.1% -1.2%

84.4 84.2 84.1 84.0

-0.7% -1.0% -1.1% -1.2%

4 グリーン購入の推進 品目数 2 2 2 2 2

5 会社周辺の清掃 実施回数 2回/月以上 2回/月以上 2回/月以上 2回/月以上 2回/月以上

備考：当社では化学物質の使用はありません。各営業所での算出を実行しております。

    CO2排出係数（平成30年度 調整後排出係数）  営業所 0.636㎏ CO2/kWh（中国電 ）

環境経営目標 単位

原単位 ㎏-CO2/ｔ

1

電気使用量の削減

灯油使用量の削減

ガソリン使用量の削減

軽油使用量の削減

二酸化炭素
 排出量の削減

kWh/t

リットル

リットル/ｔ

31.1

12.4

892.0

3

2 廃棄物総排出量の削減

水使用量の削減

㎏

m3

LPガス使用量の削減

リットル/ｔ

m3

122.1

4.0

579.0

2.3

85.0

７



2020年度環境経営 標（2020年9  2021年8 ）

【九州営業所】

2018年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

（基準年度） 目標 目標 目標 目標

総量 ㎏-CO2 196,938   

135.7 135.3 135.2 135.1

-0.7% -1.0% -1.1% -1.2%

3.8 3.8 3.8 3.8

-0.7% -1.0% -1.1% -1.2%

0.0 0.0 0.0 0.0

-0.7% -1.0% -1.1% -1.2%

3.4 3.4 3.4 3.4

-0.7% -1.0% -1.1% -1.2%

28.7 28.6 28.6 28.6

-0.7% -1.0% -1.1% -1.2%

25.2 25.1 25.1 25.1

-0.7% -1.0% -1.1% -1.2%

887.7 885.1 884.2 883.3

-0.7% -1.0% -1.1% -1.2%

186.7 186.1 185.9 185.7

-0.7% -1.0% -1.1% -1.2%

4 グリーン購入の推進 品目数 2 2 2 2 2

5 会社周辺の清掃 実施回数 2回/月以上 2回/月以上 2回/月以上 2回/月以上 2回/月以上

備考：当社では化学物質の使用はありません。各営業所での算出を実行しております。

    CO2排出係数（平成30年度 調整後排出係数）九州営業所 0.463㎏ CO2/kWh（九州電 ）

環境経営目標 単位

1

二酸化炭素
 排出量の削減 原単位 ㎏-CO2/ｔ 136.7

電気使用量の削減 kWh/t 3.8

灯油使用量の削減 リットル 0.0

ガソリン使用量の削減 リットル/ｔ 3.4

軽油使用量の削減 リットル/ｔ 28.9

LPガス使用量の削減 m3 25.4

2 廃棄物総排出量の削減 ㎏ 894.0

3 水使用量の削減 m3 188.0

７



2020年度 主な環境経営計画の実施内容【全営業所共通】

1.二酸化炭素排出量の削減
担当

1 エアコン温度設定を業務に支障のない温度で設定する。
2 使用しない電気はこまめに消す。
3 省エネ電球への取替を随時行う。

1 アイドリングSTOP及びエコ運転の実施

2 作業経路の効率化に努める。
3 LPガス使用量の削減 事務員 1 給湯機使用の枠を決め節水を心掛ける。

2.廃棄物排出量の削減
担当

1 ミスコピーをなくし、不要不急事務用品の購入抑制
2 リサイクルを徹底し、焼却ごみを削減する

2 リサイクル 全員 1 分別の推進、紙類、段ボール類のリサイクル

3.水使用量の削減
担当

1 水使用量の把握に努め削減方法を検討する。
2 日常の車両清掃はバケツ水での拭き上げを心掛ける
3 蛇口付近に節水ステッカーを貼るなどの活動

4.グリーン購入の推進
担当
全員 1 ネットやカタログからの情報収集

5.会社周辺の清掃
担当
全員 1 社外周辺のゴミ掃除

事務員

大川

清掃活動

グリーン購入の推進

節水活動 全員

1 削減の工夫 全員

取組内容

取組内容

取組内容

取組内容

取組内容

取組項目

取組項目

取組項目

取組項目

取組項目

2
燃料の削減
（軽油・ガソリン）

1 電気使用量の削減

８



2020年度環境経営目標の実績

【山口営業所（大阪営業所を含む）】
目標の

目標 実績 達成率
総量 ㎏-CO2  154,245  

原単位 ㎏-CO2/ｔ 121.5 100.7 120.7% ◎

kWh/t 4.0 4.6 87.0% ×

リットル 1,122.0 0.0% 〇

リットル/ｔ 2.3 3.2 71.9% ×

リットル/ｔ 30.9 28.0 110.4% 〇

m3 12.4 0.0% 〇

2 ㎏ 887 313 283.4% ◎

3 m3 85 30 182.0% ◎

4 グリーン購入の推進 品目数 2 1 100.0% 〇

5 会社周辺の清掃 実施回数 0 6 2回/月以上 〇

【九州営業所】
目標の

目標 実績 達成率
総量 ㎏-CO2  116,841  

原単位 ㎏-CO2/ｔ 136.0 80.0 170.0% ◎

kWh/t 3.8 4.5 84.4% ×

リットル 61.0 0.0% 〇

リットル/ｔ 3.4 2.9 117.2% ◎

リットル/ｔ 28.8 27.7 104.0% 〇

m3 45.6 0.0% 〇

2 ㎏ 890 931 95.6% △

3 m3 187 78 139.7% ◎

4 グリーン購入の推進 品目数 2 0 ×

5 会社周辺の清掃 実施回数 12 2回/月以上 ◎

備考：当社では化学物質の使用はありません。各営業所での算出を実行しております。
判定： ◎：削減率10％超 〇：削減率10％ 0％以上 △：10％以下の増加 ×：10％超増加

  【原単位評価】対廃棄物収集運搬量 2020年度の運搬実績：山口営業所1,532ｔ、九州営業所1,461ｔ
                    山口営業所人数 15人、九州営業所 9人（2021年8月現在）
   CO2排出係数（平成30年度 調整後排出係数）  営業所 0.636㎏ CO2/kWh（中国電 ）

     九州営業所 0.463㎏ CO2/kWh（九州電 ）

対象期間：2019年9  2020年8 
評価

対象期間：2020年9  2021年8 
評価

水使用量の削減

軽油使用量の削減

LPガス使用量の削減

灯油使用量の削減

ガソリン使用量の削減

廃棄物総排出量の削減

軽油使用量の削減

電気使用量の削減

灯油使用量の削減

廃棄物総排出量の削減

1

二酸化炭素
 排出量の削減

電気使用量の削減

水使用量の削減

環境経営目標

環境経営目標 単位

1

二酸化炭素
 排出量の削減

ガソリン使用量の削減

単位

LPガス使用量の削減
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環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の環境経営目標・環境経営計画

【山口営業所】大阪営業所を含む 2020年度

結果 達成状況・評価及び次年度の環境経営目標・環境経営計画

二酸化炭素排出量の削減 ◎ 今後も継続して取り組んでいく

電気使用量の削減 × 灯油の消費が減っていることにより継続して取り組んでいく

灯油使用量の削減 ◎ 今後も継続して取り組んでいく

ガソリン使用量の削減 △ エコドライブを心掛ける

軽油使用量の削減 〇 今後も継続して取り組んでいく

LPガス使用量の削減 × 必要最小限で取り組んでいく

2 廃棄物総排出量の削減 × 継続して経過を見る

3 水使用量の削減 ◎ 今後も継続して取り組んでいく

4 グリーン購入の推進 〇 必要最小限で取り組んでいく

6 会社周辺の清掃 ◎ 今後も継続して取り組んでいく

【九州営業所】
結果 達成状況・評価及び次年度の環境経営目標・環境経営計画

二酸化炭素排出量の削減 ◎ 今後も継続して取り組んでいく

電気使用量の削減 × 灯油の消費が減っていることにより継続して取り組んでいく

灯油使用量の削減 〇 今後も継続して取り組んでいく

ガソリン使用量の削減 ◎ 今後も継続して取り組んでいく

軽油使用量の削減 △ エコドライブを心掛ける

LPガス使用量の削減 × 必要最小限で取り組んでいく

2 廃棄物総排出量の削減 × 継続して経過を見る

3 水使用量の削減 ◎ 今後も継続して取り組んでいく

4 グリーン購入の推進 × 必要最小限で取り組んでいく

6 会社周辺の清掃 ◎ 今後も継続して取り組んでいく

環境経営目標

1

1

環境経営目標
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2020
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

代表者による全体評価と見直し及び指示

環境経営目標実績
環境経営計画とその評価及び次年度の目標計画

環境への取り組みが適切に実施されているか。

 当社に適用される主な環境関連法規（廃棄物処理法、騒音規制法、浄化槽法、消防法、
フロン排出抑制法）の遵守状況を確認した結果、これらの環境関連法規への違反はあり
ません。
 また、関係当局より違反の指摘、利害関係者からの訴訟なども過去5年間ありません。

コロナ化で経済が停滞しているが大きく変化が無かったものもありこのまま継続

評価内容

社 より
評価結果

提出者 環境管理責任者 見直し者 社 

提出内容

物価が高騰している昨今、節電、節水、経費削減に努めてきたが
思うように結果が見られない、しかし今後も対策を模索してい
く。
コロナウイルスの影響で自社の課題が見えてきたことで、未来を
見据え社員の教育を改めて見直し、今後の活動に支障ないよう
様々なことに対応できるように講じていく

環境経営方針、経営目標、環境経営計画、実施体制について
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