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環境方針

１．自社における二酸化炭素排出削減の推進

◆ 事業活動に於ける電力、ガソリン、軽油、灯油などの削減による二酸化炭素排出量の低減に

努めます。

２．廃棄物排出量削減の推進

◆ 受託廃棄物の増加推進により、リサイクルを向上させ生活環境の保全を推進します。

３．総排水量削減の推進

◆ 事業所内で使用する水の削減により、総排水量の削減を推進します。

４．グリーン購入の推進

◆ 環境負荷ができるだけ少ないものを優先して購入します。

株式会社　美浦クリーン
平成24年9月17日

自主的かつ積極的に取り組む経営を目指します。

また、環境関連法規制等を遵守することをあわせて誓約します。

当社は『明日の資源と環境を考える』を基本理念とし、受託廃棄物の再資源化を始めとした

基　　本　　方　　針

企業理念

廃棄物処理業を通して、循環型社会への貢献・生活環境の保全・公衆衛生の向上を最重要課題とし

地域社会の一員として環境負荷低減に資する為、目標を定め継続的な環境改善に全従業員をあげて



• 株式会社美浦クリーン

事業所名

• 石井 淳嗣

代表取締役

• 茨城県稲敷郡美浦村布佐1732（本社・廃棄物処理施設）

• 茨城県稲敷郡美浦村布佐1418（合材プラント）

• ＴＥＬ：029-885-6271 ＦＡＸ：029-885-6210

所在地

• 蛯原 真耶

環境管理責任者

• 環境管理責任者・各部署管理者

事務局

• 029-885-6271 【Ｅ－mail】 miho@mihoclean.co.jp

連絡先

事業活動の内容

産業廃棄物処分(中間）

産業廃棄物収集運搬

特別管理産業廃棄物収集運搬

一般廃棄物処分（木くずの 破
砕）

一般廃棄物収集運搬

一般建設工事（解体工事含む）

再生砕石・再生アスファルト合
材・木材チップの製造及び販売

対象範囲（認証・登録 範囲）

対象組織 全業務・ 全サイト

事業の規模

資本金 １，０００万円

売上高 ３６，６００万円

産業廃棄物中間処理量 9.66万ｔ

（内：産業廃棄物収集運搬量 5.43万
ｔ
特別管理産業廃棄物収集運搬量 実積
なし）

一般廃棄物中間処理量 0.27万ｔ

（内：一般廃棄物収集運搬量
0.0058万ｔ）

合計 9.93万ｔ
※2018年4月～2019年3月



使用重機の種類と保有台数

• 0.7㎥バックホウ ２台

• 0.25㎥バックホウ ２台

•ホイールローダー ２台

•フォークリフト １台

運搬車両の種類と保有台数

• 10ｔダンプ ３台

• 10ｔコンテナ車 １台

• 4ｔダンプ １台

• 4ｔコンテナ車 ３台

• 2ｔユニック車 ２台

がれき類の破砕施設 〔６８８．００ｔ/日（８時間）〕

•がれき類（コンクリート廃材）

•がれき類（アスファルト廃材）

木くずの破砕施設 〔３６．２４ｔ/日（８時間）〕

•木くず

廃プラスチックの破砕施設 〔１６．０８ｔ/日（８時間）〕

•廃プラスチック類

•紙くず

•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

一般廃棄物の破砕施設 〔２．５９ｔ/時間〕

•剪定枝

•枝葉

•草

•樹皮

処理方式 ： 破砕 処理工程図 ： 別紙フロー図



単位 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

売上高(産廃） 百万円 294.44 305.14 271.5 229.7 224.1

売上高(再生材） 百万円 69.91 72.57 94 87.6 71.6

売上高(建設業） 百万円 1.58 1.92 31.2 7.85 17.3

売上高(合材プラント） 百万円 0.084 0.024 1.9 0.39 0.12

合計 百万円 366.01 379.65 398.60 325.54 313.12

【処理可能品目】
コンクリー廃材、アスファルト廃材

解体木くず(柱材、角材、ベニヤ、合板） ※塗料が付着していないもの

生木　（幹、枝葉、竹、篠、根、草）

ブルーシート、土木ｼｰﾄ、PPｼｰﾄ、ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ、壁紙、波板、雨樋、ｴﾌﾚｯｸｽ管、ﾌｧｲﾊﾞｰﾏｯﾄ

ｺﾙｹﾞｰﾄ管、ｺﾞﾑﾏｯﾄ、FRP（ﾀﾝｸ・浴槽・ﾍﾙﾒｯﾄ）、ｳﾚﾀﾝﾎｰﾑ、ｽﾀｲﾛﾎｰﾑ、発泡ｽﾁﾛｰﾙ　等

ダンボール、カタログ、製本、新聞紙

畳（本畳・発泡入り）、廃ウエス、布団、絨毯、カーテン

金属（付着物なし）

陶磁器、日本瓦、土瓦、インターロッキング（色付き）、ALC、窯業系サイディング、ガラス

グラスウール、廃石膏ボード、色付きセメント瓦、モルタル　等

選別不可能なもの、不法投棄物等

【処理不可品目】
アスベスト含有のもの（疑わしいもの）、タイヤ、家電製品、自転車、蛍光灯、自然石、残土、パソコン、太陽光パネル　等

混合廃棄物

ｶﾞﾗｽ陶磁器屑

金属くず

繊維くず

紙くず

廃プラスチック類

木くず

がれき類

【売上高】
活動規模

売
上
高

合材プラント施設 〔アスファルト再生プラント〕

•製造能力 ３０ｔ / 時間

•製造原料 アスファルト再生原料

•製造方式 加熱処理



ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず（石綿含有産業廃棄
物を除く）、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（石綿含有産業廃棄物を除
く）、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、がれき類
（石綿含有産業廃棄物を　除く）

ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず（石綿含有産業廃棄
物を除く）、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（石綿含有産業廃棄物を除
く）、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、がれき類
（石綿含有産業廃棄物を　除く）

ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず（石綿含有産業廃棄
物を除く）、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（石綿含有産業廃棄物を除
く）、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、がれき類
（石綿含有産業廃棄物を　除く）

ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず（石綿含有産業廃棄
物を除く）、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（石綿含有産業廃棄物を除
く）、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、がれき類
（石綿含有産業廃棄物を　除く）

廃石綿等

ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず（石綿含有産業廃棄
物を除く）、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（石綿含有産業廃棄物を除
く）、紙くず、　　木くず、繊維くず、金属くず、がれき
類（石綿含有産業廃棄物を　除く）、汚泥、廃油

廃棄物処理業第1号一般廃棄物処理美浦村

廃棄物の種類

木くず（他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限
る）

ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず（石綿含有産業廃棄
物を除く）、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（石綿含有産業廃棄物を除
く）、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、がれき類
（石綿含有産業廃棄物を　除く）

可燃ごみ、不燃ごみ、可燃粗大ごみ、不燃粗大ごみ

茨城県

特別管理産
業廃棄物
収集運搬

00851035828

許可年月日
有効年月日

平成28年5月11日
平成32年5月10日

事業内容 許可番号

平成28年10月25日
平成33年9月11日

江戸崎
地方衛
生土木
組合

一般廃棄物
収集運搬

江衛土指令第30-19号
平成30年4月1日
平成32年3月31日

都道府県
及び政令都市

産業廃棄物処理業においては、許可範囲の区域にて再資源化の為、可能な限り種類・
品目毎に分別し、処理（再資源化を含む）を行う。また合材プラントにおいては、産
業廃棄物処理施設にてアスファルト廃材を破砕した製品原料を加熱し、アスファルト
再生合材として販売を行う。

中間処理 00821035828
平成28年1月13日
平成32年12月4日

収集運搬 00801035828
平成28年8月9日
平成33年6月20日

千葉県 収集運搬 01200035828
平成27年9月29日
平成32年9月28日

東京都 収集運搬 13-00-035828
平成26年11月5日
平成31年11月4日

埼玉県 収集運搬 01100035828
平成30年2月15日
平成35年1月17日

土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、舗装工事業、
しゅんせつ工事業、水道施設工事業

いわき市 収集運搬 09400035828
平成28年9月1日
平成33年8月31日

茨城県 一般建設業

茨城県知事許可
（般-25）第
27849号

平成25年7月25日
平成35年7月9日

事業計画の概要



株式会社　美浦クリーン〔各品目別フロー図〕
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[各磁選場にて集積後、製品(金属くず)ヤードへ]

単品目各廃棄物

※各廃棄物別に破砕は行う。
その為、破砕後は破砕機の内部清掃を行う事。(異物混入を防ぐ為)
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焼却処理委託

(紙くず・繊維くず※畳含)

再生処理委託

溶融ﾒﾀﾙ・ｽﾗｸﾞ

再生砕石

プラスチック類

圧縮処理委託



株式会社　美浦クリーン〔各品目別フロー図〕
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RC－40・RB－40
有価販売

(コンクリート廃材)

アスファルト再生材 アスファルト合材原料

有価販売

(アスファルト廃材)

ニ
次
破
砕
機

磁
選
機

振
動
フ
ル
イ

チップ材(ﾊﾞｲｵﾏｽ燃料)

有価販売※破砕後40ｍｍアンダーサイズ

(木くず)

チップ材ダスト(堆肥原料)

有価販売※破砕後10ｍｍアンダーサイズ

(木くず)

※40ｍｍｵｰﾊﾞｰの木くずは再度、投入口に入れる。

[各磁選場にて集積後、製品(金属くず)ヤードへ]
製鋼原料 有価販売

(金属くず)

塩ビ再生ペレット化 再生処理委託
（廃プラスチック類）

製紙原料 有価販売
※各廃棄物別に破砕は行う。
その為、破砕後は破砕機の内部清掃を行う事。(異物混入を防ぐ為)

(紙くず)

RPF化 再生処理委託
(廃プラスチック類・繊維くず・紙くず)

溶融スラグ化 溶融処理委託

(廃プラスチック類)

プラスチック類 有価販売

(廃プラスチック類・紙くず・繊維くず)

埋立処理 管理型埋立
(ガラスくず・廃石膏等)

塩ビ管原料 有価販売

(廃プラスチック類)

埋立処理 安定型埋立埋立処理委託
(廃プラスチック類・ガラス屑陶磁器屑)

プラスチック類 プラスチック類

燃え殻
敷料原料 再生処理委託最終処分場

（繊維くず※畳）

再生処理委託 安定型埋立

セメント原料 埋立処理委託

ＲＣ－40・ＲＢ-40

アスファルト再生材

木材チップ

再生ペレット

製紙

ＲＰＦ

塩ビ管

敷料



ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材
ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ

ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材

ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ
一次破砕機 磁選機

手選別 二次破砕機 製品

（RC-40、RB-40、

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生材）

木くずｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ 一次破砕機 二次破砕機 振動ふるい

チップ材

（ｵｰﾊﾞｰｻｲｽﾞ）

再度、破砕機に

製品
（ﾊﾞｲｵﾏｽ燃料
ﾁｯﾌﾟ、堆肥原

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ
磁選機 手選別 破砕後

再生処理委託先・
最終処分場へ

がれき類

木くず

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

その他



８㎥コンテナ

コンテナを設置し、廃棄物でいっぱ

いになりましたら引上げ又は交換に

お伺いします。

運搬・設置、処分料金につきまして

は都度、御見積させていただきます。

２㎥コンテナ

運搬から処分まで弊社に

お任せください！！

10コンテナ車 １０ｔダンプ １０ｔダンプ １０ｔダンプ

４ｔダンプ ４ｔコンテナ車 ４ｔコンテナ車 4ｔコンテナ車

２ｔユニック車 ２ｔユニック車



ＥＡ21事務局
（各部門管理者）

環境管理責任者

代表取締役
（代表者）

職名 役割

①環境管理責任者の任命を行い、必要な権限を与える

⑦運用維持に関する各事項の報告

⑥EA21推進委員会での協議内容の文書記録の保管

⑤各部門従業員への個別指導

④定期的な数字目標への進捗状況の把握

①環境経営システムを構築し、運用する為にEA21推進委員会を運営する

③環境経営システムを構築し、運用する為に必要な経営資源の提供

②環境方針を制定し、定期的に見直しを行い、指示する

③遵守状況の把握

②関連法規の調査

①環境活動計画の推進

④環境・コンプライアンスについて従業員への啓発、教育研修実施

③環境課題に対する審議内容を代表者に報告する

②EA21推進委員会にて報告された状況について代表者に報告する

代表取締役

営業

・営業

・顧客へのﾌﾟﾚｾﾞﾝ

事務

・事務用品等
コスト管理

・事務所内部品の
管理

製造・品質管理

・場内管理

（処理施設・合材
プラント）

・2次処理施設先
提案

重機・車両

・車両のコスト
管理

・車両整備管理

環境経営ｼｽﾃﾑ
定期確認評価者

環境事務局
（環境管理責任者・
各部署管理者）

環境管理責任者



(1) 運用期間

(2) 目標達成状況

①　3ヶ年の環境活動計画は次の通りです。

全ｻｲﾄ （kg－CO₂)

(kWh）

(kWh/t)

合材ﾌﾟﾗﾝﾄ (kWh）

（ℓ）

(ℓ/t)

車両 （ℓ）

事務所
合材ﾌﾟﾗﾝﾄ （ℓ）

全ｻｲﾄ （ｔ）

全ｻｲﾄ （％）

事務所 （点）

※化学物質の排出量の削減については、該当物質がありません。

②　対象期間（2018年4月1日～2019年3月末日）の目標を掲げ、結果は次の通りとなりました。

全ｻｲﾄ （kg－CO₂) 113.2% ○

(kWh） 102.6% ○

(kWh/t)※注3 94.4% ×

合材ﾌﾟﾗﾝﾄ (kWh） 119.5% ○

（ℓ） 112.9% ○

(ℓ/t)※注3 103.5% ○

車両 （ℓ） 162.4% ○

事務所
合材ﾌﾟﾗﾝﾄ （ℓ） 165.3% ○

全ｻｲﾄ （ｔ） 89.0% ×

全ｻｲﾄ （％） 85.9% ×

処理施設
事務所 （㎥） 131.4% ○

事務所 （点） -
※注1】「受託廃棄物の増加推進」「受託廃棄物の再資源化率増加推進」については２％推進目標とする。

※注2】水の使用量については、メーター取付が2012年11月の為、4月～10月までは未把握

※注3】電力（処理施設）単位・・・kWh/t(電力使用量/受託廃棄物量）　軽油単位・・・ℓ/t(軽油使用量/受託廃棄物量）

③　購入電力のＣＯ²排出係数

2016年度　：　0.518　kg-CO₂/kWh

電力会社　：　東京電力株式会社

①該当期間2018年4月1日～2019年3月末日の数値にて評価する事とした。

取組項目
該当活動

範囲 （単位）
２０１１年度 ２０１8年度 ２０１9年度 ２０20年度

（対比年度実績） （目標３.4％） （目標３.5％） （目標３.6％）

CO²総排出量削減 549,098.45 530,429.10 529,880.00 529,330.91

①　電力（処理施設）使用量削減
処理施設
事務所

125,052.00 120,800.23 120,675.18 120,550.13

1.102 1.065 1.064 1.063

②　電力（合材ﾌﾟﾗﾝﾄ）使用量削減 5,658.00 5,465.63 5,459.97 5,454.31

③　燃料使用量削減（軽油） 車両
重機

174,115.43 168,195.51 168,021.39 167,847.27

1.530 1.480 1.476 1.475

④　燃料使用量削減（ｶﾞｿﾘﾝ） 7,556.00 7,299.10 7,291.54 7,283.98

117,309.65 117,423.10 117,536.55

⑤　燃料使用量削減（灯油） 3,162.00 3,054.49 3,051.33 3,048.17

受託廃棄物の再資源化率推進 103.69 107.22 107.32 107.42

受託廃棄物の増加推進 113,452.27

水（地下水）使用量の削減
処理施設
事務所

（㎥）
未把握

（2013年度実績
2477.4）

３.4％削減 ３.5％削減 ３.6％削減
2441.03 2438.5 2435.98

グリーン購入の推進 不明 新規購入3点 新規購入3点 新規購入3点

取組項目 該当範囲 単位
2011年度（基準年） 2018年度 2018年度 3.4％削減

（対比年度実績） （目標） （実績） （目標達成状況）

CO²総排出量 549.098.45 530,429.10 468,624.33

電力（処理施設）
処理施設
事務所

125,052.00 120,800.23 117,741.00

1.102 1.065 1.128

電力（合材ﾌﾟﾗﾝﾄ） 5,658.00 5,465.63 4,572.00

軽油 車両
重機

174,115.43 168,195.51 148,990.20

1.530

104,377.20

1.480 1.430

ガソリン 7,556.00 7,299.10 4,493.83

未把握 2441.03
※注2 1,861.80

灯油 3,162.00 3,054.49 1,848.40

受託廃棄物の増加推進※注１ 113,452.27 117,309.65

グリーン購入 不明 新規購入3点

※水使用量削減については2013年度実績より102％掛けした後、3.4％、3.5％、3.6％・・・削減目標とする。

受託廃棄物の再資源化率推進※注１ 103.69 107.22 92.06

水（地下水）



2011年度(ｶﾞｿﾘﾝ､電気）
2016年度（軽油、灯油） 2018年度 2019年度 2020年度

対比年度実績 （目標3.4％減） （目標3.5％減） （目標3.6％減）

549,098.45 530,429.10 529,880.00 529,330.91

※～2016年度の購入電力排出係数は「0.425」　　2017年度～「0.518」
※～2017年度の軽油、灯油比較基準年度は「2011年度」　2018年度～は「2016年度」へ変更

【3ヶ年目標】

　

毎月、各項目の達成率・車両の燃費を書
き出し、見える化しています。

目標 530,429.1ｋｇ－CO²

今年度実績
468,624.33ｋｇ－CO²

電気

13.67%

ガソリン

2.25%

軽油

82.96%

灯油

1.10%
LPG

0.02%

CO²排出量の割合（2018年度）

電気

ガソリン

軽油

灯油

LPG

昨年度実績 511,724.85ｋｇ－CO²



2011年度 2018年度 2019年度 2020年度

対比年度実績 （目標3.4％減） （目標3.5％減） （目標3.6％減）

125,052.00 120,800.23 120,675.18 120,550.31

　【活動内容】
・緑のカーテン ・破砕機のモーターのコマメな清掃（月1回）
・クールビズ導入・エアコンフィルターは3か月/回清掃する
・室温の温度設定・月間使用量の見える化

【3ヶ年目標】（ｋｗｈ）

昨年度実績 114,321.00ｋｗｈ

今年度実績
117,741.00ｋｗｈ

電力目標値を上まりそう
になるとスマートメーター
とスマートクロックが音と
表示でお知らせしてくれ
ます。

冬場は室温を20℃に夏

場は27℃を保つよう管理

しています。

トイレの照明はセンサー
ライトを取り付けていま
す。

123,801 122,551 121,300 121,175 121,050 120,925 120,800 

125,052 
127,974 

116,748 
111,728 

98,980 

105,677 

114,321 

117,741 

64,777 66,291 
60,475 57,875 

51,272 54,741 
59,218 60,990 

0
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40000
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80000

100000

120000

140000
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電力（事務所・場内）（ｋｗｈ）

目標値 実績値 CO2排出量

目標 120,800.23ｋｗｈ



2011年度 2018年度 2019年度 2020年度

対比年度実績 （目標3.4％減） （目標3.5％減） （目標3.6％減）

5,658.00 5,465.63 5,459.97 5,454.31

　【活動内容】
　・定期的な点検、整備
　・月間使用量の見える化

【3ヶ年目標】（ｋｗｈ）

今年度実績
4,572.00ｋｗｈ

定期点検

5月、7月、9月、11月、1月、3月（年6回） 年次点検（毎年8月）

【取組結果の評価】
受託廃棄物の処理、再生砕石の生産が間に合わず、休憩中も機械
を止めずに作業した結果、2018年5月の時点で目標未達となってし
まった。作業を優先し、状況により休憩時は止めるという措置をとっ
た。9月から受託廃棄物が減少したことで休憩時は機械を止めてい
た。結果、104.7％と達成することができた。

担当者からひとこと！！

休憩中は機械を止めても
生産が間に合うよう心掛
けたいと思います。

5,601 5,545 5,488 5,483 5,477 5,471 5,466 

5,658 

4,633 4,314 

4,879 
5,101 

4,494 4,458 4,572 

2,931 

2,400 
2,235 

2,527 2,642 
2,328 2,309 2,368 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
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電力（合材プラント）（ｋｗｈ）

目標値 実績値 CO2排出量

昨年度実績 4,458.00ｋｗｈ

目標 5,465.63ｋｗｈ



2011年度 2018年度 2019年度 2020年度

対比年度実績 （目標3.4％減） （目標3.5％減） （目標3.6％減）

174,115.43 168,195.51 168,021.39 167,847.27

　【活動内容】
　・生産ライン停止時間の記録
　・重機、車両のフィルター清掃
　・重機の「ｱｸｾﾙﾀﾞｲﾔﾙ5～6」周知・徹底する
　・「アイドリングSTOP」ＰＯＰ掲示
　・車両日常点検表の徹底
　・廃棄物運搬は外注へ委託
　・月間使用量の見える化

【3ヶ年目標】（ℓ）

目標 168,195.51ℓ

今年度実績
148,990.20ℓ

【取組結果の評価】
エコアクション登録依頼の悩みの種であった軽油使用量削減。

基準年度の2011年度からの重機・車両の保有台数を確認してみると重機2
台、車両4台増えていたことが分かった。現在と同じ台数の2016年度に基準

年度を変更することに踏み切り、その結果、目標を達成する事が出来た。ま
た、部門責任者と現場作業員のモチベーションの向上にもつながった。

担当者からひとこ
と！！

一人一人の意識も変化
してきていると思う。

126,245 124,970 123,695 123,567 123,440 123,312 
168,196 

118,942 

159,303 153,896 

194,902 
213,664 
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軽油（ℓ）

目標値 実績値 CO2排出量

昨年度実績 166,144.17ℓ



2011年度 2018年度 2019年度 2020年度

対比年度実績 （目標3.4％減） （目標3.5％減） （目標3.6％減）

7,556.00 7,299.10 7,291.54 7,283.98

　【活動内容】
　・タイヤの空気圧点検（月1回）・溝の点検
　・営業車は節約できるルートの選定
　・月間使用量の見える化

【3ヶ年目標】（ℓ）

昨年度実績 4,645.35ℓ
今年度実績
4,493.83ℓ

【取組結果の評価】

基準年度の2011年度に比べると営業車両が1台増えているが低燃費車に更新
した為、目標は達成できている。
軽油使用量削減とは逆に、安易に達成できる目標設定になってしまっているの
で、基準年度の見直しが必要と考える。

担当者からひとこと！！

・月一回の点検はほぼ実施できた
（タイヤ交換も実施）
・急遽入る用件以外はﾙｰﾄ選定を
しながら営業できていた
・使用量の見える化実施により月
毎の使用量が明確になる
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目標 7,299.1ℓ



2011年度 2018年度 2019年度 2020年度

対比年度実績 （目標3.4％減） （目標3.5％減） （目標3.6％減）

3,162.00 3,054.49 3,051.33 3,048.17

　【活動内容】
　・本社事務所内の室温温度２０℃
　・定期的な点検・整備（合材プラント）
　・月間使用量の見える化

【3ヶ年目標】（ℓ）

昨年度実績 1,704.70ℓ

今年度実績
1848.40ℓ

【取組結果の評価】
灯油使用の大半は合材生産時になる。2017年度までの基準年度は2011年。

合材生産量が減ってきている中で、こちらも基準年度の見直しが必要との判

断により今年度から基準年度を2016年度に変更。

合材生産があった2019年1月のみ未達となったが他の月に関しては達成で

きた。

担当者からひとこと！！

合材の注文は民間での
使用の為読めない部分
もあるので、達成でき
ない月も出てきてしま
います。
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2013年度 2018年度 2019年度 2020年度

対比年度実績 （目標3.4％減） （目標3.5％減） （目標3.6％減）

2,526.94 2,441.03 2,438.50 2,435.98

※水の使用量については2012年11月にメーターを取り付けた為、2011年、2012年4月～10月は未把握です。
目標値については2013年度実績値より102％掛けした後、2％、3％、3.1％、3.2％・・・削減としました。

　　【活動内容】
　　　・節水POPの掲示
　　　・月間使用量の見える化

【3ヶ年目標】

昨年度実績 2,466.60㎥

今年度実績
1,861.80㎥

【取組結果の評価】
警備員配置により1日2回～3回の場内散水が行われるようになった。その結

果使用量は増えたが乾燥、強風による埃対策ができた。

今年の夏は台風が多かったことや、お盆休み中の水道管破裂により2018年7

月～10月は目標未達が続いた。

事務所のトイレが節水

トイレになりました。

担当者からひとこと！！

達成はしているが、油断
せずに節水に心掛けてい
きます。

目標 2011年未把握 2,441.03㎥
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2016年度 2018年度 2019年度 2020年度

対比年度実績 （目標3.4％増） （目標3.5％増） （目標3.6％増）

113,452.27 117,309.65 117,423.10 117,536.55

　【活動内容】
　・元請との密な打合せをし、正確な情報収集に努める
　・社内からの情報提供
　・二次処理先の新規開拓
　・契約後、お礼訪問し新規顧客を紹介してもらう（月1回）
　・競合他社と比較した単価の見直し（都度対応）
　・新規顧客の獲得
　・紹介営業の強化

【3ヶ年目標】（ｔ）

昨年度実績 128,276.78ｔ

今年度実績
104,377.20ｔ

【取組結果の評価】
受託廃棄物は年々右肩上がりで来ていたが、今年度は落ちこんでしまった。

行政・同業者にﾋｱﾘﾝｸﾞした結果、業界全体的にｺﾝｸﾘｰﾄ廃材は少ないという事が分かった。他社と差

別化を図るべく、単価の見直しを検討。営業を中心に実施した結果、大型案件が3件受注できた。

担当者からひとこと！！

価格の見直しから大型案
件を３件受注できたが目
標には届きませんでした。
しかし、新規顧客の獲得
を紹介等でできたので、
来期以降の目標達成につ
なげたいと思います。
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受託廃棄物の増加は、ｴｺｱｸｼｮﾝ活動に反するように思えますが、ｺﾝｸﾘｰﾄ､ｱｽﾌｧﾙﾄは再
生砕石として、木くずはﾊﾞｲｵﾏｽ燃料ﾁｯﾌﾟとして売却しています。これにより、資源
の有効活用、ＣＯ²削減が実現しています。

目標 117,309.65ｔ



2016年度 2018年度 2019年度 2020年度

対比年度実績 （目標3.4％向上）（目標3.5％向上）（目標3.6％向上）

103.69 107.22 107.32 107.42

　　※受託廃棄物量・・・年間受入量
　　※再資源化量・・・年間出荷量

【3ヶ年目標】（％）

昨年度実績 90.47％

今年度実績
92.06％

【取組結果の評価】
2013年度より始まった再資源化率向上の目標。

2011年度比（63.64％）2％、3％・・・と設定。2014年度実績から100％超えにも関わらず

目標設定はそのまま。受託廃棄物の基準年度変更に伴い再資源化率の基準年度も

2016年度に変更。その結果目標には届かなかったが、目標としては正しい値になった

といえる。

今後も100％再生を目指していく！！

・2012年度は目標設定無し。

・2013年度～2017年度の目標は2011年度比 再資源化率

2％、3％、3.1％、3.2％、3.3％向上とした。

・2018年度の目標は2016年度比 再資源化率3.4％向上とする。

目標 107.22％



2011年度 2018年度 2019年度 2020年度

不明 新規3点購入 新規3点購入 新規3点購入

　　　　グリーン購入品一例

　【活動内容】
　・グリーン該当品目調査
　・グリーン購入品目の決定と予算手当て

【3ヶ年目標】（ｔ）

目標
新規3点購入

今年度実績
新規15点購入

担当者からひとこと！！

達成はしているが、グリーン購
入法商品を増やしていきたい。

【取組結果の評価】
登録当初から目標は新規3点購入なので容易に目標は達成してしまう。

目標設定は現状のままで、ｸﾞﾘｰﾝ購入法商品と合わせて、ｺﾋﾟｰ用紙・封筒・名刺用紙

はＦＳＣ認証の製品にするなど、さらに環境に配慮した製品の購入を検討していく必

要がある。

※ＦＳＣ認証の製品とは・・・適切な森林管理が行われていることを認証する「森林管

理の認証」を受けた森林の木材でつくられた製品。
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ばい煙等の監視及び測定、ばい煙設備の点検を定期的に行う

騒音、振動、悪臭の防止に取り組む

労働災害を予防するための予防措置を取っている

従業員の一週間当たりの労働時間が法定労働時間の範囲内である又は適法な手続きによって法定労働時間の上限を延長している

全ての従業員に対し、法定健康診断を受診させている

文化、スポーツ振興に係る寄付・寄贈・事業協力を行っている

環境問題や社会問題に取り組む製品、サービスを提供している

室内環境（音、温熱、光など）に配慮している

研修の受講などで従業員の能力を向上させるための人的投資を行っている

水使用量を把握し、削減に取組んでいる

手洗い時、洗物において日常的に節水に心掛けている

蛇口に節水コマを設置している

漏水を定期的に点検している

節水型の水洗トイレを設置している

売上の一部が募金できる自動販売機の設置（SMILE　by WATER）

電気使用量を〇年比で削減する

エネルギー使用量を把握・報告し、削減に取組む

経済活動量当たりのエネルギー使用量の減少によりCO²の排出量を削減する

事務所、工場の照明は不必要時は消灯している

パソコン、コピー機等のOA機器は、省電力設定にしている

空調の適温化を徹底している

クールビズ、ウォームビズをして冷暖房の使用を抑えている

空調機については、フィルターの定期的な清掃、交換を行う等、適正に管理している

共用のコンピュータ等の電源については、管理担当者や使用上のルールを決めるなど適正に管理している

社用車については、ハイブリッド車や低燃費車、低排出ガス認定車、電気自動車、天然ガス自動車等の低公害車への切換えに取組んでいる

敷地内の緑化に取り組んでいる

雇用形態に関わらず、すべての従業員と労働条件を明示した労働契約を書面で交わしている

全ての従業員について労働保険および社会保険に加入している

就業規則などの行動規範を定め、従業員が常に参照可能な状態にしている

一般廃棄物を〇年比で〇％削減する



廃棄物処分量及び廃棄物最終処分量を把握し、削減に取組む

詰め替え可能な製品の利用や備品の修理等により、製品等の長期使用を進めている

使い捨て製品の使用や購入を抑制している

再使用またはリサイクルしやすい製品を優先的に購入し、使用している

マニフェストをもとに廃棄物の適正な処理をしている

廃棄物の最終処分場を定期的に、直接、確認している

事業における廃棄物の処理を適正に行っている

総製品生産量をまとめることで環境へ負荷をかける製品、商品を把握し、環境負荷の削減に取組んでいる

紙、金属缶、ガラス瓶、プラスチック、電池等について、分別回収ボックスの設置により分別を徹底している

組織として社会貢献活動をしている

用紙使用量を〇年比で〇％削減する

使用済み用紙、ポスター、カレンダー等の裏紙が活用できるよう紙は可能な限り利用するよう工夫している

コピー機は枚数、拡大、縮小の誤り等のミスコピーを防止するため、使用前に確認するとともに、次に使用する人に配慮し、使用後は必ずリセットする

環境に配慮した物品等の調達に係る方針、基準等を作成し、それらに物品リストを作成し、リストに基づく購入を行っている

環境ラベル認定等で製品を優先的に購入している

温室効果ガス排出量を〇年比で〇％削減する

温室効果ガス排出量を把握し、環境負荷の削減に取組んでいる

CO²排出量の削減に取組んでいる



適用される主な環境法令等の遵守状況の確認及び評価の結果
以下の法令について、環境管理責任者により2018年7月31日各要求事項が
実施され、かつ問題ないことを確認した。

※2018年度において、環境関連の違反、訴訟等はありませんでした。
なお、関係当局より違反等の指摘は過去3年間ありません。

•産業廃棄物の処理・分別・保管基準の遵守、マニフェストの発行

•委託契約管理票の交付、回収

•産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出

•委託する産業廃棄物処理施設等の現地調査（茨城県・仙台市）

•一般廃棄物処分業（中間処理）・収集運搬業許可の更新

•特別管理産業廃棄物及び産業廃棄物袖手運搬業許可の更新

•産業廃棄物処分業（中間処理）許可の更新

• 収集運搬車に係る表示および書面の備付義務

•マニフェストの期限内の返却

•産業廃棄物処分業/収集運搬業も実績報告書の提出

廃棄物処理法

•貯油施設油水分離槽があるか（事故時は茨城県知事へ速やかに届け出る）

•浄化槽の法定点検の実施

水質汚濁防止法

•指定騒音施設の騒音測定検査（年1回）

騒音規制法

•指定振動施設の測定検査（年1回）

振動規制法

•解体・改修工事着工前にｱｽﾍﾞｽﾄ含有か否かの現地調査及び書類作成

•ばい煙発生施設の測定検査（年2回）

大気汚染防止法

•事務所エアコンの簡易点検（3ヶ月に1回以上）

フロン排出抑制法

•公道を使用しない特殊自動車に対して平成18年10月以降に製作されている建設機械等（対象6台）

オフロード法

•安全運転管理者講習受講（年1回）

道路交通法

•解体工事の際、リサイクル料金の負担・管理票の管理

家電リサイクル法

•建設業許可の更新

建設業法

•工事着工7日前までに説明書を届出

建設リサイクル法

•納入実績報告書提出（年1回）

茨城県コンクリート再生砕石指定基準

•納入実績報告書提出（年1回）

茨城県リサイクル建設資材評価認定制度

•指定可燃物貯蔵取扱届（Ｈ18.9.29）

•消防用設備点検結果報告書の提出（3年に1回）

消防法

•安全衛生推進者の設置

•全従業員の健康診断実施（年1回）

労働安全衛生法



【煤煙】

基準値 2015年7月 2015年12月 2016年7月 2016年12月 2017年7月 2017年12月 2018年7月 2018年12月

ダスト濃度 g/m³ 0.5 0.058 0.064 0.085 0.121 0.1 0.068 0.005 0.082

硫黄酸化物濃度 ｍ³/ｈ 2.219 0.096 0.059 0.058 0.033 0.111 0.03 0.291 0.29

窒素酸化物濃度 ｐｐｍ 230 8 13 8 8 18 10 6 16

※ＣＯ12％換算値です。

【騒音】 8：00～18：00　昼間

基準値 2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月

地点① 65 63 65 64 61

地点② 65 57 59 54 54

地点③ 65 62 65 61 63

地点④ 65 64 62 62 61

※基準値は第三種区域を適用、土地用途区分は市街化調整区域

アスファルト再生プラント（毎年7月、12月実施）



【振動】 6：00～21：00　昼間

基準値 2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月

地点① 70 46 54 52 52

地点② 70 44 48 49 49

地点③ 70 57 48 45 50

地点④ 70 51 49 53 49

※基準値は第二種区域を適用、土地用途区分は市街化調整区域



今年の取り組みでは、エコアクション２１取得から今まで一度
も達成できなかった軽油使用量が初の目標達成となり、全社員
が一丸となり目標達成しようとする意識が昨年よりも向上して
いるのが数値に表れています。但し外的要因が影響する受託廃
棄物の増加推進について、未達となったことは反省すべき点で
あり検証を行い次年度に活かせれば、事業活動としても地球環
境保全としても更なる推進が見込める可能性を感じました。

また、エコアクション２１を取得し６年が経過しました。今後
は数値目標を達成するだけに留まらず、当社事業を通じて地球
環境保全を考え、当社のエコアクション２１基本方針にある自
主的かつ積極的に取り組む精神や行動についても、環境管理責
任者を中心に全社員が一致団結し推進し続けることを願います。

そして、「次世代に引き継がれるものづくりを提供していく」
という当社の基本理念のため、環境負荷低減そして地球環境保
全を推進するエコアクション２１活動を継続的に活用していく
ことで、相乗効果が起きると確信します。私たち美浦クリーン
全員が環境に対する意識が変わることで、社員の家族や地域住
民、更には地域社会全体の意識が変わり、持続可能な社会への
推進へ向けこれからもエコアクション２１の取り組みを邁進し
ていきましょう。



油漏洩緊急対応訓練

・Ｕ字溝清掃 ・消火器使用期限確認（2024年まで）

・灯油漏れ発見 ・第一発見者は社長又は ・初期漏洩止めが可能な場合は
工場長へ連絡 ウエスでふき取る

・漏れた灯油がＵ字溝から流出しないよう ・油が浮いていたら吸着マットで吸い取る
土のう袋で止める

・Ｕ字溝などから流出した場合は美浦村役場生活
環境課へ連絡

・火災が発生したら、いなほ消防署へ連絡

・社長または工場長は近隣、行政への報告を判断する

・漏れ箇所の修理、Ｕ字溝の油の
浮きなどを全て確認する

・土嚢袋準備



火災緊急事態訓練

・訓練内容の説明 ・消火器使用期限確認（2024年まで）
一般廃棄物ヤードで火災発生と想定

・第一発見者は大声で周囲に応援 ・初期消火が可能な場合は放水や消火器で
を求める 消火活動を行う
・社長又は工場長へ連絡

・消火不可能と判断した場合は、ただちに119番通報する

・社長又は工場長到着後、速やかに現場指揮をとる

・火災現場に作業員がいるか否かの確認

・消防ルートの確保

・消防署へ必要な情報を伝達

・消防による消火活動

・社長又は工場長は近隣、行政への報告を判断する



産業廃棄物（石綿）飛散緊急事態訓練

・運転手、現場作業員は防塵 ・石綿含有廃棄物の梱包材が破断した
マスクを着用する

・運転手は湿潤化用の水にて飛散防止 ・現場作業員はﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸにて、破断した
を講じる 梱包材ごと廃棄物を梱包する

・梱包に時間を要すると判断した場合は社長又は工場長へ連絡する

・社長又は工場場は状況により現場へ向かい、指揮をとる

・社長又は工場場は近隣、行政への報告を判断する



弊社では、売上の一部が募金できる自動販売機

を設置しています。

この募金は、アジア各国に「安全な水」を届ける

ためのさまざまな事業に役立てられています。

・バングラデシュとタンザニアに、医療スタッフを送って

保健医療協力を行う。

・インド、ウガンダ、タンザニア、ネパール、バングラデ

シュの現地の医療スタッフに奨学金援助を行う。
・カンボジニア、ケニア、タンザニアで現地団体との協
同プロジェクトを行う。



かわいいﾐﾆｺﾞｰﾔがたくさん
生りました。
成長は早く、日影にもなり大成功！
育てやすかったが、調理するには
少し小さすぎたようです。。

来年はきゅうりで挑戦してみたい
です！！

ｸﾞﾘｰﾝｶｰﾃﾝ初心者にはﾊﾟｯｼｮﾝ
ﾌﾙｰﾂは難しかったです・・・
ﾈｯﾄはほぼｺﾞｰﾔで埋め尽くされて
しまいました。
実も購入時に生っていたもの以外は
生りませんでした。

朝顔にも挑戦しましたが、日が
当たりすぎたせいか、伸びも悪く
花が少ししか咲きませんでした。

2018年6月8日

•植えつけ

7月3日

•1つ目の花が咲く

7月14日

•1つ目の実がなる

7月30日

•日影が出来るくらいに育つ

2018年6月8日

•植えつけ

7月3日

•初収穫！！

7月30日

•最初についてた実以外は生りま
せんでした。。。

7月30日

•お隣りのゴーヤにおされあまり育
ちませんでした（；_；）



～レポート編集後記～

エコアクション担当になった当初は「エコアクション」という言葉を聞くのも初めてでした。

年度を重ねるごとに内容を理解できるようになってきましたが、環境に関する言葉の意味をきちんと

理解できていませんでした。

そこで、「eco検定」に挑戦することにしました。勉強していく中で「ＳＤＧｓ」の事も知りました。

採択されて3年も知らずに生活していたことに、恥ずかしさを感じました。

世界中で貧困・飢餓に苦しみ、教育を受けられない、電気・水がない・・・という環境の中で暮らし、

毎年何千万人と命を落としている人がいること、この人々を救い上げようとしている人がいること、

世界の目標として掲げられていること・・・

これを、他の社員にも知ってほしいと思い、まずは今まで取組んでいた環境活動と「ＳＤＧｓ」の17の目標

を関連付けることから始めようと思います。今までもできていたんだ！会社として・個人として他に

何が出来るか？と感じ、考え、行動してもらえるよう呼びかけていこうと思います。


