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事業所名

代表者名

所在地 本社

若松支店

環境管理責任者

連絡担当者名

連絡先

E-mail

事業内容

事業規模

産業廃棄物の

収集運搬量

運搬車両の種類 3台

2台

事業年度

環境衛生管理業務、ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ及び産業廃棄物の収集運搬

FAX　093-701-6582

定森　静香

山本　隆二

１．取組の対象組織・活動

岸ノ上　猛

●組織の概要

福岡県北九州市八幡西区光明一丁目3-20

福岡県北九州市若松区南二島一丁目6-6

株式会社　北九州テクノサービス

sadamori@kitakyutechno.jp

TEL　093-701-6581

平成25年7月1日

1,000万円

法人成立年月日

資本金

従業員数 15人

対象事業者名

対象事業所

対象事業活動

本社は平成３３年の更新審査時までに認証範囲を検討する。

●認証・登録範囲（組織・活動）

株式会社　北九州テクノサービス

若松支店

環境衛生管理業務　ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ及び産業廃棄物の収集運搬

10t強力吸引車

4t強力吸引車

4月1日～翌年3月31日

924.48㎡

173百万円（平成28年度）

延べ床面積

売上高

3931.686ｔ（平成28年度）

515.375 t （運用期間 平成29年10月～12月）
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・全県積替え保管はなし

●産業廃棄物収集運搬業の許可品目

許可項目（事業の範囲）

ガ

ラ

ス

く

ず

等

宮崎県

鹿児島県

平成25年 9月12日

平成27年 8月17日

熊本県

平成25年10月 3日

平成25年 9月 4日

平成26年 6月23日

●産業廃棄物収集運搬業の許可内容

都道府県

福岡県

山口県

大分県

許可の年月日

平成25年 9月18日

有効年月日 許可番号

04000 172567平成25年 7月 9日

平成25年 8月27日

平成30年 7月 8日

平成30年 8月26日 4408 172567

4607 172567

平成30年 9月17日

平成30年10月 2日

平成30年 9月 3日

平成31年 6月22日

平成30年 9月11日

平成32年 8月16日

4002 172567

4101 172567

4200 172567

4305 172567

4503 172567

ば

い

じ

ん

●：全県許可品目　　▲：福岡県のみ許可品目
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２．環境方針

基本理念

行動指針

平成 29年 9月 4日 制定

株式会社　北九州テクノサービス

株式会社 北九州テクノサービスは、『感謝・努力・笑顔』をスローガンにチーム

ワークとチャレンジ精神で活気ある会社を目指します。

また弊社は、地域環境の改善を重要な課題と位置づけ、事業活動を通じて環境への負

荷低減に積極的に取り組みます。そのため『エコアクション21』に基づく環境経営シ

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。

１．二酸化炭素の排出を削減

節電を励行するとともに、エコドライブ・不必要なアイドリングを無くす等を

実施して社用車（収集運搬者含む）の燃料使用量の継続的な削減を図ります。

２．廃棄物（ごみ）の削減

ごみの分別を徹底してリサイクル率の向上を図ります。

社内書類の電子化を推進するなど、紙使用量の削減を図ります。

３．水使用量の削減

節水に努め、水使用量を削減します。

４．グリーン購入の推進を行います。

５．5S活動の推進

社内環境の向上に向け5S『整理・整頓・清掃・清潔・躾』活動を推進し

社内環境の向上、周辺地域の環境向上を図ります。

６．法規遵守について

事業活動に関連する環境関連法規や条例等を遵守します。

７．地域社会への貢献

地域社会と良好な環境コミュニケーションを図り、地域の環境保全に努めます。

８．社内教育

この環境方針は、従業員全員に周知するとともに、研修や教育を行い環境保全に

向けた意識の向上に努めます。
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３．実施体制

柴田　泉美 製造部門 廃棄物の廃棄量管理、リサイクル率管理

竹本　泰久 総務部門 車燃料（ガソリン、軽油）灯油消費量管理

定森　静香 EA21事務局 EA21文書及び記録類の作成・維持・管理

渡邉　聡一郎 総務部門 電力、水消費量の管理

山本　隆二
環境管理責任者

（部長）
全体の把握/環境経営システムを構築し、運用し、その状況を社長に報
告する

内藤　晃 EA21委員会
一ヵ月に一回開催し、環境目標の達成状況及び活動計画の実行状況
を審議する

役割分担表

氏名 所属（役職） 役割・責任・権限・使命

岸ノ上　猛
代表者

（代表取締役社長）
全体の総括、環境方針の設定、全体の評価と見直し

岸ノ上　信美 宮脇　大輔
田中　隆志 木下　圭介
ヅォン ファン

（部長）：内藤　晃 竹本　泰久 田端　道 定森　静香
渡邉　総一郎 馬越　大輔

営業部門 （部長）：山本　隆二 柴田　泉美

柴田　泉美
定森　静香
宮脇　大輔 EA21事務局
田中　隆志 定森　静香
木下　圭介
ヅォン
ファン

業務部門 事務

馬越　大輔 山本　隆二

代表取締役社長
EA21委員会 岸ノ上　猛
岸ノ上　猛
岸ノ上　信美
山本　隆二
内藤　晃
竹本　泰久
田端　道

渡邉　総一郎 環境管理責任者

4



本社は33年の更新審査に計画する。

（15人）

４．組織図及び認証・登録範囲

代表取締役

本社

若松支店
（1人）

認証・登録範囲

範囲外
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平成28年度

（基準年度）

43957 以下 174054 以下 172278 以下 170502 以下

2856 以下 11428 以下 11311 以下 11194 以下

108 以下 311 以下 307 以下 304 以下

1593 以下 6308 以下 6244 以下 6180 以下

14586 以下 58231 以下 57636 以下 57042 以下

0.18 以下 0.755 以下 0.747 以下 0.739 以下

12.09 以下 47.9 以下 47.4 以下 46.9 以下

2回 /週以上 2回 /週以上

13.58 以上 13.44 以上

(1%) (2%) (3%) (4%)

14.28 以上

(2%) (3%) (4%)

4 以上 5 以上

(1%) (2%) (3%) (4%)

(1%) (2%) (3%) (4%)

以上 3 以上

(1%) (2%) (3%) (4%)

(1%) (2%) (3%) (4%)

(3%) (4%)

(1%) (2%) (3%) (4%)

平成31年度 平成31年度

目標（運用期間） 目　標 目　標 目　標

177606

５．29年度及び中期環境目標

環境目標 単位

1 二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2

平成29.10~12月 平成30年度

(1%) (2%)

1-1 電力使用量の削減 kWh 11661

1-3 灯油使用量の削減 ℓ 317

1-4 ガソリン使用量の削減 ℓ 6437

4
グリーン購入

の推進
日用品等

切り替え品目

（品目数）
2 3 

1-5 軽油使用量の削減 ℓ 59419

2 廃棄物総排出量の削減 ton 0.77

3 総排水量（使用水量）の削減 ㎥/人 48.9
(1%)

6 会社周辺の清掃 実施回数 ２回/週 ２回 /週以上 2回 /週以上

5

製品・

サービス

に関する事項

ルート時間短縮

による

燃費の向上

km/L

（走行距離/軽

油使用量）

14
14 以上
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活　動　項　目 責任者

不使用PCの電源を切る 定森

不使用電気器の電源切る 定森

灯油使用量の削減 エコドライブ運動展開 山本

ガソリン使用量の削減 アイドリングストップ 山本

軽油使用量の削減 急加速の抑制 山本

ごみの出が少ない商品を使う 定森

器具を長持ちさせる 山本

缶・ペットは潰して捨てる 定森

バルブ調節 渡邉

定期的な漏水チェック 渡邉

水道の止め忘れ注意 渡邉

商品の比較検討 柴田

事前のルート確認 山本

エコドライブ運動展開 山本

アイドリングストップ 山本

急加速の抑制 山本

グリーン購入の推進 実　行

ルート時間短縮による

燃費の向上
実　行

総排水量の削減 実　行

６．当年度の主要な環境活動計画

廃棄物総排出量の削減
実　行

器具の検討・購入 実　行

目　標 10月 11月 12月

二酸化炭素総

排出量の削減

電力使用量の削減

実　行

7



平成28年度 平成29年度 平成29.10~12月 平成29.10~12月 目標の達成率

（基準年度） 目　標 目標（運用期間） 実績（運用期間） （目標/実績）
環境目標 単位

1 二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2 175830 以下 43957.00 43017 102%

1-1 電力使用量の削減 kWh 11661 11544 以下 2856

177606

3092 92%

1-3 灯油使用量の削減 ℓ 317 313.8 以下 108.00 204 53%

1645.58 97%

14586 14144.29 103%

1-4 ガソリン使用量の削減 ℓ 6437 6372 以下 1593

1-5 軽油使用量の削減 ℓ 59419 58824 以下

60%

2 廃棄物総排出量の削減 ton 0.77 0.76 以下 0.18

㎥/人 48.9 48.4 以下 12.09 20.06

７．目標の実績

平成29年10月～平成29年12月の試行運用の期間の目標に於ける実績は以下の通りである。

3 3 100%4
グリーン購入

の推進
日用品等

切り替え品目

（品目数）
2 3 以上

0.41 44%

3 総排水量（使用水量）の削減

※電気の二酸化炭素排出係数は、九電の27年度の実排出係数0.509kg-CO2/kWhを適用。

14 7 50%5

製品・

サービス

に関する事項

ルート時間短縮

による

燃費の向上

km/L

（走行距離/軽

油使用量）

14 14以上
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(2)燃料の使用量削減

８．環境目標の達成状況とその評価

二酸化炭素排出量の削減

(1) 電気使用量の削減

　・削減目標を2856kwhとしたが、これの実績は目標を92%達成できた。

　これの原因は電気機器不使用時の電源OFFの実施が大きく寄与したことによる。

　・削減目標を14以上としたが、実績は目標の49%で目標未達成となった。

　・削減目標を0.18t以下としたが、実績は目標の44%で目標未達成となった。

　① 灯油

　・削減目標を108ℓ以下としたが、これの実績は目標の53%で目標未達成となった。

　要因は寒気が続き長期間暖房器具の使用が必要になったこと、また

　② ガソリン

　・削減目標を1593ℓとしたが、これの実績は目標を97%達成できた。

　これの原因はエコドライブが徹底されていなかったこと、また、

　遠乗りの業務が多かったことによる。

　③ 軽油

　・削減目標を14586ℓとしたが、これの実績は目標を103%達成できた。

　これの原因はルート短縮などの実施が大きく寄与したことによる。

(3)廃棄物排出量の削減

　吸引車両の油汚れの清掃など、業務に使用する必要が多くあったことによる。

　要因はエコドライブの実施の甘さ、暖機運転などによる。

　要因は運用期間内に倉庫の大掃除をしたことと、

　基準値とした前年よりも仕事量が拡大したことによると思われる。

(4)排出水量（使用水量）の削減

　・削減目標を12.09㎥/人以下としたが、実績は目標の60%で目標未達成となった。

　要因は業務に大量の水を使うこと、また、冬場にタンクの水が凍らないよう

　中身の入れ替えを行うなど、削減が難しかったことによる。

(5)グリーン購入の推進

　・購入目標数を3としたが、これの実績は目標を100%達成できた。

　これは毎月計画的に購入検討したことが大きく寄与したことによる。

(6)ルート時間短縮による燃費の向上
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　・電気機器不使用時の電源OFFを継続、使用時も削減を意識して行動していく。

(2)燃料の使用量削減

　① 灯油

９．次年度の取り組み内容

二酸化炭素排出量の削減

(1) 電気使用量の削減

　③ 軽油

　・外出の際は複数用事を片付ける、無駄のないルート選択を心掛ける。。

　・電気や燃料を使用する以外の暖房器具も検討し、できる限りの削減に努める。

　② ガソリン

　・エコドライブへの意識を徹底させ、同時に燃費の削減も行う。

　・業務に必要である以上、使用料を削ることはできないが、

　できる限り水の出し過ぎや無駄使いのないようにしていく。

(5)グリーン購入の推進

(3)廃棄物排出量の削減

　・極力ごみの出の少ない製品を使用する、物持ちをよくする。

(4)排出水量（使用水量）の削減

なお、関係当局よりの違反の指摘、利害関係者からの訴訟等も過去5年間ありません。

１０．環境関連法規への違反、訴訟等の有無

環境関連法の順守状況を自社でチェックした結果、違反はありませんでした。

　・引き続き毎月計画的に購入及び検討を行う。

(6)ルート時間短縮による燃費の向上

　・エコドライブの意識を定着させ、実施を徹底させる。
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近年日本を取り巻く環境は各地で大変な天災（豪雪、地震、豪雨、台風）の被害に

・清掃（社内、敷地内の美意識の向上）

１１．代表者による全体評価と見直しの結果

エコアクション21に取り組む中で、約半年間ではありますが社内の環境の改善、

具体的にはS3の実施

・整理（無駄な物品の廃棄）

・整頓（事務所内、資機材の片付け）

感謝して仕事に取り組んで参ります。

弊社はわずかな事しか出来ていませんが、資源を大切にし又関わらせて頂く方々の

環境が少しずつでも改善されていくように、努力していく所存です。

が各社員に芽生え意識の向上が出てきています。

結果的に業務に対する姿勢も上がりお客様の信頼度も今まで以上に上がってきている

ように感じます。

遭われている方々がいる中、比較的被害の少ない北九州市で特に環境関連の仕事に

従事している使命と責任感を忘れる事なく、毎日無事に笑顔で自宅へ帰れることに
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事務所内で使っていない範囲の電灯を消す

ことで、電気の使用量を抑えた。

ゴミ袋を捨てる際に重さを測る器具。

社員全員が数値を把握することで、日常的

に削減への意識をつける。

取り組みの様子

トイレットペーパーは二倍巻の商品を使用

することで消費を抑えた。

缶やペットボトルを潰す器具。
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