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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

10t強力吸引車

4t強力吸引車

4月1日～翌年3月31日

924.48㎡

177百万円（令和元年度）

延べ床面積

売上高

4485.734ｔ（令和1年度）

対象事業者名

対象事業所

対象事業活動

認証登録範囲は全社全活動とする。

●認証・登録範囲（組織・活動）

株式会社　北九州テクノサービス

本社、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

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 16人

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
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令和5年 7月 8日

令和5年 8月26日 4408 172567

広島県

4607 172567

令和5年 9月17日

令和5年10月 2日

令和5年 9月 3日

令和6年 6月22日

令和5年 9月11日

令和2年 8月16日

4002 172567

4101 172567

4200 172567

4305 172567

4503 172567

熊本県

平成30年10月 3日

平成30年 9月 4日

令和元年 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30年 9月18日

有効年月日 許可番号

04000 172567平成30年 7月 9日

平成30年 8月27日

・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

宮崎県

鹿児島県

平成30年 9月12日

平成27年 8月17日

平成30年 8月 9日 令和5年 8月 8日 03400 172567

佐賀県

長崎県
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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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車燃料（ガソリン、軽油）灯油消費量管理

全体の総括、環境方針の設定、全体の評価と見直し

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

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

営業部門 （部長）：山本　隆二

EA21文書及び記録類の作成・維持・管理

電力、水消費量の管理

廃棄物の廃棄量管理、リサイクル率管理

渡邉　聡一郎
定森　静香

木下　圭介

山本　隆二
内藤　晃
竹本　泰久

渡邉　聡一郎
木下　圭介

田端　道

業務部門 事務

田中　隆志
山本　隆二

田端　道（部長）：内藤　晃 竹本　泰久

代表取締役社長
EA21委員会 岸ノ上　猛
岸ノ上　猛
岸ノ上　信美

戸島　則雄 橋本　健嗣
岸ノ上　信美

田中　隆志 有村　栄晃

氏名 所属（役職）

岸ノ上　猛
代表者

（代表取締役社長）

環境管理責任者

役割・責任・権限・使命

柴田　泉美

有村　栄晃
戸島　則雄
橋本　健嗣

EA21事務局

柴田　泉美
定森　静香

定森　静香
ヅォン
ファン

３．実施体制

柴田　泉美 製造部門

竹本　泰久 総務部門

定森　静香 EA21事務局

渡邉　聡一郎 総務部門

山本　隆二
環境管理責任者

（部長）

ヅォン
ファン

内藤　晃 EA21委員会

役割分担表
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認証登録範囲は全社全活動とする。

（15人）

４．組織図及び認証・登録範囲

代表取締役

若松支店本社

（1人）

認証・登録範囲
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平成29年度

売上高 別表1 （基準年度）

1123.8 以下 1112.3 以下 1100.8 以下 1089.4 以下

73.4 以下 72.7 以下 71.9 以下 71.2 以下

5.8 以下 5.8 以下 5.7 以下 5.6 以下

41.4 以下 40.9 以下 40.5 以下 40.1 以下

371.8 以下 368.0 以下 364.3 以下 360.5 以下

1.29 以下 1.28 以下 1.27 以下 1.25 以下

7.8 以下 7.7 以下 7.6 以下 7.5 以下

(3%) (4%)

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

令和元年度 令和2年度

目　標 目　標

令和3年度

目　標

(5%)

(5%)

(5%)

(5%)

(5%)

(5%)

(5%)

1-5 軽油使用量の削減 ℓ/100万円 379.43

2 廃棄物総排出量の削減 ton 1.32

3 総排水量（使用水量）の削減 ㎥/100万円 7.93

147 55776.0

1165.0147

1-3 灯油使用量の削減 ℓ/100万円 5.95

平成29年度

147

147

147

1-4 ガソリン使用量の削減 ℓ/100万円 42.21147

1146.70

874.0

6205.0

５．令和元年度環境目標

環境目標 単位

1 二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2/100万円

平成30年度

(2%)

1-1 電力使用量の削減 kWh/100万円 74.93

目　標

168565.2

11014.0

(3%) (4%)

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

2 以上

(4%)

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

(2%) (3%)

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

2 以上 2 以上

(2%)

※平成30年度からは、平成29年度の環境負荷の実績値を売上（100万単位）で割ったものを基準値とする。

2.1 以上 2.1 以上

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

2.1 以上

6 地域社会への貢献 実施回数 実施 実施 実施 実施実施

2 以上

2.2 以上

(5%)

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）

2.0

4
グリーン購入

の推進
日用品等

切り替え品目

（品目数）
2

6



活　動　項　目 責任者 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

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

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

目　標

二酸化炭素総

排出量の削減

電力使用量の削減

実　行

実　行

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
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平成31.4~3月 目標の達成率

別表1 売上高 実績値 （目標/実績）

平成31.4月~令和2.3月

62957.87

2

2.5

177

177

177

177

177

177

187400.21

平成31.4月~令和2.3月

目標（運用期間）

※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。

以上 2.5 118%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）

2.1

141%

2 廃棄物総排出量の削減 1.28 以下

７．目標の実績

平成31年4月～令和2年3月の運用期間の目標に於ける実績は以下の通りである。

以上 2 100%4
グリーン購入

の推進
日用品等

切り替え品目

（品目数）
2

0.86 148%

3 総排水量（使用水量）の削減

ton

㎥/100万円 7.69 以下

1-5 軽油使用量の削減 ℓ/100万円 368.05

1-4 ガソリン使用量の削減 ℓ/100万円 40.94 38.66 106%

5.46

以下 355.69 103%

以下 6842.68

0.86

966.50

115%

1-3 灯油使用量の削減 ℓ/100万円 5.77 以下 1.41 408%

11173.00

250.00

※平成30年度からは、平成29年度の環境負荷の実績値を売上（100万単位）で割ったものを基準値とする。

環境目標 単位

1 二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2/100万円 1112.30 以下 1058.76 105%

1-1 電力使用量の削減 kWh/100万円 72.68 以下 63.12
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　エコドライブの意識の定着が見られる。

　昨年より大幅な削減に成功した。引き続き毎月の経過報告と呼びかけを行う。

(4)排出水量（使用水量）の削減

　・削減目標を7.69㎥/100万円以下としたが、実績は目標の141%で目標達成となった。

　来年度も引き続き削減に努める。

(5)グリーン購入の推進

　・購入目標数を2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

　・削減目標を2.1以上としたが、実績は目標の118%で目標達成となった。

　・削減目標を1.28t以下としたが、実績は目標の148%で目標達成となった。

　① 灯油

　・削減目標を5.77ℓ/100万円以下としたが、これの実績は目標の408%で目標達成

　となった。今冬は暖冬ということもあり、ストーブを使わず暖房類は電気ヒーター

　② ガソリン

　・削減目標を40.94ℓ/100万円以下としたが、これの実績は目標を106%達成できた。

　で一貫したため、灯油の使用量の大幅カットに成功した。

　大幅な削減は望めなかったが、来年度も引き続き意識して節約していく。

　③ 軽油

　・削減目標を368.05ℓ以下としたが、これの実績は目標を103%達成できた。

　今年は遠方の現場が多く月によっては大幅増したが、削減目標値を維持できた。

(3)廃棄物排出量の削減

　来年も引き続き節約していく。

(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72.68kwh/100万円以下としたが、目標を115%達成できた。

　昨年比より多く削減に成功した。引き続き来年度も節約していく。
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　　更に無駄のないルート選択を心掛ける。

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

環境関連法の遵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。

(5)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呼びかけ等で各自に定着させ、実施を徹底させる。

　・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。

(4)グリーン購入の推進

(2)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。小さくして捨てる。

(3)排出水量（使用水量）の削減

　③ 軽油

　・業務上、使用頻度や量は依然として高い。

　・今年も暖冬が続き暖房器具の使用を削減することができた。次年度も引き続き

　② ガソリン

　・次年度も遠方が多くなると思われるので、更に各自エコドライブの意識の徹底と

　　同じように取り組んでいく。

　　燃費の向上に取り組んでいく。

　・電気機器不使用時の電源OFFを徹底、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

(1)二酸化炭素排出量の削減

　1) 電気使用量の削減
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近年世界を取り巻く環境は各地で新型コロナウイルスによる大変な被害に遭われて

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。

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

・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、約二年と半年間になりますが社内の環境の改善、

具体的には3S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）
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R1.05 30年度エコアクションの達成率総評ですが、電気104%、灯油2007%、

ガソリン113%、軽油103%、排水量129%、ごみ111%、燃費120%でした。

今年度も頑張りましょう。

R1.10 毎月のごみの量ですが、4月から今まで平均60kgを保てており、良い状況

です。ごみはかさばらないように小さくして、袋はいっぱいになるまで

入れてください。

R1.11 4～8月に比べて9,10月は走行距離が短めですが、その分軽油の使用量が

減っているかと言えばそうでもないです。つまり燃費が悪いです。

他に用途があり消費しているなら仕方がないですが、できるだけ燃費を

抑えるよう意識をお願いします。

R2.03 エコアクションの現地審査を4月後半に予定しています。

日が近付いてきたら周辺の清掃など特にお願いします。

取り組みの様子

●安全会議によるエコアクション取り組みについての呼びかけの記録。

●番組「池の水大作戦」による池の清掃

6/29 嘉麻市 11/28 人吉城

5/12 住吉神社4/29 西ノ島
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