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はじめに 

  

本環境活動レポートは、平成２８年４月から平成２９年３月までの環境活動の

結果をまとめたものです。 

 

（挨拶） 

株式会社那珂川開発は創業以来、那珂川町において一般廃棄物収集運搬を中心

とした、安心・安全の事業活動を行ってまいりました。 

昨今、全国的に地球環境保全に基づいた省資源・省エネルギーの推進が急務な

課題となっている中、当社においても廃棄物の排出削減など環境負荷を低減させ

る責任と使命を痛感しております。 

この度、当社は廃棄物の分別の徹底及び排出削減など環境保全を推進する事を

目的とし、エコアクション２１への取組みを続け、地球環境に優しい地域密着型

の事業活動に努め、社会的要請に応えてまいります。 

ここに当社の環境保全への取組みの成果を「環境活動レポート」にまとめまし

たので、ご高覧ください。  
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Ⅰ当社の概要 
１．  概要 

会 社 名    株式会社那珂川開発 

活動範囲    福岡県筑紫郡那珂川町全域における一般廃棄物の収集運搬、及びエコ

ピア・なかがわ（一般廃棄物中間処理及び啓発プラザ）の管理運営 

 

所 在 地    〒811-1224 福岡県筑紫郡那珂川町大字安徳59-2 

連 絡 先    TEL092-952-9003  FAX092-952-9007 

代 表 者    津屋 智子 

取締役専務    津屋 雅臣 

取締役常務    津屋 博臣 

取締役部長    平山 良男 

 

２． 環境保全関係の責任者及び担当者名連絡先 

責 任 者 ： 津屋 智子 

環境管理責任者 ： 津屋 雅臣 

ＥＡ２１事務局 ： 津屋 博臣 

統 括 部 門 長 ： 平山 良男（エコピア施設長） 

部 門 長 ： 松田 裕子  上野 耕治  恩智 慎一  平山 諭 

ＴＥＬ 092-952-9003  ＦＡＸ 092-952-9007 

 

３． 事業の内容 

①「エコピアなかがわ」（一般廃棄物中間処理施設及び啓発プラザ）の管理運営を指

定管理者として行っています。 

②那珂川町より委託を受けて一般廃棄物収集運搬（家庭・事業系一般廃棄物）の収集

運搬を行っています。 

 

４． 事業の規模 

創 業 年：昭和58年7月27日〔西暦1983年〕 

資 本 金：1000万円 

年 商：売上区分A 

従 業 員：46名 

保有車両：32台 

塵芥車（パッカー車、4tダンプ、アームロール）13台 

キャブオーバー（軽トラ）2台 

2t平ボディトラック1台/営業車3台 

軽バン1台／乗用車12台 

敷地面積：1554㎡ （ 事務所・車庫623.3㎡ ） 
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５． 許可一覧 

・福岡県那珂川町一般廃棄物収集運搬許可書（許可第2号） 

・福岡県那珂川町リサイクルプラザ一般廃棄物搬入許可書（許可第01号） 

・福岡県春日市一般廃棄物収集運搬許可書（許可第23号） 

・福岡県産業廃棄物収集運搬許可書（許可第04000012140号） 

・福岡県福岡市産業廃棄物収集運搬許可書（許可第07700012140号） 

・福岡県久留米市産業廃棄物収集運搬許可書（許可第11200012140号） 

 

６． 加盟団体 

・全国清掃事業連合会 

・福岡県清掃事業協同組合連合会 

・筑紫地区清掃事業協同組合 

 

７． 処理実績 

・那珂川町一般廃棄物収集運搬委託業務実績（平成28年4月～平成29年3月） 

一般廃棄物収集運搬・・・・・・・・・14,806,130ｋｇ 

産業廃棄物収集運搬許可業務実績・・・業務実績なし 
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営業部
平山諭

総務経理部
松田裕子

業務一課
（夜の部）

業務二課
（昼の部）

エコピア事業部
平山良男

管理課 選別課

経営責任者
津屋智子社長

内部監査チーム
環境管理責任者
津屋雅臣専務

事務局
津屋博臣常務

事業部
平山良男

Ⅱ対象範囲 

   対象範囲  全組織・全活動・全従業員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【職名・役割】 

職名 役割 

経営責任者 

[代表取締役社長]  

①環境方針を定め、見直しを行う。 

②環境管理責任者をはじめ必要な責任者を任命する。 

③要員と所定の技能、技術と資金の経営資源を確保する。 

④環境マネジメントシステムの有効性を評価し、見直しを行う。 

⑤内部監査委員を指名する。 

環境管理責任者 

［専務取締役］ 

①環境マネジメントシステムを確立、実施、維持、管理する。 

②社内外の環境情報(法規制を含む)の調査、伝達、広報を実施し、法規制及びその他の要

求事項について遵守評価を実施する。 

③環境に関する教育、訓練を企画し役員会議を統括する。 

④環境マネジメントシステムの運営状況に関して社長に報告する。 

事務局 

［常務取締役］ 

①事務局として、環境管理責任者を補佐し、エコアクション２１に関する実務全般を所管

する。 

定期役員会 

経営責任者・環境管理責任者・事務局で構成し、隔月1回環境管理者が召集する。 

環境目標・活動計画の策定及び、進歩状況について管理する。 

環境管理責任者が必要と認めた者は出席することが出来る。 

提案改善 

委員会 
各課で週１回開催し、環境目標・活動計画の策定及び、進捗状況について管理する。 

本部 

エコピア【那珂川町所管】 
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Ⅲ環境方針 

 

〔基本理念〕 

 
株式会社那珂川開発は福岡県筑紫郡那珂川町の一般廃棄物収集運搬業務・許可業務及びエコピ

ア・なかがわの管理運営業務を受託しており、循環型社会形成における重要な役割を強く認識し、

その責任を確実に果たして参ります。 

また安全かつ適正な処理は当然のこととして、当社の事業活動が地域に密着した活動であること

をふまえ、環境保全を基本とした住民サービスの質の向上に努め、地域社会の期待に率先して応え

て参ります。 

 これらの基本理念に基づいて以下の環境方針を定め、広く一般に公開いたします。 

 

 

〔環境方針〕 
 

１．環境関連の法規制及び当社が地域社会やお客様と約束した事項を順守します。 

２．この方針を実現するために以下のテーマを設定し、部門ごとの目的及び目標として展開します。 

① 省資源及び省エネルギーの推進 

② 廃棄物の分別の徹底及び排出削減 

③ サービス品質の向上 

３．環境マネジメントシステムを構築・運用することによりシステムの継続的改善を図るとともに

環境汚染の予防に努めます。 

４．この方針は全従業員及び当社のために働く人々に周知させます。 

 

 

制定 ２００８年１月２９日 

改定 ２０１０年１月３１日 

 

                             株式会社那珂川開発 

代表取締役 
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Ⅳ環境目標 

及び主要な環境活動計画の内容審査 
小数点以下四捨五入 

本部 

目標項目 

2015年度 

(実績) 

2016年度 

(目標) 

2016年度 

(実績) 

2017年度 

(目標) 

2018年度 

(目標) 

2019年度 

(目標) 

 
2015年度比 

1％削減 
 

2016年度比 

1％削減 

2017年度比 

1％削減 

2018年度比 

1％削減 

二酸化炭素排出量の 

削減（ kg-CO2 ） 
296,221 293,259 235,175 232,823 230,495 228,190 

廃棄物の削減（ kg ） 334 331 330 327 324 321 

水資源使用量の削減 

（ ㎥ ） 
658 652 771 763 755 748 

グリー 

ン購入 
文房具（％） 100% 30% 100% 100% 100% 100% 

本業における環境配慮 

（回） 
4 4 4 4 4 4 

       

エコピア 

目標項目 

2015年度 

(実績) 

2016年度 

(目標) 

2016年度 

(実績) 

2017年度 

(目標) 

2018年度 

(目標) 

2019年度 

(目標) 

 
2015年度比 

1％削減 
 

2016年度比 

1％削減 

2017年度比 

1％削減 

2018年度比 

1％削減 

二酸化炭素排出量の 

削減（ kg-CO2 ） 
58,507 57,922 61,690 61,073 60,462 59,858 

廃棄物の削減（ kg ） 366 362 358 355 351 348 

水資源使用量の削減 

（ ㎥ ） 
640 634 388 384 380 376 

グリー 

ン購入 
コピー用紙（％） 100% 30% 100% 100% 100% 100% 

 

 “ 電力のＣＯ₂排出係数：0.374㎏-CO₂/kWh（九州電力平成20年度） ” 
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Ⅴ環境活動計画 
当社の主な活動内容は下記の通りです。 

 

１、当社一般廃棄物収集運搬車両からの二酸化炭素排出量（排出ガス）の削減 

 ・アイドリングストップの徹底実施 

 ・空ふかしを行わない 

 ・急発進、急加速を行わない 

 ・法定速度の厳守、一定速度運転 

・車両出庫時の日常点検実施 

 

２、電力の使用節減による二酸化炭素排出量（排出ガス）の削減 

 ・事務所、車庫休憩室での休憩時間の消灯 

 ・未使用時の設備電源ＯＦＦ 

 ・冷暖房温度の設定（クールビズ・ウォームビズの推進） 

・省エネ機器への切り替え導入 

・排風ファン等の使用を控える 

 

３、水資源の適正使用への管理 

 ・車両洗車時、大きなごみを掃き出し、洗車時の水使用を抑制する。 

 ・給湯使用時のムダをなくす 

・トイレタンク容積水量調整による使用量の削減 

 

４、廃棄物の排出削減 

・排出量の管理 

・紙類の使用量の削減 

 ・再生紙の使用推進 

 ・両面活用 

 

５、グリーン購入の推進 

 ・低環境負荷商品（文房具）の購入推進。（本部） 

 ・低環境負荷商品（コピー用紙）の購入推進。（エコピア） 

 

６、 本業における環境配慮 

 ・教育訓練の実施 

 ・啓発活動の実施 

  



  環境活動レポート２０１６                                   株式会社 那珂川開発   

(7) 

 

Ⅵ環境目標の実績 
 

＜ 2016年度取組結果（実績）と評価（全社総括）＞ 

 

(平成28年4月~平成29年3月)  小数点以下四捨五入 

本部 

目標項目 

2014年 2015年度 2016年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 評価 

2013年度比 

1％削減 

 2014年度比 

1％削減 

 2015年度比 

1％削減 

  

二酸化炭素排出量の 

削減（ kg-CO2 ） 
226,521 224,150 221,909 296,221 293,259 235,175 達成 

廃棄物の削減（ kg ） 343 339 336 334 331 330 達成 

水資源使用量の削減 

（ ㎥ ） 
407 570 564 658 652 771 未達成 

グ リ ー

ン購入 

文 房 具

（％） 
30% 15% 30% 100% 30% 100% 達成 

本業における 

環境配慮（回） 
4 4 4 4 4 4 達成 

        

エコピア 

目標項目 

2014年 2015年度 2016年度 

目標 実績 目標 実績 目標 実績 評価 

2013年度比 

1％削減 

 2014年度比 

1％削減 

 2015年度比 

1％削減 

  

二酸化炭素排出量の 

削減（ kg-CO2 ） 
54,386 55,628 55,071 58,507 57,922 61,690 未達成 

廃棄物の削減（ kg ） 367 368 364 366 362 358 達成 

水資源使用量の削減 

（ ㎥ ） 
483 577 571 640 634 388 達成 

グ リ ー

ン購入 

コピー用

紙（％） 
30% 52% 30% 100% 30% 100% 達成 
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Ⅶ環境活動計画の取組結果とその評価 

次年度の取組内容 
年度目標達成状況の総括的評価・・・評価 △ 

各部門別データも含め、エコアクション２１の取組みを機に正確なデータ収集・分析を行っている。 

平成28年度データを集計し、平成28年度実績値は平成27年度比1％削減を目標とした。 

水資源使用量の削減の目標値を達成できなかった。 

 

部門別評価（省資源省エネルギー・３Ｒの推進・サービス品質の向上） 

［評価・・・目的達成○ 未達成× ある程度達成△］ 

 

☆省資源及び省エネルギー並びにＣＯ2削減 

（本部）総務経理部、営業部、事業部第1課、2課（エコピア・なかがわ）・・・・・・・・評価 ○  

・（本部）二酸化炭素の削減については目標値を達成できた。 

・（エコピア・なかがわ）電力使用量が増加した。原因としては、効果的な設備運転の為、実証実験を行った 

結果増加した。 

 

☆水資源使用量の削減（場内の節水） 

（本部）収集運搬 事業部第1課、2課（エコピア・なかがわ）・・・・・・・・・・・・・評価 △  

・（本部）水資源使用量の削減については目標値を達成できなかった。本部車庫内のオイルのシミ及び異臭 

を徹底して取り除くため前年度に引き続き5Sの徹底をかかげ、清掃内容を徹底した為である。 

・（エコピア・なかがわ）目標値を達成できた。 

 

☆廃棄物の排出削減 

（本部）収集運搬 事業部第1課、2課、総務経理部（エコピア・なかがわ）・・・・・・・評価 ○  

・（本部、エコピア・なかがわ）廃棄物の削減については目標値を達成した。引き続き削減に努める。 

 

☆グリーン購入の推進 

（本部）総務経理部、営業部（エコピア・なかがわ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・評価 ○  

・（本部、エコピア・なかがわ）グリーン購入の推進については目標値を達成した。引き続き推進に努める。 

 

☆本業における環境配慮 

（本部）収集運搬 事業部第1課、2課、総務経理部、営業部（エコピア・なかがわ）・・・評価 ○  

・（本部、エコピア・なかがわ）本業における環境配慮については目標を達成できた。 

社内全体研修、エコピア祭り（フリーマーケットを主体としたイベント）、夏休み体験学習（小学生を

対象とした研修活動）、環境フェア（環境配慮技術の啓発イベント）を実施した。 
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なお､受託した収集運搬業務にかかる事業活動内容を次に示す。 

 

 受託した一般廃棄物の処理量（那珂川開発） 

（平成28年4月～平成29年3月） 

処理方法等 廃棄物等種類 処分方法等 処理量ｔ 

（那珂川開発） 

収集運搬 

家庭系ゴミ  12,535 

事業系ゴミ 2,102 

事業系ダンボール  

粗大ゴミ 47 

不法投棄処理等 123 

収集運搬量合計   14,807 

 （木くず） （破砕・焼却）  

 （がれき類） （破砕）  

中間処理    

  （木くず） （焼却・（熱回収あり））  

  （木くず） （破砕・選別後ボード原料化）  

 うち再資源化等 （がれき類） （破砕・選別後路盤材化）  

  再資源化等量小計 0 

中間処理合計 0 

 （がれき類） （安定型最終処分場）  

最終処分   0 

最終処分量合計 0 

  （燃え殻） （管理型最終処分場（委託））  

 最終処分    

中間処理     

後の一般 

廃棄物 

 （木くず） （ボード原料として再生利用（売却））  

再資源化 

等 

（がれき類） （路盤材として再生利用（売却））  

   

  再資源化等量小計 0 

中間処理後処分量合計 0 
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また、次年度の取組内容を以下に示す。 

 

＜2017年度取組内容（全社総括）＞ 

 

１、当社一般廃棄物収集運搬車両からの二酸化炭素排出量（排出ガス）の削減 

 ・アイドリングストップの徹底実施 

 ・空ふかしを行わない 

 ・急発進、急加速を行わない 

 ・法定速度の厳守、一定速度運転 

・車両出庫時の日常点検実施  

 

２、電力の使用節減による二酸化炭素排出量（排出ガス）の削減 

 ・事務所、車庫休憩室での休憩時間の消灯 

 ・未使用時の設備電源ＯＦＦ 

・冷暖房温度の設定（クールビズ・ウォームビズの推進） 

・省エネ機器への切り替え導入 

・排風ファン等の使用を控える 

・ガスファンヒーターの導入 

・太陽光発電の導入 

 

３、水資源の適正使用への管理 

 ・車両洗車時、大きなごみを掃き出し、洗車時の水使用を抑制する。 

 ・給湯使用時のムダをなくす 

・トイレタンク容積水量調整による使用量の削減 

 ・井戸水や雨水の積極利用 

 

４、廃棄物の排出削減 

・排出量の管理 

・紙類の使用量の削減 

 ・再生紙の使用推進 

 ・両面活用 

 

５、グリーン購入の推進 

 ・商品購入時の低環境負荷商品（文房具）の購入推進。（本部） 

 ・商品購入時の低環境負荷商品（コピー用紙）の購入推進。（エコピア） 

 

６、 本業における環境配慮 

 ・教育訓練の実施 

 ・啓発活動の実施 
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Ⅷ環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価

結果並びに違反、訴訟の有無 

 

関連環境法規制等の遵守状況を確認・チェックしたところ、評価結果は全てを遵守していました。 

 

当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、環境関連法規等への違反はありません。

関係当局よりの違反訴訟などの指摘も過去５年間ありませんでした。 

 

関連法規 違反訴訟の有無 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 違反なし 

特定家庭用機器再商品化法 違反なし 

自動車リサイクル法 違反なし 

騒音規正法 違反なし 

道路交通法 違反なし 

指定管理者条例 違反なし 

那珂川町個人情報保護条例 違反なし 

那珂川町情報公開条例 違反なし 

那珂川町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 違反なし 

那珂川町一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例 違反なし 

 

 

 

Ⅸ代表者による全体の取り組み状況の評価 

及び見直しの結果 
 

今年度は、エネルギー消費において水資源が未達成となってお

りますが、去年に引き続き 5Sに関する清掃徹底の強化を推進し

た結果である。 

これを勘案すれば、今年度は省資源、省エネルギーの取り組み

の推進は問題なく達成できたものと考えております。 

引き続き会社、個人それぞれ消費の削減に務め、環境への配慮

を欠かすことなく事業を継続してまいります。 


