
エコアクション21
環境活動レポート

2019年8月14日作成

株式会社ＥＣＪ
http://www.ecj.co.jp/

認証・登録番号　0004392
認証・登録日　2009年11月26日

活動期間2018年7月～2019年6月



会社概要

環境方針

許可証一覧

車両一覧

廃棄物フロー図

目標達成状況と

環境活動計画の実施状況評価

環境関連法規への違反、

訴訟等の有無

代表者による見直し

実施体制図

環境活動計画

次年度の取組内容

目標設定と実績



会社名及び代表者氏名

•株式会社ＥＣＪ　　代表取締役　重成敏夫

設立

•昭和62年1月22日

資本金

•1,000万円

本社スクラップヤード

• 〒245-0067　神奈川県横浜市戸塚区深谷町1881番地

• ＴＥＬ：045-851-0001
• ＦＡＸ：045-851-1001
• ＭＡＩＬ：office@ecj.co.jp　　敷地面積：1,432㎡

従業員数

•48名（2019年6月現在）

環境管理責任者及び連絡先

•取締役　浅野明香音

•ＴＥＬ：045-851-0001

認証・登録範囲

•本社スクラップヤード

2018年度処理量実績

• 産業廃棄物（収運）　1,956.543ｔ
• 一般廃棄物（収運）　7,648.29ｔ
• 特別管理産業廃棄物（収運）　4.99ｔ
• 資源物等（収集）　321.64ｔ
• 処理量合計　9,931.463ｔ
• 資源物　776.509ｔ

廃棄物処理料金

•その都度見積もりにより決定

事業内容

•一般廃棄物収集運搬業

•（特別管理）産業廃棄物収集運搬

•金属・空びん・古紙リサイクル業

•解体業

•古物商

売上高

•328百万円（2018年度）



【環境理念】
　　株式会社ＥＣＪの従業員１人１人は責任を持って、

企業活動の全域で環境に優しい社会の実現に貢献します。

【行動指針】
　1.事業活動を通じ、3Ｒを推進します。
　2.地域住民や関係諸官庁とのコミュニケーションをはかり、自主管理を徹底して、継続的に環

境汚染の予防につとめます。またこの環境保全活動を通じて地域社会に貢献します。
　3.従業員に対する環境教育を計画的に実施し、意識の向上をはかり、その考えのもと行動す

るよう呼びかけます。
　4.環境に関連する法規制及び各自治体の環境条例、協定及びその他当社が同意する要求

事項を遵守します。
　5.事業活動で使用する物品等の購入において、環境に配慮したグリーン購入に取り組みま

す。
　6.エコドライブの推進により、軽油使用量の削減を目指し環境に負担をかけないように心が

けます。
　　　この方針をすべての従業員および関連事業者に周知すると共に社外へも開示いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年11月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ＥＣＪ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　重成敏夫



許可証種類 許可番号 許可期限
（許可年月日）

産業廃棄物収集運搬業許可証
　（廃棄物の種類：廃プラ、木くず、
　　ガラスくず、金属くず、
　　がれき類、ゴムくず、廃油、
　　廃酸、廃アルカリ、汚泥、
　　動植物性残渣等）
　　※積替・保管を除く

神奈川県

千葉県

栃木県

東京都

1403003777

1200003777

900003777

1300003777

平成35年6月30日
（平成20年10月16日）
平成33年8月31日
（平成23年9月1日）
平成33年4月25日
（平成23年4月26日）
平成33年3月19日
（平成23年3月20日）

一般廃棄物収集運搬業許可証
　（廃棄物の種類：ごみ）

横浜市
藤沢市
大和市

1076
1-50
218

平成32年3月31日
平成32年3月31日
平成32年3月31日
（平成30年4月1日）



許可証種類 許可番号 許可期限
（許可年月日）

特別管理産業廃棄物
　　　　　収集運搬業許可証
　（廃棄物の種類：
　　　　　　　感染性産業廃棄物）

神奈川県 1453003777 平成35年6月30日
（平成20年9月9日）

再生資源回収事業者認定証 N14K-00806 平成33年11月17日
（平成27年12月19日更新）

廃棄物再生事業者登録証 神奈川県 Ｇ00133 （平成12年9月25日）

引取業登録通知書 横浜市 20561000542 平成31年9月14日
（平成21年9月15日）

古物商許可証 神奈川県 452660200086 （平成2年8月22日）



形状 車両番号

脱着装置付ｺﾝﾃﾅ専用車　10ｔ 横浜100は3001

脱着装置付ｺﾝﾃﾅ専用車　4ｔ 横浜100せ7759
横浜100せ8091
横浜100せ1700
横浜100そ7440
横浜100そ7441

脱着装置付ｺﾝﾃﾅ専用車　2ｔ 横浜400ね1709
横浜400み8095

バン 横浜100そ483
横浜480け4553

キャブオーバ 横浜400ひ4891
横浜400ひ4892
横浜100そ5763
横浜100め3
横浜480せ7985

冷蔵冷凍車 横浜800ち6765

ダンプ 横浜41せ6574
横浜400ひ8938
横浜100た543
横浜400ほ2107

箱型 横浜378す9999

形状 車両番号

塵芥車　4ｔ 横浜800ち504
横浜800ち786

塵芥車　2ｔ 横浜830す105
横浜800ち343
横浜800ち344
横浜800つ368
横浜800つ1127
横浜800つ1128
横浜800つ3001
横浜800つ3002
横浜800つ3003
横浜800ち3338
横浜800ち3362
横浜800ち3634
横浜800ち4590
横浜800ち5364
横浜800ち6621
横浜800ち7939
横浜800ち7940
横浜800ち7941
横浜800ち9429
横浜800ち9430
横浜800ち9431
横浜800そ9775

計45台（2019年7月現在）
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株式会社ECJ
本社スクラップヤード

横浜市戸塚区深谷町1881番地

【事業内容】

※産業廃棄物収集運搬業
      神奈川県許可 NO.1413003777
      東京都許可　  NO.1300003777
      千葉県許可     NO.01200003777
      栃木県許可　　NO.00900003777
      

※一般廃棄物収集運搬業
横浜市許可NO.1076
藤沢市許可　第1号50
大和市許可　第213号

※特別管理産業廃棄物収集運搬業
      神奈川県許可 NO.1453003777
      

※廃棄物再生事業者登録者
神奈川県第G00133号

・金属くずの再生
・空きびんの再生

㈱服部商店ほか

焼却工場

㈱グーンほか

  古紙・段ボール等

　　紙くず

ゴムくず

がれき類

繊維くず

金属くず

ガラスくず

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

J＆T環境㈱ほか

木くず

㈱服部商店ほか

藤沢市建設資源リサイクル
センターほか

㈱アイダストほか

発泡・PET類
　　廃ﾌﾟﾗﾗｽﾁｯｸ類

横山商事㈱ほか

再生原料(ﾏﾃﾘｱﾙ)

埋立

再生原料(ｻｰﾏﾙ)

埋立・再生原料

再生原料(ﾏﾃﾘｱﾙ)

再生原料(ﾏﾃﾘｱﾙ)

再生原料(ﾏﾃﾘｱﾙ)

再生原料(ﾏﾃﾘｱﾙ)

埋立

再生原料(ｻｰﾏﾙ)

焼却

圧縮

2019年7月 現在

㈱グーンほか

㈱ディ・シィほか

破砕

破砕

破砕

破砕

破砕

焼却

切断等

溶融等



株式会社ＥＣＪ
（本社スクラップヤード）

代表取締役

環境管理責任者

一般廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物収集運搬業（感染性）

産業廃棄物収集運搬業

資源物再生事業（缶・ビン・古紙）

解体業



•環境経営に関する統括責任

•環境経営システムの実施に必要な人・設備・費用・時間・技能・技術者を準備

•環境管理責任者を任命

•環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

•環境目標・環境活動計画書を承認

•代表者による全体の評価と見直しを実施

•環境活動レポートの承認

代表取締役

•環境経営システムの構築・実施・管理

•環境関連法規等の取りまとめ表を承認

•環境目標・環境活動計画書を確認

•環境活動の取組結果を代表者へ報告

•環境活動レポートの確認

•環境活動レポートの作成・公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

環境管理責任者

•環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

•決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加全従業員

責任・権限役割



軽油の削減 ドライバーへの教育を進め、仕事量に対しての

　 軽油量削減を試みる。

　 ◎アイドリングストップ

　 ◎混雑しない経路の選択

◎空ぶかし等をなくす。

最終処分廃棄物排出量削減 解体現場でのリサイクル率の向上をはかる。

（リサイクル率の向上） ◎作業員への教育を行い再資源化できるもの等の知識を増やす。

◎分別、選別の徹底

水使用量削減 必要最低限の使用量に抑える。

　 ◎漏水チェック　　　　　

◎こまめに節水　　

二酸化炭素総排出量削減 軽油使用量を重点的に二酸化炭素の総排出量削減を試みる。

◎アイドリングストップ車の導入などで削減する。

グリーン購入の促進 グリーン購入を心がける。

◎制服・コピー用紙等

環境目標（実施事項） 具体的実施事項



1.今年度の活動方針を継続する。
更に
2.軽油削減⇒・過積載を避ける　
　　　　　　　　　・車両整備の強化
　　　　　　　　　・アイドリングストップの実施
3.グリーン購入の推進
　　　　⇒制服やコピー用紙等の消耗品で導入推進
4.リサイクル率の向上
　　　　⇒解体業務において分別リサイクルを徹底



項目 目的 実施場所

基準年 2018年度 2019年度 2020年度

2017.7～
2018.6

2018.7～2019.6 2019.7～2020.6 2020.7～2021.6

実績 目標 実績 目標 実績 目標 実績

軽油の使用量 使用量の削減 　全社
13.19
L/t

13.12
L/t 12.31

L/t　

13.06
L/t

12.99
L/t

　
0.5％減 1％減 1.5％減

環境配慮
リサイクル率

リサイクル率の
向上

解体現場 －

データ取りとする

77.74%　

2018年度実績の
0.5％向上

2018年度実績
の1％向上

　

水使用量 使用量の削減 　本社スクラップ

ヤード
641ｍ3

635ｍ3
479ｍ3　

628ｍ3 622ｍ3
　

1％減 2％減 3％減

二酸化炭素
総排出量

排出量の削減 　全社
452,173
kg-Co2

447,651
kg-Co2 367,419　

kg-Co2

443,130
kg-Co2

438,608
kg-Co2 　

1％減 2％減 3％減

グリーン購入
グリーン購入の

促進
　全社

制服・事務用
品等の購入

なし
制服・事務用
品等の購入

制服・事務用
品等の購入

＊当社は化学物質の使用はありません。



運用期間
（2018年7月～2019年6月）

目標
結果 評価

未達原因・達成理由 改善施策
（是正処置）
（未達項目のみ）

軽油使用量削減
基準値に対し
　　0.5％削減（年）
2017年　13.19L/t
　　　　　↓
2018年　13.12L/t

13.12L/t 12.31L/t ○ 達成理由
エコドライブを推進するようにつとめた結果ド
ライバーの意識がかわりつつある。
効率の良い運搬方法や経路を模索した結果
がでている。

―

環境配慮
リサイクル率向上

2018年度はデータ取
りとする。

77.74% ○ データ取りが完了した。

水使用量削減
基準値に対し
　　1％削減（年）
2017年　641ｍ3
　　　　　↓
2018年　635ｍ3

635ｍ3 479ｍ3 ○ 達成理由
昨年は工事などが多かったため、使用量の目
標値自体が高いかもしれない。今期も機械の
メンテナンス等の関係で使用量は多いが寮と
して使用することがなかったり、それ以外の部
分で節水を心がけているので大幅な目標達成
となった。漏水チェックに関しては問題なし。

―

二酸化炭素
総排出量削減
基準値に対し
　　1％削減（年）
2017年　452,173ｋｇ-Co2

↓
2018年　447,651ｋｇ-Co2

447,651ｋｇ-Co2 367,419
ｋｇ-Co2

〇 達成理由
中間処理場がなくなったため重機や機械類の
稼働率が減ったことや電気の使用量も減った
ことが大きな要因と言えそうだ。
アイドリングストップ車の導入は引き続き検討
していく。

グリーン購入促進 制服やコピー用紙な
どの事務用品の購入

なし × 未達原因
制服を購入する機会はあったが、価格の安さ
が決め手となり今回は目標達成とならなかっ
た。

次回の制服購入時や
事務用品等で環境に配
慮した商品の選定をし
検討していく。

電力の二酸化炭素排出係数・・・0.525kg-Co2kg/kWh
＜備考＞化学物質は扱っていないので環境目標は設定していません。



・自主的にチェックした結果、環境関連法規への違反はありません。

・なお、関係当局からの違反等の指摘は過去3年間ありません。

環境関連該当法規等一覧
　○建設リサイクル法
　○廃棄物処理法
　○下水道法
　○浄化槽法
　○自動車ＮＯＸ・ＰＭ法
　○消防法
　○横浜市生活環境の保全等に関する条例（本社スクラップヤード）
　○道路交通法
　○道路運送車両法
　○騒音規制法
　○振動規制法
　○フロン排出抑制法



　中間処理場がなくなったことで自社での選別・分別作業等はなくなり、排出事

業者自体への教育が重要になった１年だった。資源化できるものは徹底して分
けることなどでコストの削減を提案してきたが、これだけリサイクルが叫ばれて
いても現場サイドにはほぼ浸透していないというのが正直なところで、教育は引
き続き必要だと実感している。排出事業者への教育と並行して効率の良い運搬
方法や経路等を模索し、二酸化炭素排出量を抑えることに成功しているところ
は評価できる部分である。グリーン購入に関してはどうしても目先の利益に目が
行ってしまうが、環境にやさしい商品を研究しそちらを選択していくようにしてい
きたい。
　最近は資源物価格の下落や廃棄物処理単価の値上げが相次ぎ、来期は廃
棄物処理業界の流れに変化がおきることが予想される。厳しい経済状況となる
が、環境保全への取組はイコール、コストの削減にも繋がるので従業員全員に
環境教育を徹底し、企業努力を惜しまず、会社内だけでなく、周辺地域も巻き込
んだ組織の運営に取り組んでいきたい。全従業員で力を合わせ、どのような状
況にも立ち向かえるよう願う。仕事量の変化や経済状況の視点から、引き続き
見直せる部分を洗い出していきたい。
　 株式会社ＥＣＪ

代表取締役　重成敏夫


