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環 境 経 営 方 針 

 

１．事業活動に伴う環境への負荷を削減するために、以下の環境への取り組みを行う。 

（１）二酸化炭素発生量を削減する。 

（２）無駄な上水の使用量を削減する。 

（３）一般廃棄物を削減する。 

 

２．当社の事業活動において関連する環境関連法規等を遵守する。 

 

３．地域の環境保全活動に貢献する。 

 

４．グリーン商品を優先的に購入する。 

 

５．PRTR法に基づいて、環境に特に影響を及ぼす化学物質を特定し、適正に管理する。 

 

６．環境活動レポートを公表する等で、環境コミュニケーションを推進する。 

 

 

制定日：平成 20年 7月 1日

改定日：平成 28年 8月 1日 

株式会社 近代プラント 

代表取締役  石田 保憲
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（１） 事業所名及び代表者名 

  株式会社 近代プラント 

代表取締役 石田 保憲 

（２） 所在地 

  本社 ：福岡県福岡市東区松島４－１３－１５ 

  

（３） 資本金 

 3,000万円 

（４） 環境管理責任者氏名及び担当者の連絡先 

責任者 ： 汚泥焼却 技術員  鹿毛 貴義 

担当者 ： 事業推進部 班長  占部 慶一 

  本社 TEL ： ０９２‐６１１‐１０２５ 

   FAX ： ０９２-６２１-０２９５ 

   URL ： http://www.kindai-plant.com/ 

（５） 事業内容（認証・登録の範囲） 

自治体の委託による下水処理施設等の施設管理 

１. 下水処理場維持管理業務（水処理、汚泥処理、汚泥焼却施設） 

２. ポンプ場施設維持管理業務 

３. 汚水処理施設維持管理業務 

４. 産業廃棄物収集運搬業務 

５. 電気保安業務 

（６） 会社沿革 

昭和４３年３月 福岡清栄工業株式会社 設立 

昭和５０年３月 株式会社近代プラント に社名変更 

平成２１年６月 エコアクション２１の認証を取得 

令和元年１２月 エコアクション２１中央事務局より１０年継続事業者 

   の感謝状を頂く 

現在に至る 

１．事業の概要  
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（７） 事業の規模 
 

活動規模 単位 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 H31 年度 Ｒ2 年度 

処理量      

  流入水量（東部水処理センター） ｍ3 37,832,510 36,536,130 37,680,380 38,206,150 

  汚泥供給量（東部水処理センター） ｍ3 175,623 174,675 193,365 218,434 

  MAP 発生量（東部水処理センター） t 13 12 11 21 

  脱水ケーキ焼却量 t 39,325 38,530 38,764 36,839 

  脱水ケーキ運搬量（車輌班） t 6,127 5,958 6,009 5,903 

  焼却灰運搬量（車輌班） t 3,803 3,753 3,933 3,251 

従業員（全社） 人 80 79 81 81 

床面積      

  本社（敷地面積） ｍ2 962 962 962 962 

売上高区分 区分 B B B B 

  ※売上高区分の定義   A：5億円未満  B：5億円以上 10億円未満  C：10億円以上 

 

（８） 許可の内容 
 

業の種類 発行機関 許可年月日 事業範囲 許可した廃棄物の種類 有効期限 許可番号 

産業廃棄物収集

運搬業 

福岡県 H２９年１２月１８日 収集・運搬 燃え殻、汚泥、ばいじん（燃え殻、汚泥、ばいじ

んについては水銀含有ばいじん等を含む） 

H３４年１２月１７日 4000001300 

 

（９） 受託した産業廃棄物の処理量 
 

活動規模 単位 H29 年度 H30 年度 Ｈ31 年度 Ｒ2 年度 

収集運搬  焼却灰（リサイクル処理） t 3,658 3,672 3,793 3,143 

収集運搬  焼却灰（加湿埋立処分） t 145 81 139 108 

収集運搬  合計 t 3,803 3,753 3,932 3,251 

 

（１０） 保有台数 

◆10tジェットパック車 ( 3台) 

◆10tダンプ  ( 3台) 

◆4tダンプ  ( 3台) 

◆4tダンパー  ( 1台) 

◆2tユニック  ( 1台) 

◆フォークリフト  ( 1台) 

◆乗用車  ( 5台) 

◆軽自動車  (10台) 

◆電気軽自動車  ( 1台) 

◆10ｔダンパー  ( 3台) 

◆3ｔパワーゲート  ( 1台) 

◆高圧洗浄車  ( 1台) 
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（１１） 事業年度 

3月から翌年 2月迄 

（エコアクション 21の取り組み期間は平成 24年度より 4月から 3月迄に変更） 

 

 

（１２） エコアクション２１ 実施体制 

 

株式会社 近代プラント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託元 福岡市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託施設へ出向 

総務・車輌 

チーム 

筥松第二ポンプ場

チーム 

水処理棟 

チーム 

汚泥処理棟 

チーム 
汚泥焼却棟 

チーム 

東部水処理センター 

 

汚泥処理棟 水処理棟 汚泥焼却棟 筥松第二 

ポンプ場 

 

EA21プロジェクトチーム 
環境管理責任者 

鹿毛 貴義 

代表取締役 

石田 保憲 
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・ 環境目標は自社の事業活動を踏まえて、次の 5 項目について（令和 2 年度）の目標を設定した。 

・ 二酸化炭素排出量の目標は電力量と化石燃料に分けて、基準値を平成 27年度～平成 31年度の

実績値の平均値を目標として設定した。 

・ なお、「化石燃料」については総量ではなく自社で削減努力できる項目（例えば、車両の化石燃

料）を集計して目標値としている。 

・ 次に水使用量と廃棄物排出量は基準値を平成 27 年度～平成 31 年度の実績値の平均値とし、そ

の数値を今後維持する目標とした。 

・ 化学物質については適正使用、適正管理を目標として使用量の把握に努めることとした。 

・ 本業に関する目標については、薬品漏洩事故ゼロの達成に努める事にした。 

環境経営目標 

基準値 

(平成 27 年度～平

成 31 年度実績平

均値) 

令和 2 年度 

 

(1)二酸化炭素 

排出量の削減 

[kg-CO2/年] 

電力量 8,502,068.7 8,502,068.7 

化石燃料 2,259,295.1 2,259,295.1 

合計 10,761,363.8 

(2)廃棄物排出量 

の削減 

[㎏/年] 

一般廃棄物 

(可燃ごみ) 
1,285 ※1 1,285.2 

(3)水使用量の削減 

[ｍ3/年] 
10,496 ※1 10,496 

(4)化学物質の適正使用、適正管理 ― 

化学物質の適正使用、   

適正管理に努める         

（使用量の把握） 

(5)グリーン商品購入の推進 ― 
グリーン商品が購入されて 

いるか把握する 

(6)本業に関する目標 ― 薬品漏洩事故ゼロの達成 

（備考） 

※1 基準値は平成 27 年度～平成 31 年度の実績値の平均値で示す。 

※2 二酸化炭素排出量計算に用いた購入電力排出係数は 0.347kg-CO2/kWh（九州電力(株)平成 30 年度の実

排出係数）を用いた。 

２．環境経営目標 
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環境目標を達成するために、目標項目毎に以下の取組を定めて会社で取り組んだ。 

 

（１）二酸化炭素排出量の削減 

― 電力量関係 ― 

・設備の効率的運転 

・エアコン温度の適正化 

・不要照明の消灯 

 

― 化石燃料関係 ― 

・エコドライブ運転の実施 

・アイドリングストップの徹底 

・給湯温度を低めに設定する 

 

（２）廃棄物排出量(可燃ごみ)の削減 

― 一般廃棄物（可燃ごみ）関係 ― 

・生ごみの肥料化 

・可燃ごみ削減の呼びかけ 

・リサイクル品を分別する 

・家庭資源のリサイクル 

・両面印刷裏紙使用 

 

（３）水使用量の削減 

・洗濯物のまとめ洗い 

・風呂の湯の適正管理 

・節水標語の貼り付け 

 

（４）化学物質の適正使用、適正管理 

・対象化学物質使用量の記録 

 

（5）グリーン商品購入の推進 

・インクジェットプリンター インクリサイクル品の購入、リサイクル回収箱への提供 

・エコ製品の購入 

 

（6）本業に関する目標 

・薬品漏洩事故ゼロの達成 

３．環境経営計画の内容 
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・ 令和 2 年度における環境目標の達成状況は以下のとおりである。二酸化炭素排出量の削減目標

については、電力量が目標未達成となった。理由としては、電力量は機器の運転時間の増加や更

新工事などが原因で、各職場の業務内容の変化が原因と考えられる。 

環境目標 
令和 2年度 令和 2年度 目標 

達成率 

目標達成 

判定 目標値 実績値 

(1) 二酸化炭素 

排出量の削減 

[kg-CO2/年] 

電力量 8,502,068.7 7,996,818.7 94.1% ○ 

化石燃料 2,259,295.1 1,284,319.4 56.8% ◎ 

合計 1,076,136 9281138.1 86.2% ◎ 

(2) 廃棄物排出

量の削減 

[㎏/年] 

一般廃棄物 

(可燃ごみ) 
1,285 1,348.2 104.9%    △ 

(3) 水使用量の削減 [ｍ3/年] 10,496 11，405.6 108.7% △ 

(4) 化学物質の適正使用、適

正管理 

適正使用、適正管

理に努める 

適正使用、適正

管理に努めた。 
- ○ 

(5) グリーン商品購入の推進 
グリーン商品購入

の推進に努める 

グリーン商品の

購入に努めた。 
- 〇 

（6）本業に関する目標  
薬品漏洩事故ゼロ

の達成 

薬品漏洩事故 

ゼロ 
- 〇 

備考）目標達成判定区分  ×：目標達成率 120%以上 △：100～119% ○：90%～99% ◎：90%未満 

 

※環境実績の二酸化炭素排出量の計算に用いた CO2排出係数には以下の値を用いている 

 
単位 排出係数 単位発熱量 

購入電力 ｋＷｈ 0.347 （kg-CO2/kWh)   

化
石
燃
料 

灯油 Ｌ 0.0678 （kg-CO2/MJ) 36.7 (MJ/L) 

A重油 Ｌ 0.0693 （kg-CO2/MJ) 39.1 (MJ/L) 

都市ガス Nm3 0.0449 （kg-CO2/MJ) 44.8 (MJ/Nm3) 

液化天然ガス(LNG) ｋｇ 0.0495 （kg-CO2/MJ) 54.6 (MJ/kg) 

液化石油ガス(LPG) ｋｇ 0.0590 （kg-CO2/MJ) 50.8 (MJ/kg) 

ガソリン Ｌ 0.0671 （kg-CO2/MJ) 34.6 (MJ/L) 

軽油 Ｌ 0.0686 （kg-CO2/MJ) 37.7 (MJ/L) 

備考）購入電力の排出係数は、九州電力(株)の平成 30 年度実排出係数 0.347 kg-CO2/kWh を用いた。

４．環境経営目標の実績 
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・ 令和 2年度における取組の評価を行った。 

・ 主な環境活動についての評価は以下のとおりであり、取組は概ね良好であった。 

 

(１)二酸化炭素排出量の削減 

 

◆電力ＣＯ２排出量の削減◆          

 

 

取組内容（令和 2年度） 評価 

設備の効率的運転 〇 
目標値は、設備の効率的運転が継続できて達成し、電力使用量も

前年度より削減出来ました。 

エアコン温度の適正化 〇 
エアコン設定温度管理（冷房 28度、暖房 19 度）、定期的なフィルタ

ー掃除が効果的であったといえる。 

不要照明の消灯 〇 

不要な照明の消灯や確実に点けたら消すが身に付いている。作業に

影響が出る場所は安全を考慮し点灯や減灯するようにした。照明電

力使用量を目標値以下に抑えられました。 

※評価記入方法 ○…良好 △…概ね良好 ×…要検討 

 

５．環境経営の取り組み内容とその結果の評価 

目標比 

94.1 % 



 

9 

                       

◆化石燃料ＣＯ２排出量の削減◆          

 

 

取組内容（令和 2年度） 評価 

エコドライブ運転の実施 〇 
車輌におけるエコドライブの手順と法定速度の厳守や電気自動車の優

先的使用を行った結果使用量が減少し、目標達成しました。 

給湯温度を低めに設定する 〇 
給湯温度を低めに設定しガスの使用量を把握した結果、使用量が減少

し目標達成しました。 

アイドリングストップの徹底 〇 車内にアイドリングストップシールを表示して取り組みを実施している。 

※評価記入方法 ○…良好 △…概ね良好 ×…要検討 

 

◆水処理の二酸化炭素排出量合計の月間推移◆ 

 

【評価】 

 

 

 

水処理の二酸化炭素排出量全体では、年間目標値 4,908,705.5kg-CO ₂ 、年間実績値

4,632,827.7kg-CO₂で目標を達成することができました。ブロワの更新工事が完了したH29.10以降、

効率の良いブロワの運転操作を実施した結果、二酸化炭素排出量、工程負荷量を削減できました。 

 

。業務上必要な電力及び化石燃料の影響が大きいです。 

目標比 

85.5 % 
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◆汚泥処理の二酸化炭素排出量合計の月間推移◆ 

 

【評価】 

 

 

 

 

 

◆汚泥焼却の二酸化炭素排出量合計の月間推移◆ 

 

【評価】 

 

 

 

 

汚泥焼却の二酸化炭素排出量全体では、年間目標値 4,368,873.8kg-CO ₂、年間実績値

3,284,966.4kg-CO₂で目標を達成出来ました。汚泥焼却炉の燃料としてカーボンニュートラルの概

念を持つ消化ガスを優先して使用する運転操作を行うなど効率的な運転を行い、二酸化炭素排出

量の削減に努めています。 

汚泥処理の二酸化炭素排出量全体では、年間目標値 1,368,288.1kg-CO₂、年間実績値 1,260，

066.7kg-CO₂で目標を達成できました。脱水機の改修工事が完了し運用を開始した H30.4 以降、

新しい脱水機による効率の良い運転方法を検討・実施しています。（例：夜間電力のみでの運転を

実施し、逆に非効率であることが判明した） 
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(２)廃棄物排出量の削減 

 

◆可燃ごみ排出量の削減◆ 

 
 

取組内容（令和 2年度） 評価 

生ゴミ肥料化 〇 
茶ガラ等を乾燥させることによりゴミの減量化になる為、今後も続けて

いきたい。 

リサイクル品を分別 〇 
エコの推進により各社員の意識が高まり、分別、リサイクルの徹底で

ゴミの減量化につながった。 

可燃ごみ削減の呼びかけ △ 
オイル交換・グリス補充の周期見直しにより、拭き上げで発生する可

燃ごみが増加した。（R2 年 8 月以降） 

※評価記入方法 ○…良好 △…概ね良好 ×…要検討 

 

◆資源物のリサイクル◆                

 
 

取組内容（令和 2年度） 評価 

家庭資源のリサイクル ○ 
家庭で発生する資源の持ち寄りを呼びかけることで、リサイクルに協

力されている事は評価できる。 

両面印刷裏紙使用 ○ 
分別 BOX設置後は、各自の認識、把握ができ区分や裏紙使用が徹

底されている。 

※評価記入方法 ○…良好 △…概ね良好 ×…要検討 

目標比 

104.9 % 
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◆廃棄物排出量の月間推移◆ 

 

 

 

 

 

 

【評価】 

 

 

 

 

 

 可燃ごみの年間排出量は、年間目標値 1,285.2kg、年間実績値 1,348.2kg で目標達成が出来ま

せんでした。原因は、汚泥処理での更新工事に伴う不用品処分、給脂作業に伴いウエスや新聞紙

を多く使用した為。ごみの分別の徹底や、使用済みウエスを捨てずに油汚れに使用するなど継続

的に推進を行う。また資源物の適正管理活動も継続して行う。 
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(３)水使用量の削減 

 

◆上水使用量の削減◆ 

 

 

取組内容（令和 2年度） 評価 

洗濯物のまとめ洗い △ 
洗濯物をまとめて洗うことにより、洗濯回数を減らし上水の削減に結

びついている。 

風呂の湯の適正管理 ○ 
風呂を利用する際に、貯める湯量を適正な量にすることにより、無駄

な上水の利用をなくしている。 

節水標語の貼り付け ○ 
節水標語が目に付くように貼り付け、従業員の節水への意識が高ま

っているので、今後も継続していきたい。 

※評価記入方法 ○…良好 △…概ね良好 ×…要検討 

◆水使用量の月間推移◆ 

 

【評価】  

 

 

 

 

 

 水の年間使用量は、年間目標値 10,496m³、実績値 11,405m³で目標達成できませんでした。  

原因は、汚れ作業の増加で作業着の洗濯回数が増えた為と更新工事の為、工事業者（焼却棟の

外壁塗装）の使用が増えた為と思われる。 

又、汚れ物のウエス、作業着、軍手などは、たまってから洗濯するように心掛けてもらったり、水漏

れや水の出しっぱなしをこまめにチェックしたり来年度も本年度の取り組みを継続していきます。 

 

目標比 

108.7 % 
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(４)化学物質の適正使用、適正管理 

 

取組内容（令和 2年度） 評価 

化学物質使用量の把握 ○ 
化学物質使用量は、月 1 回在庫量を計測し、使用量、廃棄量を把握

している。 

※評価記入方法 ○…良好 △…概ね良好 ×…要検討 

 

 

(5)グリーン商品購入の推進 

 

取組内容（令和 2年度） 評価 

グリーン商品購入の推進 ○ 
グリーン商品が購入されていること、インクジェット品をリサイクル回収

箱へ提供していることを毎月把握している。 

※評価記入方法 ○…良好 △…概ね良好 ×…要検討 

 

 

（6）本業に関する目標 

 

取組内容（令和 2年度） 評価 

薬品漏洩事故ゼロの達成 ○ 
環境目標に対して全社員が意識を持って業務を行った結果、薬品漏

洩事故は発生しませんでした。 

※評価記入方法 ○…良好 △…概ね良好 ×…要検討 
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① 各部署、空調機の適正温度使用と管理、設備機器の効率運転に努める。 

② 廃棄物削減・グリーン購入等の目的で導入したプリンター再生インク・充電式電池の不具合が

ないか次年度も引き続き管理していく。 

③ 受注案件の増減に伴い環境目標値が現状の活動と乖離する場合は基準値の見直しを行う。 

④ 地域貢献活動として弊社社員で本社、東部水処理センター、各ポンプ場周辺の清掃活動を実

施している。次年度も引き続き清掃活動を行なっていく。 

⑤ 次年度より資源物回収方法に変更が有れば、それに対応する。 

⑥ 今年度より新たな活動として実施した福岡市の環境関連情報の紹介について、次年度も継続

して実施することにしたので、紹介内容を検討する。 

⑦ 事業所で使用する上水の削減に取り組む。 

⑧ ガソリン・軽油の使用は CO2 排出の大きな要因である為、各部署エコドライブを心掛け、   

効率的に使用する様に取り組む。 

 

 

 

 

・ 環境関連法規制等の遵守の状況を評価した結果、環境法規制等に対する違反はなかった。 

・ 過去３年間、関係当局よりの違反等の指摘はされていない。 

・ 最新の法律の改正もインターネットを活用して確認を行っている。 

７．環境関連法規制等の遵守状況 

６．次年度への取り組み内容 
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① 周辺清掃の紹介 

・ 弊社では地域貢献活動として周辺清掃を行っている。 

・ 令和 2年度は 10月に東部水処理センターの周辺を清掃した。 

・ 以下の写真は清掃中に撮影したものである。 

 

清掃活動の写真 

  

 

 

８．その他 
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② 資源の収集 

・ 弊社では EA21の取り組み開始に伴い、各職場や社員の家庭で発生する資源を持ち寄り資源

のリサイクルを行っており、平成 31年度の結果は下表のとおりである。 

・ 資源物を収集することで、各職場に対する呼掛けや、家庭で廃棄処分されている資源のリサイ

クルという形で効果が表れていると評価できる。 

 

令和 2年度の EA21における資源の収集結果 

(令和 2年 4月 ～ 令和 3年 3月末) 

 循環資源量 

(kg) 

資 源 物 

白上質紙 208.5  

新聞紙 70.4 

段ボール 364.2  

その他の紙 471.4  

アルミ缶 60.6  

ビン 8.2  

スチール缶 159.7  

ペットボトル 166.3  

その他 12.5  

合計 1,521.8  

 

 

 

 

 

・ 最重要項目である CO２排出量において、全体の結果としては目標未達成であったが、照明電

力及び化石燃料の CO２排出量については目標を達成できており、社員ひとりひとりの活動の

成果が出たものと評価している。 

・ 場内設備の更新により、徐々にではあるが省エネ運転が進んでいると評価できる。 

・ 各部署で処理量と CO２排出量に正又は負の相関が判明し、一定の効果を得ることができた。 

 

 

 

 

以上 

９．代表者による全体評価と見直しの結果 


