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東京トリムテック株式会社　　　代表取締役　最上　修

・本　　　　社　　：　〒141-0031　東京都品川区西五反田1-25-1

TEL.　03-3492-3430　，FAX.　03-3492-6394 http://www.trimtec.co.jp/

・名古屋営業所　：　〒488-0830　愛知県尾張旭市東印場町3-18-2

TEL..　0561-55-0232　，FAX.　0561-55-0233

・仙台営業所　：　〒981-3133　宮城県仙台市泉区泉中央2-9-8

TEL.　022-776-5851　，FAX.　022-776-4335

・飯田営業所　：　〒399-3202　長野県下伊那郡豊丘村大字神稲9177

　　　　工場 TEL.　0265-35-7580　，FAX.　0265-35-7585

・環境改善対策工事（アスベスト対策事業・ダイオキシン類対策事業）

　　※調査、除去・除染・解体・等工事

・特別管理産業廃棄物（廃石綿等）の収集運搬及び処分

・産業廃棄物の収集運搬

・内装仕上工事

①　設立　　　 　　　　：　　昭和６２年１月８日

②　資本金　　　　　　：　　 25,000 千円

③　売上高　　　　　　：　　1,053,567 千円(2018年11月計上）

④　従業員数　 　　　：　　28名

⑤  事務所床面積　　：　　本社　　 　　227. 5 ㎡

　　　　　　　　　　　　　　名古屋営業所　 85.85 ㎡

　　　　　　　　　　　　　　仙台営業所　  111.6 ㎡

　　　　　　　　　　　　　　　飯田工場　　 119.24 ㎡

⑥  飯田工場床面積　：　　　　　　　　 689.46 ㎡

⑦　取得許可の内容

　　　以下に、【建設業許可】、【特別管理産業廃棄物処分業許可】、【特別管理産業廃棄物

　　　　　　　　　収集運搬業許可】、【産業廃棄物収集運搬業許可】、【運搬車両】のデータを表す。

１．組織の概要

１）　事業所名及び代表者氏名

２）　所在地　、ホームページアドレス

３）　事業内容

４）　 事業規模
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処理能力

　　

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　  ▲ 建設業許可

許可業種 許可番号 許可(更新)年月日

とび・土工工事業 東京都知事許可（特-28） 第76633号 平成28年8月15日

　　　　　■取得許可

中間処理
（コンクリート固化）

廃石綿等 長
野
県

2099002422 平成30年7月21日
平成35年7月20日
（2023年７月20日）最終処分

（遮断型）
廃石綿等

内装仕上工事業 東京都知事許可（般-28） 第76633号 平成28年8月15日

　　　　　  ★ 特別管理産業廃棄物処分業許可　(平成31年3月31日現在）

事業の範囲
特別管理産業
廃棄物の種類

許可番号 許可の年月日 許可の有効年月日

①廃石綿コンクリート固化施設 （前処理としての破砕施設を含む）

　　　22.5ｔ/日 （2.8t/h ： 8時間稼働） （11.25ｔ/日×2台）

②移動式廃石綿コンクリート固化施設

　　　36ｔ/日 （4.5t/h ： 8時間稼働）（9ｔ/日×4台）

③最終処分場（遮断型）

　　　埋立地面積　398.8㎡

　 　 埋立容量   　1,660㎥ （更新時残容量　379㎥）

飯田工場の許可証写し
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　　　　　　　　　　▲　建設業許可

　　　　　　　　　　★　特別管理産業廃棄物処分業許可

　　　　　　　　　　●　特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

　　　　　　　　　　◎　産業廃棄物収集運搬業許可
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飯田工場

名古屋営業所

仙台営業所

本社

取得許可マップ
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● 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可　　（平成31年3月31日現在）

事業の範囲
特別管理産業廃棄物

の種類
許可番号 許可の年月日 許可の有効年月日

収集・運搬
(積替え・保管を除く)

・廃石綿等
・金属等を含む廃棄物

02059002422
平成30年8月2日
（2018年8月2日）

平成35年8月1日
（2023年8月1日）

収集・運搬
(積替え・保管を除く)

・廃石綿等
・金属等を含む廃棄物

01350002422
平成30年5月14日
（2018年5月14日）

平成35年5月13日
（2023年5月13日）

収集・運搬
(積替え・保管を除く)

・廃石綿等
・金属等を含む廃棄物

01452002422
平成30年9月27日
（2018年9月27日）

平成35年8月10日
（2023年8月10日）

収集・運搬
(積替え・保管を除く)

・廃石綿等
・金属等を含む廃棄物

01151002422
平成30年7月1日
（2018年7月1日）

平成35年6月30日
（2023年6月30日）

収集・運搬
(積替え・保管を除く)

・廃石綿等 01250002422
平成30年7月1日
（2018年7月1日）

平成35年6月30日
（2023年6月30日）

収集・運搬
(積替え・保管を除く)

・廃石綿等 00950002422
平成30年5月13日
（2018年5月13日）

平成35年5月12日
（2023年5月12日）

収集・運搬
(積替え・保管を除く)

・廃石綿等
・金属等を含む廃棄物

01050002422
平成30年6月29日
（2018年6月29日）

平成35年6月28日
（2023年6月28日）

収集・運搬
(積替え・保管を除く)

・廃石綿等 01950002422
平成30年6月10日
（2018年6月10日）

平成35年6月9日
（2023年6月9日）

収集・運搬
(積替え・保管を除く)

・廃石綿等
・金属等を含む廃棄物

00851002422
平成30年8月9日
（2018年8月9日）

平成35年7月7日
（2023年7月7日）

収集・運搬
(積替え・保管を除く)

・廃石綿等 02251002422
平成30年8月10日
（2018年8月10日）

平成35年8月9日
（2023年8月9日）

収集・運搬
(積替え・保管を除く)

・廃石綿等 02350002422
平成30年12月10日
（2018年12月10日）

平成35年10月18日
（2023年10月18日）

収集・運搬
(積替え・保管を除く)

・廃石綿等
・金属等を含む廃棄物

01559002422
平成30年8月23日
（2018年8月23日）

平成35年8月22日
（2023年8月22日）

収集・運搬
(積替え・保管を除く)

・廃石綿等
・金属等を含む廃棄物

00450002422
平成30年8月9日
（2018年8月9日）

平成35年8月8日
（2023年8月8日）

収集・運搬
(積替え・保管を除く)

・廃石綿等 00757002422
平成28年12月14日
（2016年12月14日）

平成33年12月13日
（2021年12月13日）

収集・運搬
(積替え・保管を除く)

・廃石綿等 01650002422
平成30年9月10日
（2018年9月10日）

平成35年9月9日
（2023年9月9日）

収集・運搬
(積替え・保管を除く)

・廃石綿等 01756002422
平成29年3月4日
（2017年3月4日）

平成34年3月3日
（2022年3月3日）

金属等を含む廃棄物とは、ばいじん、燃え殻、汚泥を示す。

収集・運搬
(積替え・保管を除く)

・廃石綿等 02150002422
平成27年10月30日
（2015年10月30日）

平成32年10月29日
（2021年10月29日）

収集・運搬
(積替え・保管を除く)

・廃石綿等
・金属等を含む廃棄物

02450002422
平成28年2月4日
（2016年2月4日）

平成32年11月12日
（2020年11月12日）
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※印があるものは、石綿含有産業廃棄物を含む。

◎産業廃棄物収集運搬業許可　　（平成31年3月31日現在）

事業の範囲
産業廃棄物

の種類
許可番号 許可の年月日 許可の有効年月日

収集・運搬
（保管・積替えを除く）

廃プラスチック類※、
木くず、金属くず、
がれき類※

02009002422
平成27年8月22日
（2015年8月22日）

平成32年8月21日
（2020年8月21日）

収集・運搬
（保管・積替えを除く）

燃え殻、汚泥、
廃プラスチック類※、
木くず、金属くず、
ガラス・コンクリート・陶磁器くず
※、ばいじん

1300002422
平成28年4月1日
（2016年4月1日）

平成33年3月31日
（2021年3月31日）

収集・運搬
（保管・積替えを除く）

燃え殻、汚泥、
廃プラスチック類※、
木くず、金属くず、ガラスくず
※、がれき類※、
ばいじん

01402002422
平成29年1月20日
（2017年1月20日）

平成34年1月4日
（2022年1月4日）

収集・運搬
（保管・積替えを除く）

廃プラスチック類※、
木くず、金属くず、ガラスくず・コ
ンクリート・くず(がれき類を除く)
及び陶磁器くず、がれき類※

01900002422
平成28年9月19日
（2016年9月19日）

平成33年9月18日
（2021年9月18日）

収集・運搬
（保管・積替えを除く）

燃え殻、汚泥、廃プラスチック
類、金属くず、ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁器くず、がれ
き類、ばいじん

00801002422
平成29年6月2日
（2017年6月2日）

平成34年5月25日
（2022年5月25日）

収集・運搬
（保管・積替えを除く）

廃プラスチック類※、
木くず、金属くず、ガラスくず・コ
ンクリートくず及び陶磁器くず
※、
がれき類※

1608002422
平成28年10月28日
（2016年10月28日）

平成33年10月27日
（2021年10月27日）

①  2トン車　　1台 　（積載荷重　2ｔ／ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ付）

②  7トン車　　2台　 （積載荷重　7.4ｔ／ユニック付）

③ 12トン車    1台   （積載荷重　12.1ｔ／ユニック付）

収集・運搬
（保管・積替えを除く）

木くず、金属くず、
廃プラスチック類※、ガラスく
ず・コンクリートくず及び陶磁器く
ず※、
がれき類※

02100002422
平成27年8月5日
（2015年8月5日）

平成32年8月4日
（2020年8月4日）

運搬車両
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　　　　　■中間処理場の処理工程図（廃石綿等）

　　　　　■廃棄物処理料金

 　　　　　　廃棄物の種類・数量・処理方法・排出場所等の条件による。

中間処理のフロー
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　　　　　■受託した廃棄物の処理実績（2017年12月～2018年11月）

①自社車両にて収集運搬を行った量

②当社にてコンクリート固化を行った吹付け材の数量

③中間処理を行わず、直接溶融処理を委託した数量

④当社にて分別処理・コンクリート固化を行った、配管保温材等の数量

⑤中間処理をせずに直接埋立処分を行った数量

⑥当社にて分別処理・コンクリート固化した廃石綿を管理型処分場に埋立処分した数量

⑦当社にて分別処理・コンクリート固化した廃石綿を溶融処理に委託した数量

⑧当社にて配管保温材等を分別処理をすることによって再資源化されたスクラップの数量

処理量ｔ

（木くず）

（がれき類）
① 廃石綿等 326.9

燃え殻 0
汚泥 0
ばいじん 0
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 761.9

1088.8

（木くず）
（がれき類）

② 廃石綿等 65.2
燃え殻
汚泥
ばいじん
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0

（木くず）
（木くず）
（がれき類）

③ 廃石綿等 0.7

④ 廃石綿等 246.1

246.8

312

（がれき類）
⑤ 廃石綿等 57.5

57.5

（管理型最終処分場（委託））

最終処分 ⑥ （管理型最終処分場（委託）） 167.1

遮断型最終処分場 0

（ボード原料として再生利用（売却））

再資源化 （路盤材として再生利用（売却））

⑦ 廃石綿等 （路盤材として再生利用（売却）） 148.6

等 ⑧ （売却） 144.1

292.7

459.8　　中間処理後処分量合計

後の産業 （木くず）

廃棄物 （がれき類）

※当社中間処理物のみ

スクラップ

再資源化等量小計

最終処分量合計

（燃え殻）

廃石綿等

廃石綿等

中間処理

中間処理合計

（安定型最終処分場）
最終処分 （管理型最終処分場（委託））

※中間処理せず直接処分

破砕・焼却(委託）

（焼却（熱回収有り））
（破砕・選別後ボード原料化）

うち再資源化等 （破砕・選別後路盤材化）
溶融後路盤材化（委託）
選別後、一部スクラップ

再資源化等量小計

収集運搬量合計

（破砕・焼却）
（破砕）

中間処理 固化

固化(委託) 0

処理方法等 廃棄物等種類 処分方法等

収集運搬
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■認証登録証記載の対象

■対象とするエリア

■レポートの対象期間及び発行日

2．対象範囲

　・ アスベスト除去工事

　・ 廃石綿等収集運搬

　・ アスベスト調査等のアスベスト対策全般

　・ 廃石綿の分別処理

　・ 廃石綿コンクリート固化と最終処分

　・ 並びにダイオキシン類対策全般

　　本　      　　社　　   　〒141-0031　東京都品川区西五反田1-25-1

　　名古屋営業所　     　〒488-0830　愛知県尾張旭市東印場町3-18-2

　　仙 台 営 業 所　　  　〒981-3133　宮城県仙台市泉区泉中央2-9-8

　　飯田営業所・工場 　 〒399-3202　長野県下伊那郡豊丘村大字神稲9177

　　運 　用　 期 　間　　  2017年12月～2018年11月

　　発　　　行　　　日　　  2019年3月31日

３．環境方針
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４．環境経営システム組織・役割図 

■環境経営システム　役割・責任・権限

役割 ・ 責任 ・ 権限

代表者 ■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・技術を用意

■環境方針の策定・見直し及び全従業員への周知

■環境管理責任者の任命

■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
環境管理責任者 ■環境運営システムを構築・実施・管理

■環境目標及び環境活動実施計画書を作成

■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

■環境経営システム　組織図

※　問合せ先　：　環境管理事務局　TEL.03-3492-3430

環境事務局 ■環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

■環境目標・環境活動実施計画/実績表の作成

■環境関連の外部コミュニケーションの窓口

■環境活動レポートの作成
部門長 ・ 部責任者
営業所長

■自部門における環境経営システムの実施

■環境目標及び環境活動計画書の実施、その達成状況の報告

■環境活動におけるチェックリストの記録・運用管理

■自部門の問題点の発見・是正・予防措置
全従業員 ■環境方針を理解し、環境への取組の重要性を自覚

■自主的・積極的に環境活動に参加
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５. 環境目標・環境活動計画・環境目標の実績・今後の目標

【2016年12月～2018年11月の3年間の推移】

本社 東京電力 0.474 kg-CO2/kWh

名古屋 中部電力 0.48 kg-CO2/kWh

仙台 東北電力 0.548 kg-CO2/kWh

飯田 中部電力 0.48 kg-CO2/kWh

　事務所・工場の電力 H27年度の電気事業者別実排出係数

(運用期間　：　2017年12月～2018年11月）

周辺環境に対する負

荷低減
　　　　　　　(件）

1%向上 1%向上 1%向上

「当社の事業活動活発化・受注件数増が、当社最大の環境貢献」
受注量増加を図ることで、有害物質の適正処理を推進し、環境負荷低減に貢献

1,672
1689

(1%向上)
見積件数を目標管理 1597 未達成

0 00 0
工場の粉じん濃度が自主管
理基準値「1本/㍑」を超える
件数が0件

0 達成 0

0 0
作業所の粉じん濃度が自主
管理基準値「1本/㍑」を超え

る件数が0件

0 達成 0 0 0

98% 98% 97%
水使用量の削減
　　　　　　　(㎥）

663
650

(98％)
事務所・工場の水使用量を
目標管理

525

未達成 98% 98% 97%

一般廃棄物

排出量の削減（ｔ）
1.230

1.205

(98％)

事務所・工場の一般廃棄物

排出量を目標管理
2.605

二酸化炭素排出量の
削減（kg-CO2）

306,407
300,279
(98％) 619,016

※平成28年度の電気事業者別実排出係数を使用

事務所・工場の電力

建設現場等の購入電力

営業車のガソリン

運搬車両等の軽油

建設現場等の軽油

LPG使用量を目標管理

達成

98% 98% 97%未達成

実　績 今後の目標(対基準値)

行動指針 基準値(前年）
目標値

（対基準値）
活動計画

（’17/12～
'18/11)

評価
（’18/12～

'19/11)
（’19/12～

'20/11)
（’20/12～

'21/11)

基準値(前年) 目標値(98%) 実績(’17/12～'18/11)

本社 東京電力 kWh 19,981 19,581 22,198

名古屋 中部電力 kWh 10,694 10,480 12,622

仙台 東北電力 kWh 4,908 4,810 5,209

飯田 中部電力 kWh 83,039 81,378 87,228

kWh 0 0 0

　営業車のガソリン L 22,135 21,692 22,895

　運搬車両等の軽油 L 73,362 71,895 191,573

　建設現場等の軽油 L 2,015 1,975 660

　営業所LPG kg 16.58 16.25 24.63

　建設現場等の購入電力

　事務所・工場の電力

内訳
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・運用期間　2017年12月～2018年11月

　

6．環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

（2019年1月実施済）
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7．環境関連法規等の順守状況の確認及び評価の結果
栗野確認

　　■環境法令の遵守評価記録

2019/3/1

環境関連法規順守事項 （１／２）
チェックリスト （１／２）

種
類

法令、等 順 守 事 項
順　守　評　価

総合評価
本社 飯田工場 名古屋営業所

〇

（ビル管理項目と同様） 消火器の点検
点検結果
問題無し

点検結果
問題無し

点検結果
問題無し

点検結果
問題無し

〇

仙台営業所

消防法
消防設備の点検

消火栓
点検結果
問題無し

点検結果
問題無し

点検結果
問題無し

点検結果
問題無し

9月3日
実施

10月5日
実施

9月14日
実施

未実施 〇

水
質
関
係

下水道法
排水量５０ｔｏｎ以上の

組織
違反無し 違反無し

事
業
関
係

防災訓練の
計画と実施

違反無し 違反無し 〇

(水質自主検査の実施)

水質検査を実施／
年1回自主検査

（38項目・ﾀﾞｲｵｷｼﾝ
類・電気伝導率）

対象外
分析結果
問題無し

対象外 対象外 〇

適用車 〇

アイドリングストップ 実施 実施 実施 実施 〇

大気汚染防止法
（自動車ＮＯx･ＰＭ法

含む）
適用車かどうか 適用車 適用車 適用車

対象外 対象外 〇

フロン排出抑制法 フロン排出に関わる点検 対象外
10月30日

実施
対象外 対象外 〇

アスベスト環境調査／
各月自主検査

（飯田工場で実施）
対象外

分析結果
問題無し

〇

石綿障害予防規則 第1条～49条 違反無し 違反無し 違反無し 違反無し 〇

労働安全衛生法 労働安全衛生法・施工令・規則 違反無し 違反無し 違反無し 違反無し

（第12条）産廃の処理
（年度報告）

実施 － － － 〇

〇

廃
棄
物
関
係

廃棄物の処理及び清掃に
関する法律

（廃棄物処理法）
(第6条）一廃の処理 違反無し 違反無し 違反無し 違反無し 〇

廃棄物焼却施設内作業に
おけるダイオキシ類
暴露防止対策要綱

基発第401号の2 違反無し 違反無し 違反無し 違反無し

大
気
関
係

〇

家電リサイクル法
リサイクルの義務

（家電４種）
実体なし 実体なし 実体なし 実体なし 〇

契約書
マニフェスト伝票

契約書
運搬ﾏﾆﾌｪｽﾄ

管理

産廃ﾏﾆﾌｪｽﾄ
管理

－ －

〇

自動車リサイクル法 リサイクルの義務 実体なし 実体なし 実体なし 実体なし 〇

包装容器
リサイクル法

リサイクル 違反なし 違反なし 違反なし 違反なし

〇
小型家電

リサイクル法
リサイクルの努力 実体なし 実体なし 実体なし 実体なし
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栗野確認

2019/3/1

環境関連法規順守事項 （２／２）
チェックリスト （２／２）

種
類

法令、等 順 守 事 項
順　守　評　価

総合評価
本社 飯田工場 名古屋営業所 仙台営業所

音
・
振
動

騒音規制法 事前届出。（１種～４種） － 違反無し － －

道路交通法 安全運転等 実施 実施 実施

〇

振動規制法 地域規制基準の順守 － 違反無し － － 〇

実施 〇

各地区の条例
東京都・豊丘村
愛知県・宮城県

東京都
違反無し

豊丘村
違反無し

愛知県
違反無し

宮城県
違反無し

〇

8．行政機関・第三者からの法違反の指導事項・苦情・訴訟等

　　　　　            行政機関・第三者からの法違反の指摘事項・苦情・訴訟等は、

　　　　　            過去12年（２００７年１２月～２０１8年１１月）に渡り一切ありません。
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９．代表者による全体評価と見直しの結果

　当社は創業当初から「安全で健康的な環境づくりを通じて、人に社会に貢献します」を社
是として掲げており、その取組みを一層具現化し、環境負荷低減・環境貢献に積極的に取り
組む当社の姿勢をお客様や社会に示して参りたいと考え、エコアクション21の環境経営シス
テムを構築・運用しています。

　当社は2012年度のエコアクション21運用開始から丸7年の活動を経て、当社にとって適正
な運用体制はどんなものか、当社の強み弱みは何か、当社が取組を強化すべきものは何かな
ど、様々な模索を繰り返してきました。
　そうした模索の中から得たひとつの方向性として、当社はこの2年間、「有害物質処理と
いう当社事業活動活発化が、当社最大の環境貢献」をメインテーマに掲げ、営業活動活発
化・営業力強化の活動について、全社一体となって取組を重点化・最適化して参りました。

　そうした取組の成果か、今期は受注件数増加・業績回復という目に見える結果を残すこと
ができました。
　勿論、単年の成果に一喜一憂も油断も無用ですが、我々が取り組んできたことが間違って
いなかったことを糧としつつ、当社の目標の一つである「優良産廃処理業者」の認定取得に
向け、このポジティブな流れを大切にしていきたいと考えています。

　しかしながら一方で、二酸化炭素排出量の大幅な増加など、事業活動活発化・それに対応
するための企業努力に伴って生じるネガティブな要素にも直面し、当社にとって新たな困難
な課題を突き付けられました。

　来期につきましては、引き続き全社一体となっての営業活動活発化・営業力強化の取組を
推進しつつ、「忙しいから仕方ない」を決して言い訳にせず、環境負荷低減と環境貢献の両
立を目指して参ります。

　東京トリムテック株式会社

　代表取締役　最上　修
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　　　　　　　　　　　本　　 　社　　　 　〒141-0031　東京都品川区西五反田1-25-1　KANOﾋﾞﾙ

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　TEL.03(3492)3430　　FAX.03(3492)6394

 　　　　　　　　　名古屋営業所　 　　〒488-0830　愛知県尾張旭市東印場町3-18-2

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　TEL.0561(55)0232　　FAX.0561(55)0233

　　　　　　　　　 　仙台営業所　　　　〒981-3133　宮城県仙台市泉区泉中央2-9-8

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　TEL.022(776)5851　　FAX.022(776)4335

 　　　　　　　　　　飯 田 工 場　　　　〒399-3202　長野県下伊那郡豊丘村大字神稲9177

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　TEL.0265(35)7580　　FAX.0265(35)7585

info@trimtec.co.jp

　東京トリムテック株式会社
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