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１．１．１．１．法人に関する基礎情報法人に関する基礎情報法人に関する基礎情報法人に関する基礎情報    

 

会社名    周南環境開発株式会社 

代表者    代表取締役 弘中 美光 

事業内容      ・産業廃棄物の収集運搬処分業 

                ・再生重油の製造販売 

・再資源化処理を含む各種産業廃棄物の処理システムの提案 

及びコンサルティング 

住所     山口県下松市大字平田 443 番地 

          Tel 0833-41-0680 Fax 0833-41-0676 

URL  http://www.nissink.co.jp 

  資本金    金 1,000 万円 

沿革     昭和 57 年 3 月 

          日進工業(株)が化学工業設備の洗浄時に生じる廃油の再生を 

目的として周南環境開発株式会社を設立。 

         平成 5 年 8月 

          日進工業(株)の行っていた産業廃棄物処理業務を受け継ぎ、 

産業廃棄物の有効利用と適用処理を、一貫作業とすることを 

目的として再編成し、営業活動を開始。 

平成 21年 8 月 

          環境への取組を促進し、その取組を効果的・効率的に実施 

するため、環境マネジメントシステム「エコアクション 21」 

を取得。 

 

所在図 
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２．２．２．２．事業計画の概要事業計画の概要事業計画の概要事業計画の概要    

 

１） 収集運搬業（積替・保管なし） 

 ①収集運搬業において法令上必要な次の事項を行う。 

  ・排出事業者との書面による委託契約 

  ・運搬毎に交付を受けたマニフェストの記載、返送及び保管 

  ・運搬上の法令基準の遵守 

 

②車両毎の用途 

◎ユニック車 

・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・陶磁器くず、燃 

え殻、木くず、鉱さい、がれき類、ばいじん等の固形物はドラム缶又はフレコン 

バックに詰め、４ｔユニック車にクレーンで積み込み、ロープ等で移動しないよ 

うに固定してシートで覆い、廃棄物が飛散・流出しないようにして排出事業者の 

指定する場所まで運搬する。 

・ドラム缶詰めの汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリは、４ｔユニック車にクレーンで 

積み込み、ロープ等で移動しないように固定して排出事業者の指定する場所まで 

運搬する。 

◎ﾊﾞｷｭｰﾑﾛｰﾘｰ車、ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾛﾍﾞｽﾀｰ車 

・汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ等、液状の物はバキュームローリー車、パワープ 

ロベスター車等のタンク車で回収して、廃棄物の飛散・流出及び悪臭がしないよ 

う留意し、排出事業者の指定する場所まで運搬する。 

 

③収集運搬業を行う時間 

・原則、８：００～１７：００ 

 

④休業日 

・原則、日曜日及び祝日 

 

⑤運搬施設に関する事項    

・バキュームローリー車   ３台  ※27 年度燃費基準達成車  ０台（0％） 

  ・4ｔユニック車          １台   

  ・超強力吸引車      ２台  ※21年基準窒素酸化物 10%低減かつ 

  ・2ｔトラック       １台   粒子状物質 10%低減ﾚﾍﾞﾙ車 ２台（14％） 

   

平成17年基準低排出ガス車，平成27年度燃料基準達成車は、車輌入れ替え時に随時

検討・導入していきたいと思います。 

 

２） 処分業 

 ①処分業において法令上必要な次の事項を行う。 

  ・排出事業者との書面による委託契約 

  ・運搬毎に交付を受けたマニフェストの記載、返送及び保管 

  ・処分上の法令基準の遵守 
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②処理概要 

  ・油水分離（廃油（特管含む））      → 再生油製造 

・混合（廃油、汚泥、廃プラスチック類） → セメント助燃料製造 

 

③処分業を行う時間 

・原則、８：００～１７：００ 

 

④休業日 

・原則、日曜日及び祝日 

 

 ⑤処理施設に関する事項 

＜産業廃棄物処分業＞ 

・事業の区分 

中間処理（油水分離、混合） 

・許可の有効年月日 平成 25 年 8 月 26日 

・廃棄物の種類 

油水分離：廃油 以上 1種類 

   混  合：廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(自動車等破砕物を除く。)、汚泥、廃油 以上 3 種類 

  ・事業の用に供する施設 

   油水分離槽   設置場所 ：山口県下松市大字平田 443番地 

           設置年月日：昭和 38年 4 月 25 日 

           処理能力 ：10ｍ3／日 

   混合処理施設  設置場所 ：山口県下松市大字平田 443番地 

           設置年月日：昭和 38年 4 月 25 日 

           処理能力 ：5.5ｍ3／日 

  ＜特別管理産業廃棄物処分業＞ 

        ・・・・事業の区分 

中間処理（油水分離） 

・許可の有効年月日 平成 25 年 8 月 26日 

・廃棄物の種類 

油水分離：廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であ

るものを除く。） 以上 1 種類 

  ・事業の用に供する施設 

   油水分離槽   設置場所 ：山口県下松市大字平田 443番地 

           設置年月日：昭和 38年 4 月 25 日 

           処理能力 ：10ｍ3／日 
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３．産業廃棄物の処理工程図３．産業廃棄物の処理工程図３．産業廃棄物の処理工程図３．産業廃棄物の処理工程図    

＜特別管理産業廃棄物＞

＜産業廃棄物＞

廃油 収集運搬 自社保管設備 油水分離 静置沈殿

調合材

混合槽 再生重油製造

廃油 収集運搬 自社保管設備 混合

油水分離 静置沈殿

汚泥 収集運搬 自社保管設備

混合槽

ｾﾒﾝﾄ製造用

助燃料製造

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 収集運搬 自社保管設備

当社の中間処理後の残渣物は、産業廃棄物処理業者へ委託します。 

 

    

４．直前３年間の産業廃棄物の受入量・運搬量４．直前３年間の産業廃棄物の受入量・運搬量４．直前３年間の産業廃棄物の受入量・運搬量４．直前３年間の産業廃棄物の受入量・運搬量    

  

活動規模 単位 22年度 23年度 24年度

売上高 百万円 63.50 92.31 124.94

廃棄物収集運搬量 ｔ 1463.82 1521.97 1781.82

中間処理量 ｔ 332.14 203.50 126.06

中間処理後の廃棄物処理量（委託） 単位 22年度 23年度 24年度

廃油 ｔ 247.90 217.20 255.19

汚泥 ｔ 188.10 99.88 65.74

廃プラスチック類 ｔ 6.33 15.66 6.50
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５．処理施設の維持管理状況５．処理施設の維持管理状況５．処理施設の維持管理状況５．処理施設の維持管理状況    

    

  オイルセパレーター出口水 油分測定         

　 測定時期

項目

H23.5月 H24.5月 H25.5月 備　　考

油分(mg/L) 2.5 2.0 6.1 ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ可溶分換算値

ph 7.21 7.30 7.61

 

 

    

６６６６．．．．収集運搬費収集運搬費収集運搬費収集運搬費    及び及び及び及び    処理費処理費処理費処理費 

取扱う廃棄物の性状・物量により、都度協議により決定と致します。 

 

    

７７７７．業務を所掌する組織・人員配置．業務を所掌する組織・人員配置．業務を所掌する組織・人員配置．業務を所掌する組織・人員配置    

 

代表取締役 弘中美光 S57.2.10就任

取締役 弘中昭光 S57.2.10就任

　〃 弘中久文 H15.5.26就任

　〃 中光眞史 H19.5.29就任

監査役 弘中鈴子 H25.4.30就任

役　 　　員：5名

社　 　　員：5名（日進工業からの助勢あり）

ﾊﾟｰﾄ､ｱﾙﾊﾞｲﾄ：0名

取締役

代表取締役

業務部

 

 

８．事業場の公開の有・無８．事業場の公開の有・無８．事業場の公開の有・無８．事業場の公開の有・無    

  定期的な公開はしていませんが、ご希望の方は申し付け下さい。 


