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1. 事業所名 天星製油株式会社 

2. 代表者名 代表取締役 鈴木宏政 

3. 法人設立 1984年11月1日 

4. 資本金 1,000万円 

5. 事業所 本社：静岡県浜松市浜北区新原3833-1（廃油の集荷､処理､再生油の製造） 

 若草油槽所：静岡県浜松市浜北区寺島652-1 他（再生油の保管） 

 山梨営業所：山梨県笛吹市一宮町国分1284-1 他（廃油の集荷、保管） 

6. 環境管理責任者 代表取締役 鈴木宏政 

 連絡先 ···· TEL：053-586-9911 FAX：053-586-9915 

  e-mail：entry@tenboshi.com 

  WEBサイト：http://www.tenboshi.com/ 

7. 組織沿革 

1946年 天星鈴木製油所を設立し食用油の製造を開始 

1962年 鉱物油廃油の再生を開始 

1966年11月 天星製油有限会社を設立 

1984年11月 天星製油株式会社に改組 

1988年8月 山梨営業所開設 

2001年8月 若草油槽所開設 

2009年10月 浜北区新原へ本社移転 

2011年12月 笛吹市一宮町へ山梨営業所移転 

2014年7月～ 産廃業者優良化確認を収集運搬10件、処分2件にて取得 

2017年11月 一般貨物自動車運送事業許可取得 

2020年4月 一般建設業許可取得（とび・土工工事業） 

2021年2月 一般建設業許可の種類追加（土木工事業・管工事業） 

8. 事業の概要 

⚫ 廃油の回収 

⚫ 再生重油、再生オイルの製造・販売 

⚫ 産業廃棄物の処理（廃油、産廃水、汚泥の収集・運搬、処分） 

⚫ メンテナンス事業（油槽等の清掃作業） 

⚫ 漏油事故処理 

⚫ 防災用品販売（吸着マット、土壌処理剤の販売） 

  

１．組織の概要 

http://www.tenboshi.com/
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取締役会

代表取締役

エコアクション21

事務局

各種

プロジェクトチーム

営業１課

営業2課

山梨営業所

販売課

精製課

事務課

エコメンGr

配送Gr総務Gr

事務Gr

平ボディGr

 

9. 事業の規模 

活動規模 (単位) 
第35期 

2018.11.1 

～2019.10.31 

第36期 

2019.11.1 

～2020.10.31 

第37期 

2020.11.1 

～2021.10.31 

売上高 (百万円) 872 730 797 

車両台数 (台) 51 56 56 

人員 (人) 59 55 54 

油保管容積 (kL) 1,407 1,435 1,435 

原料・産廃処理量 (万kL) 2.09 1.98 2.07 

敷地面積 (m2) 13,958 13,958 13,958 

10. 認証・登録範囲 

全組織、全活動、全従業員対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役割 責任及び権限 

代表取締役 環境経営方針の決定、目標と計画の承認、代表者によるチェック 

EA21 事務局 環境経営目標と計画の起案、活動の進行役、環境経営レポートの作成 

各種プロジェクトチーム 各活動の推進、職場会議の主催 

全従業員 環境経営方針の理解、目標達成のためにＰＤＣＡを回す 
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1. 産業廃棄物処理の許可の内容 

⚫ 収集運搬業 

＜普通産業廃棄物＞ 

 
＜特別管理産業廃棄物＞ 

 
 

⚫ 処分業 

 

※赤字：優良認定 

  

廃

油

廃

ア

ル

カ

リ

汚

泥

金

属

く

ず

廃

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク

類

廃

酸

静岡県 第02201002575号 2021年7月31日 2028年7月30日 無 〇 〇 〇 〇 〇 －

愛知県 第02300002575号 2016年3月10日 2023年3月9日 無 〇 〇 〇 〇 〇 －

山梨県 第01915002575号 2016年8月24日 2023年8月23日 有/無 〇 〇 〇 〇 〇 －

岐阜県 第02100002575号 2016年8月29日 2023年8月28日 無 〇 〇 〇 〇 〇 －

神奈川県 第01405002575号 2017年6月28日 2024年5月31日 無 〇 〇 〇 〇 〇 〇

東京都 第1300002575号 2019年6月1日 2024年5月31日 無 〇 － － － － －

長野県 第2009002575号 2019年6月13日 2024年6月12日 無 〇 〇 〇 〇 〇 －

三重県 第02400002575号 2019年8月28日 2024年7月20日 無 〇 〇 〇 〇 〇 －

滋賀県 第02501002575号 2020年5月26日 2027年4月27日 無 〇 〇 〇 〇 〇 －

自治体 許可番号 許可年月日 有効年月日
積替

保管

産業廃棄物の種類

静岡県 第02251002575号 2015年4月5日 2022年4月4日 無

山梨県 第01965002575号 2015年8月23日 2022年8月22日 有/無

愛知県 第02350002575号 2015年10月7日 2022年10月6日 無

神奈川県 第01455002575号 2016年6月20日 2023年6月13日 無

長野県 第2059002575号 2016年12月13日 2021年12月12日 無

岐阜県 第02150002575号 2017年3月3日 2022年3月2日 無

三重県 第02450002575号 2017年3月6日 2022年3月5日 無

千葉県 第01250002575号 2018年8月14日 2023年6月25日 無

〇

〇

〇

〇

〇

産業廃棄物の種類

引火性廃油

〇

〇

〇

積替

保管
自治体 許可番号 許可年月日 有効年月日

種類 自治体 許可番号 許可年月日 有効年月日 事業区分 産業廃棄物の種類

2028年8月5日 中間処分
汚泥、廃油、廃アルカリ、

金属くず、廃プラスチック類

2015年4月5日 2022年4月4日 中間処分 引火性廃油

2021年8月6日普通

特別

管理

浜松市

浜松市

第06321002575号

第06371002575号

2．許認可 
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2. 産業廃棄物処理の施設等の状況 

⚫ 収集運搬車両の種類と台数 

タンクローリー(2kL) ········· 1台 

タンクローリー(4～6kL) ····· 21台 

タンクローリー(8kL超) ······ 9台 

吸引車(3t～) ······················· 5台 

平ボディー車(1t、2t、4t) ······ 6台 

 

※第37期：新規２台／廃止２台 

⚫ 積替保管施設（山梨営業所）の面積と保管上限量 

面積 ············ 106.83m2 

廃油 ············ 64.0m3 

廃アルカリ···· 19.0m3 

引火性廃油 ···· 21.0m3 

汚泥 ············ 13.0m3 

廃プラスチック類 ···· 13.0m3 

金属くず ··············· 13.0m3 

⚫ 処理施設の種類、能力および処理する産廃の種類 

＜普通産業廃棄物＞ 

油水分離①(遠心分離) 305 kL/日 廃油、汚泥 

油水分離②(遠心分離) 154 kL/日 廃油、汚泥 

油水分離(重力中和) 60 kL/日 廃油、汚泥 

蒸発濃縮 360 kL/日 廃油、廃アルカリ 

混合 352 kL/日 廃油、廃アルカリ 

ろ過 19.2 kL/日 廃油 

切断圧縮 3.8 t/日 金属くず、廃プラスチック類 

脱水 35 kL/日 廃油、汚泥 

＜特別管理産業廃棄物＞ 

油水分離①(遠心分離) 305 kL/日 引火性廃油 

油水分離②(遠心分離) 154 kL/日 引火性廃油 

油水分離(重力中和) 60 kL/日 引火性廃油 

混合 352 kL/日 引火性廃油 

 

3. 産業廃棄物処理の料金 

サンプル分析や排出工程の調査、SDS、WDS等により検討し決定する。 
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4. 処理方式及び処理工程 

 

 

 

  

油水分離 混合 

ろ過 脱水 切断・圧縮 

廃 油

引火性廃油

廃アルカリ

汚 泥

金属くず

油水分離

蒸発濃縮

混合

ろ過

切断圧縮

脱水

蒸発濃縮へ

混合へ

水処理・河川放流

水処理・河川放流

油水分離へ

処理委託：焼却

処理委託：焼却

（セメント原材料利用）

処理委託：焼却

（セメント原材料、

路盤材利用)

処理委託：焼却

廃プラスチック類

売却

（燃料・潤滑油利用）

売却

（鉄資源利用）

再生オイル

スラッジ(白土滓)

脱水汚泥

排水

廃プラスチック類

金属くず

廃油

廃油水(分離水)

再生重油

濃縮液

汚泥(スラッジ)

凝縮水

再生重油
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＜基本理念＞ 

1. 当社は「廃油リサイクルの専門家」として、廃油のリサイクル、産業廃棄物の処

理、油関連設備等のメンテナンスの事業活動を通じて地球の環境保全に貢献す

る。 

2. 自らの事業においても環境との調和、自然との共生に配慮し、すべての部署で環

境の保全・向上に対して積極的・継続的な活動を展開する。 

3. エコアクション２１ガイドライン（業種別ガイドライン）に基づいた環境経営シ

ステムを構築、運用、維持する。 

 

＜行動指針＞ 

1. 廃油のリサイクルシステムの普及、改善、安定化に継続的に努力する。 

2. 環境関連の法律、規制、我々が同意するその他の要求事項を遵守する。なかでも

廃棄物処理法には最大の注意をする。 

3. 自他の環境事故、特に火災、漏油に対して、予防対策、事故処理訓練を実施す

る。 

4. 省エネルギー、省資源、環境保全を全ての活動範囲で取り組む。特に収集運搬車

両のエコドライブ、燃費削減、排気ガスの削減に心がける。 

5. 地球温暖化ガスの発生抑制に努める。 

6. 周辺環境、地域社会との共存に努力する。 

7. 環境教育、情報の収集等により、見識を高め、全社員が環境経営方針をはじめ環

境経営目標、環境経営計画を理解したうえで行動に落とし込む。 

8. 職場の作業環境の向上、具体的には、安全衛生面、平易化、効率化、見える化に

努力する。 

9. 当社より排出する廃棄物の削減に努力する。 

 

制定日  2005年3月5日 

最終改定日  2021年9月6日 

 

天星製油株式会社 

 代表取締役 鈴木宏政 

３．環境経営方針 
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1. 中期目標および今期の短期目標 

項目 部署 測定項目 
37～39期 

中期目標※ 

37期 

短期目標 

(36期比) 

活動内容 

二酸化炭素排出量の削減 

全課 二酸化炭素排出量 [kg-CO2] 100%以下 100％以下 以下参照 

営業１課、山梨 (軽油車) 輸送量あたり燃費 [集荷L/L] 103％以上 101％以上 

人・車両毎にデータ取り、安全運転・エコドライブに努める 

営業２課 (軽油車) 距離あたり燃費 [km/L] 100％以上 97.5％以上 

営業１･２課、山梨、販売課 (ガソリン車) 距離あたり燃費 [km/L] 100％以上 100％以上 

販売課(平ボディ、大型) 距離あたり燃費 [km/L] 100％以上 100％以上 

販売課 (ダンパー) デジタコの点数 [点] 平均97点以上 平均97点以上 

精製課 
A重油使用量 [L/kL] 100％以下 100％以下 

設備、処理方法、作業方法等の改善 
高圧電気使用量 [kWh/kL] 100％以下 100％以下 

事務課、山梨 電灯、エアコン電力使用量 [kWh] 100％以下 100％以下 必要最小限での使用に努める 

集荷、処理システムの向上 

営業１･2課、山梨 廃油＋廃棄物 [kL] 110％以上 107％以上 営業力、作業効率の向上 

販売課 作業産廃売上 [万円] 130％以上 110％以上 営業力、作業効率の向上 

精製課 
再生重油生産効率の向上 [％] 110％以上 108％以上 

設備、処理方法、作業方法等の改善 
廃油水処理効率の向上 [％］ 105％以上 103％以上 

水使用量の削減 全課 
水道水使用量 [m3] 100％以下 100％以下 

必要最小限での使用に努める 
地下水使用量 [m3] 100％以下 100％以下 

廃棄物の削減 全課 
一般廃棄物 [kg] 100%以下 100%以下 リサイクル向けに分別 

産業廃棄物 [kg] 100%以下 100%以下 ウエス、ゴム手袋等の資材の節制 

化学物質の適正管理 精製課 メチルナフタレン使用量 [g/kL] 100%以下 100%以下 設備、処理方法、作業方法等の改善 

教育 全課 各課にてPDCAを回す 実施 実施 業務に関わる教育(安全、法令、環境等)を行う 

法令順守 全課 違反なし 違反なし 違反なし 法令環境保全協定の履行・改正の確認、必要に応じて関連委員と連携を取る 

地域との共生 全課 地域貢献 実施 実施 地域に対する貢献活動を行う 

見える化･平易化 全課 各課にてPDCAを回す 実施 実施 設備・手順の表示、工程の見直し、文書の整理等、必要に応じて関連委員と連携を取る 

※37～39期中期目標：3年間36期比 

2. 活動内容 

⚫ 職場会議および通常業務を通してＰＤＣＡの定着に努める。 

⚫ 職場会議、訓練・教育を軸に活動を進める。 

⬧ 中間報告、環境目標見直し、職場会議：11月、2月、5月、8月 

⬧ 教育･訓練：年間スケジュールに従う 

⬧ 環境測定： 

毎月(排水)、12月･6月(地下水､大気)、10月(騒音･悪臭･振動) 

⬧ 年間活動総括(全体会議)：11月 

⬧ 環境コミュニケーション： 

2月(企業連絡会)、10月(近隣向け環境アンケート) 

⬧ PRTR報告：4月 

⬧ 産廃実績報告：6月 

⬧ タンクローリー定期検査：6月 

⬧ 産廃許可更新： 

7月(静岡県・普通収運)、8月(浜松市・普通処分) 

⬧ 環境マニュアル改訂：随時 

⬧ 安全衛生委員会：毎月 

  

４．環境経営計画 
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1. 環境負荷の実績 

項目  (単位) 
2019 年  

（第 35 期） 

2020 年  

（第 36 期） 

2021 年  

（第 37 期） 

CO2 排出量 (kg-CO2) 

電力 計 122,300 126,485 122,709 ↓ 

 
電力（本社） 121,600 125,618 121,854 ↓ 

電力（山梨営業所） 700 867 855 ↓ 

ガソリン 23,500 24,335 23,843 ↓ 

軽油 679,400 659,359 678,998 ↑ 

Ａ重油 574,200 696,199 721,510 ↑ 

液化石油ガス（LPG） 99 87 103 ↑ 

合計 1,399,499 1,506,465 1,547,163 ↑ 

受託、または受領し

た産業廃棄物、再生

資源等の処理量 (ｔ) 

収集運搬量 7,035 6,332 6,568 ↑ 

中間処理量 7,318 6,474 6,709 ↑ 

  うち再資源化等量 7,148 6,280 6,609 ↑ 

最終処分量 0 0 0 － 

中間処理後の処分量  8,534  7,179 7,582 ↑ 

  最終処分量等 0 0 0 － 

  中間処理量等 8,534 7,179 7,582 ↑ 

一般廃棄物総排出量 (kg) 1,145 1,330 1,392 ↑ 

産業廃棄物総排出量 (kg) 3,217,618 2,218,252 2,433,392 ↑ 

  中間処理量 3,217,618 2,218,252 2, 433,392 ↑ 

    うち再資源化量 82,552 74,010 90,420 ↑ 

水使用量 (m3) 
上水 469 363 446 ↑ 

地下水 7,379 12,750 11,995 ↓ 

化学物質使用量 (kg) メチルナフタレン 13.0 15.8 16.4 ↑ 

     

＜備考＞二酸化炭調整後排出係数 第 35 期 第 36 期 第 37 期  

 

本社(～2021 年 5 月) 0.406 0.386 0.302  

本社(2021 年 6 月～) － － 0.523  

山梨 0.509 0.494 0.472  

  

 

  

5．環境負荷実績 
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2. 環境負荷実績の経年変化グラフ 

 

3. 太陽光発電実績 
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1. 短期環境経営計画の取組結果と評価及び内容 

項目 
36期 37期 

基準値 目標 実績 評価 活動内容 コメント 

二酸化炭素排出量の削減 

二酸化炭素排出量 (kg-CO2) 1,506,244 100%以下 1,547,117 102.7% × 以下参照 
集荷量増加により燃料使用量が増加したが、電力・

ガソリン使用量は削減できた。 

【軽油車】 

輸送量あたり燃費(集荷L/L) 
159.5 101％以上 155.7 97.6% × 

自社内で実施可能な定期点検の実施、定期回収に入る顧客の回収頻度見直し、エコドラ

イブ実施 
大口の集荷先消失、車両入替が影響した。 

【軽油車】 

距離あたり燃費(km/L) 
5.26 97.5％以上 5.11 97.1% × 

集荷コースを考えルート見直し実施、アイドリングストップ実施、エコドライブの心掛

け 
車両入替、担当エリア変更が影響した 

【ガソリン車】 

距離あたり燃費(km/L) 
14.36 100％以上 14.24 99.2% × アイドリングストップ実施、エコドライブの心掛け、タイヤ空気圧確認、法定速度順守 

夏期の気温上昇時にエアコン使用機会が増え燃費悪

化。 

【平ボディ、大型】 

距離あたり燃費(km/L) 
4.62 100％以上 4.52 97.7% × アイドリングストップの徹底、デジタコによるスピード管理、一定速度での運転心がけ 

夏期の気温上昇時にエアコン使用機会が増え燃費悪

化。 

【ダンパー車】 

デジタコの点数(点) 
97.0 97点以上 96.7 99.7％ × 特に速度オーバーに注意しデジタコ点数を向上させる 速度オーバー回数が多く目標未達成。 

A重油使用量 

 (使用量L／処理量kL) 
12.8 100％以下 12.60 98.8% ○ カウンターを付けて各設備の蒸気使用量を算出しデータ取り・使用量把握 効率対策が効果を発揮した。 

高圧電気使用量 

 (使用量kWh／処理量kL) 
16.2 100％以下 14.74 91.1% ○ 脱水効率の向上、加熱ストレーナの清掃、水銀灯の点灯時間変更 効率対策が効果を発揮した。 

電灯、エアコン電力使用量 

(kWh) 
4,912 100％以下 5,062 103.1％ × 

エアコン・サーキュレーターの定期清掃実施、電力をあまり使わない時間帯に事務仕事

を行う 

冬期の気温低下及び夏期の気温上昇によりエアコン

使用量増加。 

集荷、処理システムの向上 

廃油＋廃棄物 (万kL) 1.98 107％以上 2.07 104.5％ × 商社からの紹介呼びかけ、排出量の多い顧客の開拓 目標未達成となったが、全体量は前期より増加。 

作業産廃売上 (万円) 17,362 110％以上 15,780 90.9% × 
工具箱の改善、既存作業等作業を多く受注できる体制を整える、作業対応の人員・車両

の確保 
受注金額の大きい定期作業が無くなり目標未達成。 

再生重油生産効率の向上 (kL/h) 5,260 108％以上 5,974 113.6% ○ 原料の状態に合わせてバルブ開閉を調整し効率を上げる 効率対策が効果を発揮した。 

廃油水処理効率の向上 (kL/h) 1.11 103％以上 1.05 94.4% × 蒸発缶の液面を下げて気体部分を増やし効率を上げる 
目標未達成となったが来期も引き続き対策を実施し

ていく。 

水使用量の削減 

水道水使用量  (m3) 363 100％以下 446.30 123.0% × 工場での水処理ホース外れ及び水処理蛇口の締め忘れによる使用量大幅増加(対策済) 水漏れを早期発見できるよう改善していく。 

地下水使用量 (m3) 12,750 100％以下 11,995 94.1% ○ 水漏れ、電磁弁の故障などの点検を毎日実施 日常点検の実施の成果が出た。 

廃棄物の削減 

一般廃棄物 (kg) 1,259 100%以下 1,392 104.6% × ゴム手：下に薄いゴム手を使用し寿命を延ばす、作業用として再利用、作業内容に応じ

た使い分け 

その他：分別の徹底、コピー紙使用枚数の管理 

コロナ禍で特に衛生対策関連品の廃棄物量が増加。 

(参考値：リサイクル率) （54%） － (52%) － － 

産業廃棄物 (kg) 2,216,359 100%以下 2,430,631 109.7% × ウエス：再利用/処分の分別、乾燥させて再利用、油・水を絞ってから廃棄 
ウエスの使用機会及び集荷量の増加により、産業廃

棄物の全体量が増加。 

化学物質の適正管理 
メチルナフタレン (g/kL)  

(使用量／集荷量) 
0.79 100%以下 0.79 99.8% ○ カウンターを付けて各設備の蒸気使用量を算出しデータ取り・使用量把握 効率対策が効果を発揮した。 

教育 各課にてPDCAを回す － 実施 実施 ○ 課内勉強会・講習会実施、オンライン研修参加 感染対策を踏まえた教育及び訓練を実施できた。 

法令順守 違反なし － 違反なし 違反無し ○ ろ過製品のSDS作成、課内勉強会・講習会実施 
事故や問題が発生した際はすぐに課内講習会を開催

する等、積極的に取り組めた。 

地域との共生 地域貢献 － 実施 実施 ○ 
本社正門北側の花壇作り、近隣のゴミ拾い・除草作業、天星通信発行、エコキャップ回

収運動 

清掃活動の継続に加えて、配送グループ主導の花壇

作り等新たな取り組みが実施された。 

見える化･平易化 各課にてPDCAを回す － 実施 実施 ○ 
ホワイトボードを利用した書類管理、作業手順書作成、書類置場等変更、クラウドでの

タンク在庫確認、車載工具のリスト化 
職場会議での問題提起、対策や改善が実施できた。 

６．環境経営計画の取組結果とその評価 
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2. 教育・訓練実績 

⚫ 漏油訓練 ························· 1月、5月、9月 

⚫ 防災BCP訓練···················· 12月、4月、8月 

⚫ 交通安全KYT訓練 ·············· 2月、9月、10月 

⚫ 法改正講習 ······················ 6月 

⚫ 避難訓練 ························· 毎月 

⚫ 緊急連絡訓練 ··················· 6月、9月 

⚫ 年間活動総括(全体会議) ····· 11月 

⚫ 外部研修参加 ··················· 65件参加 

第36期に引き続きコロナ禍の影響を受ける中、各委員会

活動、外部研修共に感染対策を踏まえた教育及び訓練を

実施できた。 

 

3. 規定の改善 

法規制関連文書(運用マニュアル、ファイル構成、年間チェック表、検査管理表)の改訂。 

 

4. その他 

⚫ 安全衛生委員会による掲示・啓発活動 

⚫ エコキャップ回収運動の継続 

⚫ 森とアースへのECO-プロジェクト賛同 

⚫ 浜松市SDGs推進プラットフォーム入会 

   

http://www.heco-spc.or.jp/mori-earth/
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kikaku/sdgs/platform.html
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1. 環境関連法規の遵守状況 

名称 内容 評価 

廃棄物処理法 

産業廃棄物の適正保管、委託処理 ○ 

運搬又は処分を委託する場合の処理基準の遵守(契約書締結) ○ 

マニフェストの交付、保管、返却及び交付状況の報告 ○ 

産業廃棄物収集運搬業又は処分業の許可、変更 ○ 

産業廃棄物処理基準の順守 ○ 

特別管理産業廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可、変更 ○ 

産業廃棄物処理施設設置の許可 ○ 

不法投棄の禁止 ○ 

浜松市産業廃棄物の適正

処理に関する条例 

事業者、産業廃棄物処理業者の責務 ○ 

県外産業廃棄物処分協議の状況の確認 ○ 

産業廃棄物処理状況の報告等 ○ 

大気汚染防止法 施設設置の届出、ばい煙の排出の制限、記録義務 ○ 

水質汚濁防止法 施設設置の届出、排出水の排出の制限、測定・記録及び保存 ○ 

騒音規制法 規制基準値の遵守、施設設置の届出 ○ 

静岡県生活環境保全等に

関する条例 
騒音基準の遵守義務、特定施設設置の届出 ○ 

消防法 貯蔵・取扱い及び運搬に関する基準・事故の措置等、設置許可 ○ 

浄化槽法 保守点検・清掃、水質検査 ○ 

ＰＲＴＲ法 化学物質の排出量、移動量の届出 ○ 

労働安全衛生法 一定の建築物・機械等の計画に関する届出 ○ 

環境保全協定 住民との協定内容を測定、報告 ○ 

フロン排出抑制法 

簡易点検の実施 ○ 

第1種フロン類充てん回収業者への委託 ○ 

第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務 ○ 

フロン類の放出の禁止 ○ 

資源有効利用促進法 パソコン等のリサイクル ○ 

自動車リサイクル法 使用済自動車の引渡義務、引き取り業者への引き渡し ○ 

※評価→○：遵守、△：検討中、×：不遵守 

2. 違反、訴訟等の有無 

関係機関からの指摘及び利害関係者からの訴訟は、過去３年間無し。 

 

3. その他 

⚫ 立入件数 

全４回（浜松市産業廃棄物対策課） 

⚫ 環境コミュニケーション 

下善自治会との企業連絡会及び近隣向けの環境

アンケートの結果、環境保全協定上の問題及び

苦情等は無かった。また、花壇作り、ゴミ拾い

や除草作業、天星通信発行等を実施した。 

  

７．環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無 
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1. 次年度の取組内容 

項目 部署 測定項目 

37-39 期 

目標 

(36 期比) 

38 期 

目標 

(37 期比) 

具体的な活動 

二酸化炭素排出量

の削減 

全課 二酸化炭素排出量 [kg-CO2] 100%以下 100%以下 以下項目参照 

営業 1 課、山梨 

(軽油車) 

輸送量あたり燃費 

[積荷 L/L] 
103%以上 101%以上 

車両毎にデータ取り、発表 

安全運転、エコドライブに努め

る 

営業 2 課 

(軽油車) 

距離あたり燃費 

[km/L] 
100%以上 100%以上 

営業 1・2 課 

山梨、販売課 

(ガソリン車) 

距離あたり燃費 

[km/L] 
100%以上 101%以上 

平ボディ Gr 

＋配送 Gr 

距離あたり燃費 

[km/L] 
100%以上 100%以上 

販売課 

(ダンパー) 

デジタコの点数 

[点] 

平均 97 点 

以上 

平均 97 点 

以上 

人、車両毎にデータ取り 

安全運転、エコドライブに努め

る 

精製課 

処理量あたりＡ重油 

使用量[L/kL] 
100%以下 100%以下 

設備、処理方法、作業方法等の

改善 処理量あたり高圧電気 

使用量[kWh/kL] 
100%以下 100%以下 

事務課、山梨 電灯、エアコン [kWh] 100%以下 100%以下 必要最小限での使用に努める 

集荷、処理システ

ムの向上 

営業 1 課 廃油＋廃棄物集荷量[kL] 105%以上 103%以上 

営業力、作業効率の向上 営業 2 課 廃油＋廃棄物集荷量[kL] 110%以上 105%以上 

山梨 廃油＋廃棄物集荷量[kL] 114.5%以上 101%以上 

精製課 

再生重油生産効率の 

向上[kL/h] 
110%以上 100%以上 

設備、処理方法、作業方法等の

改善 廃油水処理効率の 

向上[kL/h］ 
105%以上 100%以上 

水使用量の削減 

事務課、山梨 水道水使用量(事務所)[m3] 100%以下 100%以下 必要最小限での使用に努める 

精製課 

水道水使用量(工場)[m3] 100%以下 100%以下 
設備、処理方法、作業方法等の

改善 
稼働時間当り地下水使用量

[m3/h] 
100%以下 100%以下 

廃棄物の削減 全課 

一般廃棄物 [kg] 100%以下 100%以下 リサイクル向けに分別する 

産業廃棄物 [kg] 100%以下 100%以下 
ウエス、ゴム手袋等の資材の節

制 

化学物質の 

適正管理 
精製課 

処理量当りメチル 

ナフタレン使用量[kg] 
100%以下 100%以下 

二酸化炭素削減 

(Ａ重油の項目に準ずる) 

教育 全課 各課にて PDCA を回す 実施、評価 実施、評価 
業務に関わる教育(安全、法

令、環境等)を行う 

法令順守 全課 違反なし 違反なし 違反なし 

法令・環境保全協定の履行改正

の確認、必要に応じて関連委員

と連携を取る 

地域との共生 全課 地域貢献 実施、評価 実施、評価 地域に対する貢献活動を行う 

見える化･平易化 全課 各課にて PDCA を回す 実施、評価 実施、評価 

設備・手順の表示、工程の見直

し、文書の整理等、必要に応じ

て関連委員と連携を取る 

  

８．次年度の取組内容 
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2. 次年度(第38期)の推進計画 

⚫ 中間報告、環境目標見直し、職場会議：４回／年(11月、2月、5月、8月) 

⚫ 教育･訓練：年間スケジュールに従う(漏油訓練、防災訓練、KYT訓練、外部研修 他) 

⚫ 環境測定：毎月(排水)、12月･6月(地下水､大気)、10月(騒音･悪臭･振動) 

⚫ 年間活動総括(全体会議)：11月 

⚫ 産業廃棄物許可更新：12月、3月、4月、8月、10月（7自治体） 

⚫ 環境コミュニケーション：2月(企業連絡会)、10月(近隣向け環境アンケート) 他 

⚫ PRTR報告：4月 

⚫ 産廃実績報告：6月 

⚫ タンクローリー定期検査：6月 

⚫ 関連文書(環境マニュアル等)改訂：随時 

⚫ SDGs準備･推進：随時 

※SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）： 

すべての人々にとってよりよい、より持続可能な未来を築くための目標。貧困や不平

等、気候変動、環境劣化、繁栄、平和と公正など、グローバルな諸課題の解決を目指

す。SDGsの目標は相互に関連し、誰一人置き去りにしないために、2030年までに各

目標・ターゲットを達成することが重要とされている。 

エコアクション活動を含めて弊社の事業は既にSDGsの各目標と繋がっているが、これ

を強みとして有効利用していく為にも、今後慎重かつ丁寧に展開していきたい。 
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代表者による全体評価と見直し 

⚫ 第37期の取り組みについて確認を行い、第38期の環境経営目標を策定した。 

⚫ 地球温暖化ガスの発生抑制については、大きく重要度が増している為「３.環境

経営方針」内の「行動指針」へ追加して改定した。 

⚫ 新しい目標と主な活動計画は「８. 次年度の取組内容」参照。 

⚫ 本活動と連携してSDGsも展開していく。 

 

 

第37期の環境経営目標については未達成項目が多い結果となったが、ＰＤＣＡ

を回す地道な活動が行われていれば本意である。特に職場会議では今後も啓発と

継続を心掛けてほしい。 

コロナ禍の下、急激に地球規模の環境対策の議論が世界中で進み、各国各所で

意欲的な目標が提起された。企業としての行動規範も大きく変わりつつある。リ

サイクル、廃棄物処理、資源節約、温暖化ガスの削減などに密接にかかわる我が

社も意識の変換が必要である。完成を磨き、時代に後れを取らないことが求めら

れる。 

また、ＤＸ、働き方改革が大きく進みつつある。これらについても、よく消化

して取り入れ、業務を円滑かつ合理的にすることが、例えば本活動の実行しやす

さにもつながる。本活動にもうまく取り入れていきたい。 

 

以上 

 

2021年10月31日 

天星製油株式会社 

代表取締役 鈴木宏政 

9．代表者による全体評価と見直し 


