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制定日：2007年5月1日

改訂日：2011年5月9日

改訂日：2018年10月5日

基本理念

私たちは、かけがえのない地球を守ることが、人類共通の最重要課題の

ひとつと認識し、地球環境に配慮した事業活動に努めます。

行動指針

株式会社志太紙業は、本業の製紙原料である古紙回収と一般廃棄物の

収集運搬及び処理、産業廃棄物の収集運搬及び中間処分に伴う

二酸化炭素の排出抑制に努め、微力ながら維持可能な循環型社会の

形成に向けて努力いたします。

1、事業活動により環境に与える影響を低減し、環境改善を図るため、

 　以下の項目に取り組みます。

　　　 ①　電力、軽油の使用量低減を主体的に取り組み、二酸化炭素の

　　　　　 削減に努めます。

　　　 ②　廃棄物の抑制に努めます。

　　　 ③　水資源の使用量削減のため節水に努めます。

　　　 ④　グリーン商品の購入に努めます。

　　　 ⑤　地域環境活動への参加と推進に努めます。

2、事業活動における環境に関する法律・規制その他公的基準を遵守します。

3、環境方針は、全社員に周知させるとともに、社外に公表します。

株式会社志太紙業

代表取締役　鈴木　徹

環境方針環境方針2



1、名称、所在地　他

環境方針

• 株式会社志太紙業

会社名

• 代表取締役社長 鈴木 徹

代表者

• 〒426-0041

• 静岡県藤枝市高柳2335-1

所在地

• 054-635-6651 / 054-635-6652

TEL / FAX

• 昭和55年10月29日

法人設立年月日

• 3709㎡

敷地面積

• sidasigyou@yr.tnc.ne.jp

E-mail

• 1800万円

資本金

• 23名

従業員数

• 小柳津悟

環境管理責任者

• 古紙回収業

• 一般廃棄物の収集運搬業、中間処理業

• 産業廃棄物の収集運搬業、中間処理業

• 金属くず事業

• 質量に係る計量証明の事業

• 資源回収エコステーション事業(古紙、ペットボトル、缶類の回収、管理)

事業内容

• 連絡先までお問合せください ※見積もりは無料で承ります

処理料金

組織の概要3



2、組織図及び実施体制

3、運搬車両

パッカー車…6台 平ボディ車…5台

4トンウイング車…1台 アームロール車…2台

環境方針

環境統括

者
鈴木 徹

事務所
杉本あつ子

工場
小柳津悟

回収
鈴木 純

エコステ
鈴木 純

環境管理責任者

小柳津悟

環境事務局

大畑理佳

環境統括者

• 環境方針を制定、システムの見直し

• 環境管理責任者の選任

• 環境への取り組みを適切に実行するための資源(人、もの、金)の用意

• 経営における課題とチャンスの明確化

• 効率的な実施体制の確立と全従業員への周知

• EA21全体の取り組み状況を評価し、見直しを実施し、必要な指示を実施
環境管理責任者

• 環境管理システムの構築・運用・維持

• 環境経営システム全体の構築・運用状況等の代表者への報告

環境事務局

• 環境管理システムの実績集計、教育実施

事務所

• 事務所の節電、グリーン購入、紙の使用抑制

工場

• 工場稼働時の二酸化炭素の排出抑制

回収

• 回収ルート見直し、アイドリングストップ啓蒙

エコステ

• エコステーションの管理、推進

組織の概要4



4、許可一覧

一般廃棄物設置許可証

5、古紙生産量及び売上高

ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず

動物又は植物性残さ

紙くず一般廃棄物処処理 廃プラスチック類

産業廃棄物処分(中間処分) 廃プラスチック類 紙くず

一般廃棄物収集運搬許可品目 一般廃棄物(ごみ) 紙くず 廃プラ 可燃物(生ごみ除く)

紙くず 繊維くず

売上高(万円)

2021年

2019年

2020年

28000

27950

33341

9474

古紙生産量(トン)

9415

8726

エコアクション21 平成21年1月30日 令和6年1月29日 環境省 0002141

取り扱う廃棄物の種類

産業廃棄物収集運搬許可品目 廃プラスチック類 金属くず 木くず がれき類

第202-2号

金属くず商 平成27年12月25日 - 静岡県 第491169000166号

静岡県

- 静岡県

令和6年3月31日 藤枝市一般廃棄物収集運搬業 令和4年4月1日

環境方針

許可証 許可の年月日 許可有効年月日 許可者 許可番号

一般廃棄物処理業 令和3年4月1日 令和5年3月31日 藤枝市

令和9年9月13日 第02221082136号

計量証明事業 平成5年11月1日 -

平成28年3月30日 環廃第74号

産業廃棄物収集運搬業 令和4年9月5日 令和9年9月4日 静岡県 第02201082136号

藤生環第1-1号

藤環指4号

産業廃棄物処分業 令和4年6月14日 静岡県

組織の概要5



6、受託した廃棄物の処理量(2021年度)

環境方針

圧縮梱包機(ベーラー)で処理

パッカー車などを使用

組織の概要6

収集運搬

255ｔ

金属くず

50ｔ

一般廃棄物

2ｔ

木くず

2ｔ

廃プラスチック

類

175ｔ

紙くず

13ｔ

動植物性残さ

13ｔ

中間処理

3149ｔ

廃プラスチック

類

167ｔ

容器包装プラ

(一般廃棄物)

2969ｔ

紙くず

13ｔ



7、施設処理能力

圧縮梱包機(古紙、紙くず、産廃プラ)

圧縮梱包機(容器包装プラ)

破袋機(容器包装プラの袋を破く設備)

　※圧縮梱包機…大量の紙類やプラスチック類をプレス圧縮し、結束梱包する設備

環境方針

LBP-1811-150A

処理量

166トン/日

稼働時間

８ｈ/日

LBP-1511-50C

処理量

65.6トン/日

稼働時間

8h/日

HTR-20型

処理量

24トン/日

稼働時間

8h/日

組織の概要7



8、処理工程(リサイクル)

圧縮梱包 工場で分別作業

荷受け(藤枝市、焼津市から)新たなプラ製品に

プラ再生工場へ出荷 重機で破袋機へ投入

環境方針

製紙会社へ出荷

圧縮梱包

積み込み

工場で荷下ろし

新たな紙製品に 使い終わった古紙

容器包装プラ

(委託業務)

古紙、紙くず

組織の概要8



1、工場見学の受け入れ

　今期はコロナ禍により予定していた

　工場見学の大半は中止に。今期は3件の実施。

　藤枝市親子見学会は出張にて実施。

2、安全優良事業所表彰

　2022年6月、安全衛生活動に尽力したことが

　評価され、静岡県産業廃棄物協会より

　表彰を受ける。

3、地域環境活動

　リサイクル推進活動の一環として、

　藤枝市、焼津市に集積所の飛散防止ネットを寄付。

　地域の環境美化に貢献。

4、アルコールチェック義務化

　2022年10月のアルコールチェック義務化の対応に

　社内コンプライアンスの観点から2022年4月から実施。

　早期実行、継続ができている。

環境方針今期の取り組み9



※エコステとは・・・

巡回車で定期的に整理整頓、清掃を行う

回収コンテナはすべて自動消火設備を備えている

全店舗、防犯カメラを設置している

現在27店舗を運営している

環境方針

一般家庭向けの資源回収ステーション(無料)

地域の皆さんの要望で紙以外の物も受け入れる

エコステ事業10

対象範囲(認証・登録範囲)

藤枝市

大洲店

堀之内店

大新島店

大東店

音羽町店

岡出山店

田中店

高洲店

岡部店

前島店

田中2丁

目店

下青島店

末広店

焼津市

大覚寺店

宗高店

田尻店

小川店

駅北店

大住店

中里店

小土店

大富店

浜当目店

下江留店

島田市

阪本店

横井店

吉田町

片岡店

エコステの

取扱品目と

注意事項



単位 評価 2022年度 2023年度 2024年度

基準値 目標値

kwh 2016年実績 134494 127769 2016年実績 2016年実績 2016年実績

kg-co₂ より5％削減 65230 61969 より6％削減 より7％削減 より8％削減

ℓ 2015年実績 39470 37102 2015年実績 2015年実績 2015年実績

kg-co₂ より6％削減 103583 97368 より7％削減 より8％削減 より9％削減

ℓ 2015年実績 1518 1427 2015年実績 2015年実績 2015年実績

kg-co₂ より6％削減 3524 3313 より7％削減 より8％削減 より9％削減

2015年実績 2015年実績 2015年実績 2015年実績

より8％削減 より9％削減 より10％削減 より11％削減

㎏

※co₂排出係数は日本テクノの2021年度実排出係数0.501により算出

※小数点以下は四捨五入

※廃棄物が少量のため、『廃棄物の削減』の目標設定はしない

目標値を定めない目標値を定めない

58760

151600

グリーン購入

廃棄物の削減

事務用品購入時に優先購入を行う

120

〇

水道使用量の削減

ガソリンの削減

軽油の削減

電力量の削減
47751

×

〇
346

〇

802

449488㎥

95311

365

環境方針

co₂排出量の削減

中長期の目標2021年度

×200153kg-co₂ 172337

目標値 実績

環境目標及びその実績11



1、電力量の削減

対象：工場、事務所 担当：小柳津

2021年度目標値 2021年度実績値

127769kwh 95311kwh

(65230kg-co₂) (47751kg-co₂)

達成

・圧縮梱包機の効率稼働 〇

　　荷物の搬入が無い時のコンベアー停止 〇

　　終業時のブレーカーOFF 〇

　　圧縮梱包機の日常点検、月次点検 〇

　　デマンド設定による圧縮梱包機の使用抑制 ×

・デマンド基準値をオーバーしない ×

・事務所、休憩室のエアコン適正使用(冷房27℃、暖房20℃) 〇

・事務所、休憩室のエアコン消し忘れない 〇

・不必要な照明は点灯しない 〇

・目標を2016年度実績より5％削減に設定。

・目標値よりも大幅に電力使用量を削減できた理由は前期と同様に

　太陽光発電システム(自家発電)の効果が大きい。また2022年4月より古紙ベーラーの

　ポンプを1基停止して2基で稼働。電力使用量を月2000kwh削減できている。

　電気料金も高くなっているので、今後も2基稼働を継続していく。

・デマンドも前年同様65㎾に設定していたが、1月に1kW超過してしまった。

　原因は前回同様雨天時の過負荷によるもの。来期こそはオーバーさせない。

継続

環境方針

2019年度環境活動計画 取組結果 次年度取組み

実施できた

実施できた

実施できた

実施できた 継続

継続

継続

実施できた 継続

実施できた

実施できた

実施できた

オーバーした

新デマンドモニター

継続

継続

継続

継続

環境活動計画の評12

評価と是正

環境活動計画の評価12



2、軽油使用量の削減

対象：回収車14台 担当：鈴木

　　　軽油重機6台 　　　小柳津

2021年度目標値 2021年度実績値

37102ℓ 58760ℓ

(97368kg-co₂) (151600kg-co₂)

達成

・回収業務 〇

　　日常点検の実施 〇

　　アイドリングストップの実施 △

　　車両ごとの軽油使用量、燃費チェック 〇

　　急発進、急加速、空ぶかしの禁止 〇

　　ルート回収の効率化 ○

・構内業務 〇

　　日常点検の実施 〇

　　アイドリングストップの実施 ×

　　車両ごとの軽油使用量チェック 〇

　　急発進、急加速、空ぶかしの禁止 〇

　　構内動線の効率化、整理整頓の徹底 △

・大幅に目標達成できなかった。

・3トン車の増車と前期OPENしたエコステの回収量の増加、既存エコステの

　回収量も増加し、回収頻度が大幅に上がっていることが主な原因である。

　回収ルートを常時チェックして効率化を進めていく。

・アイドリングストップは荷下ろし時にエンジン停止ができている。ドライバー間でも

　周知ができている。今後も継続していく。

　重機は逆にアイドリングストップが以前よりも出来ていない。全従業員が重機を使用するので

　もっと啓発活動が必要である。

実施できた 継続

実施できた 継続

実施できた 継続

実施できた 継続

呼びかけ実施 継続

実施できた 継続

実施できた 継続

実施できた 継続

環境方針

2019年度環境活動計画 取組結果 次年度取組み

実施できた 継続

実施できた 継続

呼びかけ実施 継続

実施できた 継続

環境活動計画の評13

評価と是正

環境活動計画の評価13



3、ガソリン使用量の削減

対象：ガソリン車3台 担当：鈴木

2021年度目標値 2021年度実績値

1427ℓ 346ℓ

(3313kg-co₂) (802kg-co₂)

達成

・計画的巡回訪問 〇

・エアコン使用適正化 〇

・急発進、急加速、空ぶかしの禁止 〇

・PHV車のバッテリー充電の運用 〇

・ガソリン使用量、燃費チェック 〇

・昨対比73％、目標を達成できた。

・PHV車の充電を使用者に啓発、徹底ができていた。

4、水道使用量の削減

対象：工場、事務所 担当：小柳津

2021年度目標値 2021年度実績値

449㎥ 365㎥

達成

・クーリングタワーの稼働状況確認(清掃含む) 〇

・水道蛇口の確認(トイレのレバー) 〇

・洗車時の節水を促す 〇

・目標達成できた。クーリングタワーの点検、清掃も定期的に実施し

　故障もなかった。来期も継続していく。

環境方針

2019年度環境活動計画 取組結果 次年度取組み

実施できた 継続

呼びかけ実施 継続

実施できた 継続

実施できた 継続

実施できた 継続

実施できた 継続

実施できた 継続

2019年度環境活動計画 取組結果 次年度取組み

実施できた 継続

環境活動計画の評14

評価と是正

環境活動計画の評価14

評価と是正



1-1、環境関連法規等の遵守状況

法令・条例・規則 内容または規制基準値 実施事項 遵守

廃棄物の処理及び 産業廃棄物運搬業者並びに処分業者との委託契約契約(書)の締結 〇

清掃に関する法律 マニュフェストの管理 A・B2票10日以内 〇

(排出事業) マニュフェストの期間内返却 D票90日以内 E票180日以内 〇

マニュフェストの保管 5年間 〇

投棄禁止 不法投棄をおこなわない 〇

廃棄物の悪臭・飛散防止 車両荷台にシートで覆う等 〇

産業廃棄物管理票交付等状況報告 6月30日までに知事に報告 〇

産業廃棄物保管場所への掲示板の設置 掲示板設置 〇

産業廃棄物管理票の期間内未返却時の 返却機関終了後30日以内に

県知事への報告 知事に報告

廃棄物の処理及び 産業廃棄物排出事業者との委託契約 契約(書)の締結 〇

清掃に関する法律 マニュフェストの管理 D票、E票の返却 〇

(収集運搬業) マニュフェストの返却 90日以内または180日以内 〇

マニュフェストの保管 5年間保存 〇

マニュフェストの年間集計と報告 6月30日までに知事に報告 〇

投棄禁止 不法投棄禁止 〇

廃棄物の悪臭・飛散防止 車両荷台にシートで覆う等 〇

処分先の確認 処分状況等 〇

廃棄物の処理及び 産業廃棄物排出事業者との委託契約 契約(書)の締結 〇

清掃に関する法律 マニュフェストの管理 D票、E票の返却 〇

(処分事業) マニュフェストの返却 90日以内または180日以内 〇

マニュフェストの保管 5年間保存 〇

マニュフェストの年間集計と報告 6月30日までに知事報告 〇

環境方針

〇

環境関連法規15



1-2、環境関連法規等の遵守状況

法令・条例・規則 内容または規制基準値 実施事項 遵守

静岡県産業廃棄物の適 産業廃棄物管理責任者の選任 〇

正な処理に関する条例 産業廃棄物処理委託先の現地確認と記録の保管 委託前及び1回/年 〇

藤枝市廃棄物の処理及 一般廃棄物処分業、収集運搬業の届出と更新 2年ごとの更新 〇

び清掃に関する条例 一般廃棄物収集運搬報告書 毎月ごとの提出 〇

消防法 火災の予防、訓練の実施 火気厳禁 〇

グリーン購入法 リサイクル品の購入 事務用品、備品 〇

計量法 計量器の法的定期検査 2年ごとの検査 〇

計量証明事業者報告 1年ごとの提出 〇

フロン排出抑制法 第一種特定製品 3ヶ月に1回の簡易点検 〇

浄化槽法 第11条定期検査 1年ごとの定期検査 〇

定期清掃の実施 1回/年 〇

定期保守点検 3～4回/年 〇

環境基本法 自然循環、社会の物質循環 廃棄物の抑制 〇

循環型社会形成推進基本法 廃棄物の内、有用な物の循環的な利用を促進 3Rへの努力 〇

資源有効活用促進法

(PC回収省令)

家電リサイクル法 適正処理 リサイクル料金の支払い 〇

自動車リサイクル法 適正処理 リサイクル料金の支払い 〇

2、違反、訴訟等の有無

過去3年間の違反について関係機関から特に指摘はなく、また訴訟等も同様にありません。

加えて、環境に関する苦情等もありません。

※環境関連法規等の順守状況、違反、訴訟等の有無は2022年8月1日に確認しました。

環境方針

適正処理 リサイクル料金の支払い 〇

環境関連法規16



　今期はエコステーションも25店舗と拡大し、3年目となった新型コロナの影響もなく

古紙(段ボール・新聞・雑紙)・缶類・ペットボトル等の回収量の増加があった。

出店エリアも藤枝・焼津市エリアから吉田町片岡へと拡大した。

新型コロナの影響で既存取引先の古紙回収量の減少に関わらず前年度対比120％となった。

又、前年度からの古紙不足や国内における国内におけるペットボトルのボトルtoボトルへのリサイクル

工場の稼働、ウクライナ戦争によるアルミ・スチール等の不足による相場の高騰によって販売価格が

大幅に上がりました。

　エコステーションの増加に伴い、人員と車両の増加、また工場のメンテナンスを重視した政策をとった。

静岡県産廃協会より安全優良事業所表彰、藤枝市より環境衛生事業における感謝状をいただきました。

エコステーションの展開が志太地域の皆様に認知され、年々回収量も増加し、同時に当社の社員の増員と

営業利益にも大きく寄与してきました。資源を大切に環境を守る一助になるように、エコステーションの

展開をしていきます。

2021.12.20

株式会社志太紙業

代表取締役社長　鈴木　徹

環境方針代表者による評価と見直し17



各エコステのデザインは藤枝市在住の新聞切り絵作家、マスダカルシさんに

制作していただきました。

エコステをご利用されているお客様に大好評です。

パッカー車のボディーにもプリントしてあります。

エコステ パッカー車

AWARDS

2015❘日本新薬こども文学賞 絵画部門 優秀賞

2007｜武井武雄記念 日本童画大賞 大賞

静岡新聞  「YOMOっと静岡」 新聞アートコーナー担当

静岡を拠点に年数回の展示と親子で楽しめるワークショップを行っています。

持ち寄ろう。という思いを込めて制作しました。

マスダカルシ

環境方針

子供から大人まで

『みんなが環境を守ろう』 という意味で

たくさんの生き物を使って、人間は地球に存在する生き物たちと

仲間であり、みんなで仲良くする為にリサイクルできるものを

エコステデザイン制作18


