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１．組織の概要

１） 事業所名及び代表者名

　　　 資生化学通商株式会社

代表取締役　　　　　芹 澤  俊 夫

２） 事業所所在地 (２０２０年１０月　沼津市大諏訪より移転）

　　　 静岡県沼津市吉田町２８番２４号

３） 環境管理責任者及び窓口担当者の連絡先

　　　 環境管理責任者　　大川　裕美子

窓口担当者　　　　　大川　裕美子

ＴＥＬ   ０５５－９２８－５８３５

ＦＡＸ   ０５５－９２８－５８３６

E-mail   ｆｘ－ｓｉｓｅｉ＠ｗｏｒｌｄ．ｏｄｎ．ne．ｊｐ

４） 事業活動の概要 (認証・登録の活動範囲）

　　　 工業薬品・材料の販売

５） 事業の規模

資本金 ２０．5百万円

売上高 ２５３百万円（２０２１年度第３９期実績）

総従業員数 ５名

事務所面積 １8㎡

６） ＥＡ２１推進体制 ・環境方針の設定・立案

・資源(人材・資金・技術）の用意

・全体の取組状況の評価と見直し

・教育の実施

・経営の課題とチャンスの明確化

環境管理責任者 ・文書の作成

・外部からの窓口

・作業教育の実施

・システムの実施状況の確認

２．対象範囲

１）認証・登録番号 ００２６５９

全組織・全活動

３）レポートの対象期間 ２０２０年１０月～２０２１年９月(第３９期）

２）認証・登録の対象活動範囲

代　　表 　者 　芹澤　俊夫

大川裕美子
窓口担当者

営業部門 業務部門 総務部門
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３．環境経営方針

　　環境活動レポート
２０２０年度

当社は工業用の薬品及び材料の販売を事業活動として、環境への取り組みを基本とし、

事業活動のあらゆる面で地球環境保全の目標を掲げ、継続的な活動を行います。

１． 資源の節約と、二酸化炭素排出量の低減に努力します。

２． 廃棄物の分別の徹底を図り、削減に努めます。

３． 配送、営業時の燃料効率に努めます。

４． 節水への努力と自己管理を徹底します。

５． リサイクル品・リユース品の活用に努めます。

６． グリーン購入取り組みを進めます。

７． 化学物質の適正管理に努めます。

８． 環境負荷の少ない商品を積極的に提案・販売していきます。

９． 職務上の法令及び環境関連法令を遵守します。

１０． 社員一同、環境負荷物質の低減・工夫に努めます。

制定 ２００８年　　４月　２１日

改定 ２０１９年　　３月　　１日

資生化学通商株式会社

芹澤　俊夫

〔　基　本　理　念　〕

〔　行　動　指　針　〕

代表取締役
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４．環境目標とその実績

　 ２０２０年度

・グリーン購入については必要品目、数量が限られているため、活動のみとします。

・次年度は２０２０年度を基準年度に設定します。

1） 環境目標

２０１８年度 ２０２０年度 ２０２２年度

基準年度
目標基準年度比

△２％
基準年度比

△4％

二酸化炭素排出量 2020年度比

18,397 実績把握 △2％

（Kwh） 8,196 実績把握 △2％

（ℓ） 3,184 3,120 3,056

（ℓ） 2,790 2,734 2,680

（kg） 168 166 163

活動計画の実施 活動計画の実施 活動計画の実施

※ 弊社では化学品を販売していますが、使用は一切ありません。

販売に関しては、把握・管理をしています。

2）　運用期間実績

対象期間２０２０年１０月～２０２１年９月の実績は以下の通りです。

２０１８年度 ２０２０年度

基準年度 目標△2％

二酸化炭素排出量

18,397 実績把握 ◎

（Kwh） 8,196 実績把握 ◎

（ℓ） 3,184 3,120 ◎

（ℓ） 2,790 2,734 ✖

（kg） 168 166 ◎

活動計画の実施 活動計画の実施

※1 　電力の二酸化炭素換算係数　：　０.４６０kg・CO2

３）評価

●期首10月、親会社である芹沢薬品(株)の事務所内への移転、間借りが始まり、例年通りの活動
ができなくなりました。そのまま１８年度を基準としながら可能な限りの活動をします。

評価

165　廃棄物排出量

電力

　環境対応商品販売促進 活動計画の実施

項目

（ｋｇ－CO2)

実績

15,884

1,021

２０20年度

項目 ２０２１年度

基準年度比
△3％

　廃棄物排出量

　環境対応商品販売促進

　軽油使用料

2020年度比

（ｋｇ－CO2) △1％

3,553

82

・購入電力については、主家の間借りのため面積当たりの按分とします。（18㎡/232㎡≒８％）

・ガス・水道については共同使用のため活動のみとします。

床面積割合

販売促進の結果、納入先１社増加

節水活動を継続展開

二酸化炭素

廃棄物排出量

販売促進

水使用量

（原因）配達用トラックの軽油使用量が増えてしまった。古くて燃費の悪さも影響して

いるので、（是正）買い替える予定→（２０２２年３月省エネトラック購入）。

WEBでの連絡が増え、FAX、コピーが減量できた。

活動計画の実施

　電力使用量 △1％

　軽油使用料 2,707

新事務所での実績が把握されていないため2020年度の目標は実績把握とします。

　ガソリン使用量 3,080

　ガソリン使用量 2,692
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５. 環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

責任者 評価 コメント
次年度の
取組内容

エアコンの設定温度管理の徹底 ○ ・エアコンの設定温度が守られた。

不必要場所のエアコン停止 ○ ・こまめにｏｎ、ｏｆｆしている。

定期的フィルター清掃 ○ ・ﾌｨﾙﾀｰの清掃がされている。

クールビズ、ウォームビズの実施 ○ ・クールビズ、ウォームビズが浸透している。

遮光対策の実施 ○ ・カーテンの開け閉めが行われている。

休憩時間の天井照明の消灯 △ ・休憩中の作業があるため消灯はしていない。

不必要なｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞの禁止 ○

不用な荷物を降ろす ○

配送経路の効率化 ○

急発進・急加速の禁止 ○

タイヤの空気圧チェック ○

水漏れ点検の実施 ○

節水の徹底 ○

コピー用紙の両面使用 ○

分別の徹底 ○

分別による古紙､ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ､雑紙等

のリサイクル化

販売量の管理 増田 ○

イエローカードの持参 丸橋 ○

グリーン商品の把握 ○

グリーン商品の購入 ○

環境対応商品の情報収集 ○

顧客への提案 ○

環境対応
商品の

販売促進
内野

顧客の環境活動に準じ、対応商品を提案。 継続

化学物質
の管理

入荷量、出荷量をしっかり把握する。 継続

グリーン
購入

大川 新規購入品目はすべてグリーン商品とする。 継続

廃棄物の
削減

大川
増田 ・紙類の分別を徹底し、焼却ごみを極力削減し、リ

サイクルを実行している。

・廃棄物削減　基準年度比△50％
　(目標 166kg→ 実績 82kg)

継続

リサイクル
の推進

・節水に努め、主家ともに毎月の基本料金以内
使用量を守る。

継続

全員 ○ 継続

環境計画項目

二
酸
化
炭
素
の
削
減

２
０
2
0
年
度

大川

水使用量
の削減

大川

継続

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ

丸橋
内野

・守られている。

継続
・ガソリン：基準年度比　△13.71％
　(目標　3,120ℓ → 実績 2,692ℓ)

・軽油：基準年度比　+27.34％
　(目標　2,734ℓ→実績　3,553ℓ)
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６．環境関連法規への対応

１）当社に該当する主な環境関連法規リスト（遵法評価：２０２１年 ３月１６日　　評価者：環境管理責任者）

関連法規の名称 遵守事項 実施状況

消防法
指定数量の届出
危険物貯蔵所状況
火災の予防状況

消防本部の立入検査 年一回 遵守

労働安全衛生法 ＳＤＳ入手と配布 需要先への通知 随時 遵守

化審法 　　　　　　　　〃 　　　　　　〃 随時 遵守

化管法 　　　　　　　　〃 　　　　　　〃 随時 遵守

有機溶剤中毒予防規制 使用条件の周知 イエローカードを常備 入出荷時 遵守

隔離管理の実施 常時 遵守

需要先への周知 随時 遵守

保健所の立入検査 随時 遵守

揮発油税法 税務署への届出・報告 規定通りの処理 毎月 遵守

浄化槽法 保守点検、清掃
業者による点検
〔(株)太洋社〕

３ヶ月毎 ＊対象外

沼津市廃棄物処理に関する条例 事業系一般廃棄物の排出 沼津市条例の遵守と適正分別排出 随時 遵守

環境基本法 一般的な自主努力 一般的な自主努力 随時 遵守

循環型社会形成推進基本法 リサイクルの推進 分別、適正処理 随時 遵守

地球温暖化対策推進法 温室効果ガス制御 自治体施策へ協力 随時 遵守

リーチ規制 ＳＤＳの入手と配布 需要先への通知 随時 遵守

ＲｏＨＳ指令 ＳＤＳの入手と配布 需要先への通知 随時 遵守

グリーン購入法 環境物品の購入 購入物品等のグリーンl購入 随時 遵守

フロン排出抑制法 簡易点検の実施 冷却温度・機械異常音等 ３ヶ月毎 ＊対象外

廃棄物の適正処理・施策協力 廃棄物の分別 随時 遵守

産業廃棄物保管 保管場所の確認 随時 遵守

　
＊浄化槽法、フロン排出抑制法については主屋である芹澤薬品（株）が管理しているので対象外とした。

２）法規への違反、訴訟等の有無

　　関連法規制の遵守状況の評価の結果、違反はありません。

　　また、地域周辺及び関係機関等からの訴訟及び苦情等もありません。

遵守状況

毒物及び劇物取締法
使用上の届出、表示
保管場所の管理

廃棄物処理法　

５



７．緊急事態の想定及びその対応策

１）　緊急事態発生時対策

多量の場合

少量の場合

油性

④車輌事故

２）緊急事態発生の想定訓練・結果

２０２１年９月１５日実施

想定結果

対応策

定期的訓練日

訓練結果

３）盗難

　　発見者は代表者に報告。関係省庁に連絡する。

②火災
消火器の使い方指導

沼津市消防署へ通報

①製品漏れ
水溶性

ウエスに吸着させ、災害の拡大を防ぐ

ウエスの使用。又は多量の水で洗浄する

流出量に拘わらず、ウエス・オイルマットに吸着させる

沼津市消防本部予防課 ０５５－９２０－９１０１

③地震 建物、倉庫内の商品の確認

会社に連絡、社長の指示を仰ぐ

一斗缶が破損し、液体（消防法危険物第４類第３石油類）の漏洩を想定

①周辺の火気使用禁止措置をとる。
②漏れた液体をウエスに吸着させ、拡散を防止する。
③漏れた個所を確認し、シールテープで漏れ止めをする。
④一斗缶破損の原因を明確にする。

毎年12月第２水曜日頃に行うものとする。（変更有）

訓練日は２０２１年９月１５日に全員で実施。
発生を防ぐ準備として、缶積載の高さ制限をする。
上記対応策は効果的であると判断したので、次回もこの対応策で実施する。

関係省庁 電話番号

沼津警察署 ０５５－９５２－０１１０

静岡県東部保健所薬事環境課 ０５５－９２０－２１０７

静岡県東部保険所産業廃棄物課 ０５５－９２０－２１００

静岡県産業廃棄物協会 ０５５－９２４－７３７５

６



８.代表者による全体評価と見直し・指示

２０２０年度

1

2

3 環境活動計画及び取組み実施状況

4 環境関連法規制の遵守状況

5

6

7

変更なし 〇

変更あり

変更なし

変更あり 〇

変更なし 〇

変更あり

見
直
し
関
連
情
報

　　特になし

　　特になし

環境経営方針

　　特になし

　　電力・ガソリン共、より意識して使用量削減に臨む。

　　特になし

　　特になし

　　　　　　　　実施日：２０２２年　３月２４日

評価者

移転後の実績が把握できたので次年度は２０２
０年度を基準に目標を見直すこと

大川裕美子

作成者（環境管理責任者）活動期間

項目

環境方針

環境目標の達成状況

緊急事態の訓練結果

外部コミュニケーション

その他

令和２年１０月～令和３年９月

　　特になし

コ
メ
ン
ト
・
指
示

全
体
評
価

　今期初頭より、事務所は沼津市吉田町の芹沢薬品(株)本社内、倉庫も沼津市小諏訪の芹沢薬
品倉庫内へとそれぞれ移転しましたが、特に問題も混乱もなく過ごしています。コロナ禍に於いて
営業活動の拡張は困難ですが、各自顧客の意向に沿った対応ができていると思われます。ペー
パーレス化、裏紙利用は社員全体で取組むことができ、廃棄量が減っています。来年度はガソリ
ン・軽油の使用量の減少、二酸化炭素排出量の減少を目指し車の買替えを考えていますが、より
効率のよい経路、配達の組合せに取組む努力を求めます。

代表取締役社長　：　芹澤　俊夫

環境経営目標・計画

実施体制
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9.次年度環境目標

・基準年度を把握できたので次年度目標を提示します。

２０２０年度 ２０２１年度 ２０２３年度

基準年度
目標基準年度比

△１％
基準年度比

△３％

二酸化炭素排出量 2020年度比

15,884 15,725 15,407

（Kwh） 1,021 1,011 991

（ℓ） 2,692 2,665 2,611

（ℓ） 3,553 3,517 3,446

（kg） 82.00 81.18 79.54

活動計画の実施 活動計画の実施 活動計画の実施

※ 今後、芹沢薬品㈱と合併の予定があるため、次年度は芹沢薬品㈱を含めた

全体の負荷実績を把握予定。

　廃棄物排出量 80.36

　環境対応商品販売促進 活動計画の実施

　電力使用量 1,001

　ガソリン使用量 2,585

　軽油使用料 3,482

項目 ２０２２年度

基準年度比
△２％

2020年度比

（ｋｇ－CO2) 15,566


