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 会社概要 

◇ 社 名 十日町砂利株式会社 

◇ 代表者 代表取締役 馬場文之 

◇ 所在地 本   社  新潟県十日町市小泉 1481番地 

 現場事務所  新潟県十日町市小泉 1543番地 

◇ 環境管理責任者 専務取締役 馬場浩一 

 連絡先 TEL025-752-4146 FAX025-752-3570 

◇ 法人設立年月日 昭和 28年 5月 

◇ 資本金 2,200万円 

◇ 認証登録の対象範囲 十日町砂利株式会社の全組織、全活動 

◇ 事業内容 砂利採取販売業 

 

 

 

 

◇ 事業の規模 

産業廃棄物収集運搬業 許可番号 1505020380 

産業廃棄物処理業（中間処理：破砕処理） 許可番号 1525020380 

一般廃棄物処理業（保管庫管理） 許可番号 第 10 号 

一般貨物運送業 

活動規模 単位 2020年度 

売上高 百万円 622 

従業員数 人 33 

床面積 ｍ２ 563 

敷地面積 ｍ２ 42,402 

収集運搬量 産業廃棄物 ｔ 10,595 

廃棄物中間処理量 産業廃棄物 ｔ 24,363 

一般廃棄物 ｔ 保管庫管理 

中間処理後の産業廃棄物の再資源化量 ｔ 24,363 

 

 

◇ 施設  

【運搬車両】 

ダンプ 

10ｔ車  12 台 普通トラック（リフト付） 1台 

  普通トラック 1台 

4ｔ車 1 台 軽トラック 1台 

3ｔ車 1 台 普通バン 1台 

タンク車  1 台 軽バン 2台 

散水車  1 台 小型乗用車 2台 

フォークリフト  2 台 軽乗用車 1台 

 

【重機】 

タイヤショベル 

17ｔ級 2 台 

バックホウ 

1.1ｍ3 1台 

16ｔ級 1 台 0.7ｍ3 2台 

9ｔ級 1 台 ミニ 1台 

ブルドーザー 7ｔ級 1 台 ﾛｰﾀﾘｰ除雪車 300ｐｓ 1台 
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【産業廃棄物処分業（中間処理）】 

   許可年月日：令和元年 7月 25日 

   許可の有効期限：令和 6年 7月 24日 

   事業の範囲：中間処理（破砕処理） 

廃棄物の種類：がれき類（ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材、ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材に限る） 

          ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず（ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器く

ずに限る）（以上、石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃

棄物を除く） 

   施設：定置式リサイクルプラント 

   処理方式：野外定置形・破砕及び分級施設 

   処理能力：1,040ｔ／日 

 

《 処理工程図及び処分方法 》 

 

 

 

                       

 

                      

 

                       

 

 

 

                        

 

 

 

                       

 

                                            

 

 

 

              

 

 

    

                                         

 

 

 

 

アスファルト廃材 

コンクリート廃材 

 （前処理済み） 

 

鉄屑 

150～0ｍｍ 

40～0ｍｍ 13～0ｍｍ 

原料ホッパー 

グリズリフィーダー 

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬｰ 

磁 選 機 

スクリーン 

インパクトクラッシャー 

50～0mm 

 
 リサイクルクラッシングプラント 
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【産業廃棄物収集運搬業】 

許可年月日：令和元年 7月 25日 

   許可の有効期限：令和 6年 7月 24日 

事業の範囲：収集・運搬（積替え・保管を除く） 

 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、木くず、ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類（以上、 

石綿含有産業廃棄物を除く）、汚泥（含水率 85％以下のものに限る）、 

金属くず（以上、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く） 

   許可車輌：ダンプ 10ｔ車 12台、4ｔ車 1台、3ｔ車 1台、計 14台 

    

【一般廃棄物処理業】 

許可年月日：令和 2年 4月 1日 

   許可の有効期限：令和 4年 3月 31日 

業務の内容：3 種類のガラスびん（無色･茶色･その他の色）の保管庫（ストック

ヤード）管理 

   施設の概要（ガラスびん保管施設） 

保管場所 寸法(mm) 広さ（㎡） 
保管容量

（㎥） 
舗装の状態 

有蓋ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ 下記 4区画 計 104 計 260 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 

無色 7,200×3,600 26 65 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 

茶色 7,200×3,600 26 65 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 

その他 7,200×3,600 26 65 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 

予備 7,200×3,600 26 65 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 

無蓋ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ 12,000×12,000 144 360 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 

   

有蓋ストックヤード 
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  環境経営方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇ 環境理念 

 

十日町砂利株式会社は、砂利採取販売業を始めとして建設系産業廃棄物の

収集運搬・処分・再生業、一般廃棄物処理業（保管庫管理）を事業展開して

おります。ますます深刻化する地球温暖化や、今後予想される地下資源の枯

渇化に対して、事業活動における環境負荷の低減を図るために、社員ひとり

ひとりが環境に対する意識を高め、環境保全活動を推進します。 

 

 

◇ 行動指針 

 

１．適用となる環境関連法規、条例等を遵守します。 

２．自家発電の運転効率を高め、二酸化炭素排出量の削減に努めます。 

３．運搬車輌及び重機の省エネ運転を励行し、排気ガスの抑制に努めます。 

４．一般廃棄物の排出抑制に努めるとともに、事務用品のグリーン購入を推

進します。 

５．水道水の節水に努め、排水量を削減します。 

６．受託した産業廃棄物（アスファルト廃材、コンクリート廃材）の再資源

化に取り組み、リサイクル率の向上を図ります。 

７．化学物質使用量を把握し、適正管理を行います。 

 

 

 

 当社は、この環境経営方針を全社員に周知させるとともに、この方針に基

づき環境経営目標を定め、目標達成に向けて環境経営計画を展開します。ま

た環境経営計画は、定期的に見直しを行い継続的な改善に努めます。 

 

 

平成２０年 ４月 １日制定 

平成２５年 ３月３０日改訂 

平成２８年 ６月 １日改訂 

 

十日町砂利株式会社           
代表取締役  馬 場 文 之 
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実施体制 

本社部門、工場部門を含む会社の全組織を対象に、前述の認証・登録の対象範囲に

係る事業について環境活動を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境負荷の状況 

 

 当社の事業活動に伴う過去３年間の環境負荷の状況は、以下の通りです。 

 

項目 単位 2018年 2019 年 2020年 

二酸化炭素排出量 ｋg-CO2 971,605 988,650 1,187,036 

産業廃棄物等総排出量 ｔ 9.74 0.602 5.25 

受託した産業廃棄物の中間処理量 ｔ 26,347 23,551 24,363 

水使用量 ｍ3 591 559 569 

※購入電力の二酸化炭素排出係数は、平成 28年度東北電力㈱の基礎排出係数 0.545kg-CO2/kWhを使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

代表取締役 馬場文之 

環境管理責任者 

 専務取締役 馬場浩一 

環境事務局 

営業 馬場直樹 

本社部門 工場部門 

工場長 田村巌 

製造係 輸送係 燃料係 
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環境経営目標  

数値の維持継続を目標としている 2 項目（運搬車輌の燃費と産廃ﾘｻｲｸﾙ率）を除い

た 5 項目について、直近の結果を反映させるように 2017 年度実績値を基準に、2019

年以降の 3カ年の目標値を設定しました。なお化学物質使用量については、取扱量が

少ないため引き続き使用量の把握としています。 

 

年度 

項目 
基準値 2019年 2020 年 2021年 

二酸化炭素 

排出量 

自家発電 稼働率 kw/㍑ 3.50 
3.516 以上 
（100.5％） 

3.535 以上 
（101％） 

3.552 以上 
（101.5％） 

運搬車輌 燃費 kg-CO2/km 1.05 
1.05 台 

（維持継続） 
1.05 台 

（維持継続） 
1.05 台 

（維持継続） 

重機  燃費 kg-CO2/h 36.4 
36.2 以下 
（99.5％） 

36.0 以下 
（99.0％） 

35.8 以下 
（98.5％） 

廃棄物排出量 
OA 用紙使用総量 枚 32,000 

31,840 以下 
（99.5％） 

31,680 以下 
（99.0％） 

31,520 以下 
（98.5％） 

産廃ﾘｻｲｸﾙ率の維持 ％ 100 100 100 100 

水使用量 水道水使用総量 m3 557 
554 以下 
（99.5％） 

551 以下 
（99.0％） 

549 以下 
（98.5％） 

化学物質使用量 種類毎の数量 kg ― 適正管理 適正管理 適正管理 

ｸﾞﾘｰﾝ購入 事務用品  品目 6 
1 品目追加 
（全 7 品目） 

2 品目追加 
（全 8 品目） 

3 品目追加 
（全 9 品目） 

 

 環境経営計画に基づき実施した取組内容 

１．二酸化炭素排出量の削減 

１）自家発電（Ａ重油使用）の稼働率の向上によるＣＯ２排出量削減 

プラント修理時、休憩時のこまめな発電機停止、プラントの同時稼働の推進、

設備の空運転防止 

 ２）運搬車輌（軽油使用）の原単位換算したＣＯ２排出量削減 

エコドライブ運動展開：アイドリングストップ、急発進・急ブレーキの抑制、 

冷暖房の抑制、タイヤの適正空気圧 

 ３）重機燃料（軽油使用）の原単位換算したＣＯ２排出量削減 

    省エネ運転励行：ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ、冷暖房の抑制、過負荷（空ぶかし）の防止 

２．廃棄物排出量の削減 

 １）ＯＡ用紙使用量の削減 

裏紙の使用、ミスコピーの防止、帳票類の見直し 

 ２）産業廃棄物（ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材）の再資源化とリサイクル率の維持 

    マニフェスト管理の徹底、受入時の目視による異物混入の防止 

３．水使用量の削減 

節水運動：水道水の控え目使用、使用後の栓の確認、 

４．化学物質の適正管理 

   該当商品のＳＤＳの入手、該当商品の購入量の把握、保管場所の整理・整頓 

５．グリーン購入の推進 

   導入したエコマーク認定商品の購入、エコマーク認定商品の選定 
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 環境経営目標の実績 

取組項目 単位 基準年度 
2020年度 達成 

状況 目標値 実績 

１．二酸化炭素排出量の削減 

 １）自家発電の稼働率向上 kw/㍑ 3.50 3.535以上 3.408 × 

 ２）運搬車輌の燃費向上 kg-CO2/km 1.05 1.05 台以下の維持 1.004 ○ 

 ３）重機の燃費向上 kg-CO2/h 36.4 36.0以下 30.2 ○ 

２．廃棄物排出量の削減 

 １）OA用紙使用量の削減 枚 32,000 31,680以下 29,500 ○ 

２）産廃ﾘｻｲｸﾙ率の維持 ％ 100 100 100 ○ 

３．水使用量の削減 ｍ3 557 551以下 569 × 

４．化学物質使用量の把握 Kg 適正管理 適正管理 適正管理 ○ 

５．ｴｺﾏｰｸ認定商品の選定 品目 6 9 9 ○ 

 

環境経営目標及び環境経営計画の実績・取組結果とその評価 

１． 環境経営目標の実績と評価 

 

１）二酸化炭素排出量の削減 

自家発電燃料の削減については、設備稼働率の年間平均が 3.408kW/㍑となり、目

標には 0.127kW/㍑届きませんでした。基準年度を変更してから 2 年連続で目標未達

となったので、次年度には目標値、取組内容等の見直しを図りたいと考えます。 

運搬車輌燃料の削減については、燃費の年間平均で 1.004kg-CO2/km となり目標を

達成しました。4月のスタートから 8カ月連続で目標をクリアし、安定した数字とな

っています。引き続きエコドライブ運動を推進して参ります。 

重機燃料の削減については、目標である 36.0kg-CO2/h 以下に対して、年間平均で

30.2kg-CO2/hとなり、単月でもすべての月で目標を達成することができました。排ガ

ス基準対応の重機が増えたこと、日々のアイドリングストップ等の積み重ねによるも

のと考えます。 

 

２）廃棄物排出量の削減 

ＯＡ用紙使用量については、目標の 31,680 枚に対して年間使用量が 29,500枚とな

り、目標を達成しました。年度末まで目標値ギリギリで推移していましたが、最後の

3月で改善されたことから、削減余地はまだあるのではと考えます。 

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材のﾘｻｲｸﾙ率の維持については、廃棄物処理法に則りﾏﾆﾌｪｽﾄ管理

を徹底しているので、100％ﾘｻｲｸﾙを達成しています。 

 

３）水使用量の削減 

  水道水使用量の年間目標値 551㎥に対し、実績は 569㎥となり目標達成はなりませ
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んでした。数字的には昨年度実績（559 ㎥）より悪化しました。2 年続きの新型コロ

ナウイルスの感染拡大により、会社としても予防対策で手洗い、うがいの徹底を社員

にお願いしていることも原因と思われます。感染の収束までは目標に対する合否判定

はせず、数値の把握に努めてはどうかと考えます。 

 

４）化学物質使用量の把握 

  主にシンナー、建設機械用塗料に含まれるＰＲＴＲ制度対象物質について、年間購

入量から種類毎の数量を把握しました。主な物質は、1kg 以上のものでキシレン

20.28kg、トルエン 27.83kg、エチルベンゼン 1.0kg となりました。保管場所につい

ては、修理工場内の火気厳禁の棚に適正に格納しております。 

  なお、ＰＲＴＲ対象事業所の要件（取扱量が少ないため）に該当しません。 

 

５）エコマーク認定商品の選定 

  会社の使用製品のグリーン購入を推進すべく、既に実施している 8品目に加え、事

務所で使用する蛍光ペンについて、今後エコマーク認定商品に徹底することにしまし

た。来期からは、これまでの対象商品（9品目）を継続して購入しながら、ガイドラ

インの改訂を踏まえて、この項目を取組から削除します。 

 

２． 環境経営計画の実績・取組結果とその評価 

 

3カ月毎に、全社員を対象に実施している目標達成アンケートの集計結果は、以下

の通りです。アンケートの「できた」人の割合では、「自家発電」「一般廃棄物」「水

使用量」について、低い数値の項目があり、それが環境目標の未達にも繋がっている

と考えます。低い数値の項目については特に、「ふつう」の自己評価を、「できた」に

変えられるよう社員の意識を高めて参ります。 

 

１）二酸化炭素排出量の削減 

 □自家発電燃料の削減について（対象：プラント部門 4名） 

項 目 アンケートの「できた」人の集計（％） 

発電機をこまめに消しましたか？ 

 修理・作業時 50.0 

昼休み時、休憩時 75.0 

砂利・ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄの同時稼働 31.25 

空運転の防止 93.75 

 

□運搬車輌燃料の削減について（対象：全社員） 

項 目 アンケートの「できた」人の集計（％） 

燃費向上につながる操作行動を実施しましたか？ 

 ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ(昼休み、休憩時) 76.03 

急発進、急ブレーキの抑制 89.6 

冷暖房の抑制 75.0 

タイヤの空気圧は適正か？ 88.53 
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□重機燃料の削減について（対象：重機担当、除雪オペレーター） 

項 目 アンケートの「できた」人の集計（％） 

省エネ運転につながる操作行動を実施しましたか？ 

 ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ(昼休み、休憩時) 65.0 

冷暖房の抑制 67.5 

過負荷(空ぶかし)をしなかったか？ 87.5 

 

２）廃棄物排出量の削減 

 □一般廃棄物の削減について（対象：事務部門ほか 6名） 

項 目 アンケートの「できた」人の集計（％） 

裏紙の使用 62.5 

ミスコピーの防止 79.15 

帳票類の見直し 37.5 

 

□産廃リサイクル率の維持について（対象：産廃受入担当者 2名） 

項 目 アンケートの「できた」人の集計（％） 

マニフェストの管理は徹底していますか？ 

 記載事項の確認、処分後の送付等 100.0 

 産廃受入時の目視による異物確認 100.0 

 

３）水使用量の削減（対象：全社員） 

項 目 アンケートの「できた」人の集計（％） 

水道水の控え目使用 50.78 

使用後の栓の確認 91.45 

 

４）化学物質使用量の把握（対象：修理工場 1名） 

項 目 アンケートの「できた」人の集計（％） 

該当製品のＳＤＳの入手 100.0 

上記製品の購入量の把握 100.0 

保管場所の整理、整頓 100.0 

 

５）エコマーク認定商品の選定（対象：事務部門ほか 4名） 

項 目 アンケートの「できた」人の集計（％） 

エコマーク認定商品の購入 100.0 

エコマーク認定商品の調査 50.0 
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次年度の環境経営目標及び環境経営計画 

2021年度は、各項目について下記の目標達成に向けて取り組みます。 

 

項目 

2021 年 

（目標値） 
目標達成手段 

二酸化炭素 

排出量 

自家発電  

設備稼働率 kw/㍑ 
3.516 以上 

ﾌﾟﾗﾝﾄ修理時、休憩時のこまめな発電機停止 

ﾌﾟﾗﾝﾄの同時稼働の推進、設備の空運転防止 

運搬車輌  

燃費 kg-CO2/km 

1.05 台以下 

の維持 

ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ運動展開（ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ,急発

進・急ﾌﾞﾚｰｷの抑制,冷暖房の抑制,ﾀｲﾔの適

正空気圧） 

重機  

燃費 kg-CO2/h 
35.8 以下 

省エネ運転励行（ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ,冷暖房の

抑制,過負荷（空ぶかし）の防止） 

廃棄物排出量 
OA 用紙使用総量 枚 31,520 以下 裏紙の使用、ﾐｽｺﾋﾟｰの防止、帳票類の見直し 

ﾘｻｲｸﾙ率の維持 ％ 100 ﾏﾆﾌｪｽﾄ管理の徹底、受入時の目視による異物確認 

水使用量 水道水使用総量 m3 数値の把握 節水運動（水道水の控え目使用,栓の確認） 

化学物質使用量 種類毎の数量 kg － 使用量を把握、SDS の入手、保管状況の確認 

 

 環境関連法規など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 

 当社の業務において、自らが遵守状況をチェックした結果、環境関連法規への違反は

ありません。なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去３年間ありません。訴訟等も

ありません。 

環境関連法規一覧： 

・廃棄物処理法 ・大気汚染防止法 ・水質汚濁防止法 ・消防法 ・浄化槽法 

・自動車ﾘｻｲｸﾙ法 ・建設ﾘｻｲｸﾙ法 ・PCB 適正処理法 ・家電ﾘｻｲｸﾙ法 ・砂利採取法  

・高圧ｶﾞｽ保安法 ・ﾌﾛﾝ排出抑制法 ・水銀汚染防止法 ・騒音規制法 ・振動規制法  

・新潟県産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例 ・十日町市住みよい環境づくり条例 

・道路交通法 ・道路運送車両法  

 

 代表者による全体の評価と見直し・指示 

◇環境経営方針  一部変更の必要性あり 

  ガイドライン改訂に合わせて、経営における課題とチャンスを明確にし文章化する

とともに、グリーン購入に関する行動指針を削除することとする。 

◇環境経営目標及び環境経営計画  一部変更の必要性あり 

  グリーン購入の推進に関する取組について、文具等の購入にとどまっていることか

ら削除する。目標未達となった 2項目については、目標設定、取組内容等精査し見

直しを行うように。 

◇実施体制  変更の必要性なし 

  引き続き組織として、全社員に環境経営の精神を浸透させていく。 


