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（１）事業所名及び代表者名

株式会社　溝口商事

代表取締役社長　    溝口　健一

（２）所在地

本社：山梨県中央市高部1,662

（３）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者　代表取締役社長　    溝口　健一　

（連絡先）

E-mail：mizoguchi-syouji@flute.ocn.ne.jp

（４）事業内容（認証・登録の範囲）

（５）事業の規模

　 500万円

従業員　　　　　

延べ床面積　　　

（６）

発行日　2022年11月25日

事業年度　9月～8月  （環境経営レポートの対象期間2021年9月～2022年8月）

     19.9㎡

１．組織の概要

（法人設立年月日：昭和53年6月）

ＴＥＬ：055-269-2753

ＦＡＸ：055-269-2927

一般廃棄物及び産業廃棄物の収集・運搬

     10名

資本金

売上高区分Ａ：5億円未満
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認証・登録の適用範囲

住所：山梨県中央市高部1662

・環境経営方針制定 活動：一般産業廃棄物及び産業廃棄物

・経営資源の用意

・実行責任者等の任命

　と責任・権限の明確化

作成者： 代表取締役社長　　溝口　健一
作成日： 2020年9月1日

環境経営システム組織図

代表者

代表取締役社長         の収集・運搬

溝口　健一

（環境管理責任者の任命等）

・その他全体の統括

事業系一般廃棄物・産業廃棄物

萩原　武彦

・車両管理（燃料管理を含む）

環境管理責任者 ・環境関連顧客要求事項の把握・調整

溝口　健一
・顧客への環境関連情報の伝達・調整

・各種契約書の作成・提出

・環境経営システムの構築等 ・収集運搬計画策定

・環境関連法規のとりまとめ ・収集運搬量把握

・環境経営目標・同計画作成 ・車両管理（燃料管理を含む）

・収集運搬量把握

・取組結果のまとめ

・環境経営レポート作成

・その他代表者指示事項 環境事務局

溝口　さなえ

・マニフェスト・契約書・帳簿管理

　原案の作成 ・車両管理（燃料管理を含む）

・環境関連の外部コミュニケーシ

　ョンの窓口

1－2.実施体制の構築

家庭系廃棄物

村松　武文 
・環境管理責任者の補佐

・収集運搬計画策定

・環境経営目標、環境活動計画書
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（参考）

産業廃棄物

公共一般廃棄物処理場
（峡北、中巨摩、中央市、南アルプス市）

甲府・峡東クリーンセンター
（甲府、笛吹市、山梨市、甲州市）

産業廃棄物処理業者

当社の全組織と全事業活動を対象とする。

事業活動の流れ

（一般廃棄物及び産業廃棄物の収集・運搬）

（事業所）

　    　・パッカー車

　　  ・トラック

水　　道

２．対象範囲・事業活動の流れ

事　　務

一般及び産業廃棄物の
　　　　　  収集運搬

　　・営業車

（インプット） （アウトプット）

電　　気

一般廃棄物

二酸化炭素

ガソリン

軽　　油

紙（コピー用紙等） 紙くず

汚　　水

二酸化炭素
（自動車排ガス）
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３．環 境 経 営 方 針

株式会社  溝口商事
環 境 経 営 方 針

美しい街を守って行きたい
私達はそう考えています。

＜環境理念＞

　　私たちは、廃棄物の処理事業を通して美しい街づくりに積極的に貢献

　していきます。

　　また、当社は地球温暖化等地球規模での環境対応、資源の有効利用の

　観点から事業活動に使用する資源・エネルギーの使用合理化をお客様、

　地域の皆様と協力して推進していきます。

＜環境保全への行動指針＞

１．次の事項について環境目標・活動計画を定め、継続的な改善に努めます。

　①二酸化炭素排出量の削減（低炭素社会への対応）

　　・電力（事務所）

　　・自動車燃料（ごみ収集車等）

　②廃棄物の再資源化の推進（循環型社会への対応）

　③社会貢献

　　・地域の美化活動等環境活動への積極的な参加

　　・当社が加入する業界団体等を通じて地域の環境保全

２．環境関連法規制や当社が環境対応について顧客や地域の皆様に

　　約束したことを順守することを誓約します。

３．環境への取り組みを環境経営レポートとしてとりまとめ公表します。

2016年9月1日

　　2020年9月1日改定

　　　　　　            　　代表取締役社長  溝口　健一
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制定年月日　　　2020年9月15日

制定者　　代表取締役社長　溝口　健一

基準年度

2019年 2022年

kg-CO2 218,754 212,191

kwh 4,866 4,720

kg-CO2 2,248 2,181

L 1,152 1,117

kg-CO2 2,675 2,595

L 81,480 79,036

kg-CO2 213,831 207,416

2,622

軽油使用量削減
80,665 79,850

211,693 209,554

内
　
訳

電気使用量削減
4,817 4,769

2,226 2,203

ガソリン使用量
削減

1,140 1,129

2,648

４．環境経営目標

取組項目 単位
目　標　値

2020年 2021年

二酸化炭素排出量削減 216,566 214,379

㎥ 48.0 48.0水使用量 48.0 48.0

kg 282 282

％ 100 100

顧客満足 件数 0 0

環境美
化等 ％ 100 100

　※収集運搬する廃棄物に対する外部（自治体、取引先、処理事業者)からの要請に対応する。

282

100100

排出される廃棄物削減

収集運搬する廃棄物
（一般・産廃）要請対応

加入団体等の要請 100 100

　※基準年度より毎年1.0％の削減とする。

　※水使用量の環境目標は現状維持とし、数値管理とします。

クレーム 0 0

　※電力の二酸化炭素調整後排出係数は、0.462kg-CO2/kwhとしました。

282

　※排出される廃棄物削減の環境目標は現状維持とし、数値管理とします。

5



単位 目 標 評価

kg-CO2 214,379 ×

kwh 4,769

kg-CO2 2,203

L 1,129

kg-CO2 2,622

L 79,850

kg-CO2 209,554

㎥ 48.0 〇

kg 285.0 〇

％ 100 〇

件数 0 ○

％ 100 ○

実績値 目標値

軽油 227,020 209,554

ガソリン 7,327 2,622

電気 2,279 2,203

　※収集運搬する廃棄物に対する外部（自治体、取引先、処理事業者)からの要請に対応する。

（kg-CO2）

105%

100%

272.0

100
収集運搬する廃棄物
（一般・産廃要請対応）

排出される廃棄物削減
（一般・産廃）

軽油使用量削減
87,781

92% ×
227,020

水使用量（現状維持） 22.0 218%

4,934
97% ×

2,279

ガソリン使用量削減
3,157

36% ×
7,327

※電力の二酸化炭素調整後排出係数は、0.462kg-CO2/kwhとしました。

５．環境経営目標の実績（2021年9月～2022年8月）

・環境目標達成状況は次のとおりです。

取組項目 実 績 達成率

二酸化炭素排出量削減 236,626 91%

電気使用量削減

クレーム 0 100%

加入団体等の要請 100 100%

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

軽油

ガソリン

電気

二酸化炭素排出量

目標値 実績値
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　環境目標の二酸化炭素排出量削減（電気使用量・自動車燃量削減）に向け、今年度も

引き続き取り組みを展開しました。

　　今年度も引き続き、環境負荷の大きい、電気・ガソリン・軽油について数値目標を

　　ガソリン、軽油使用量はエコドライブを実行したが未達成となり、二酸化炭素排出量

　についても達成できませんでした。

　　また、水使用量の削減は達成でき、クレーム、加入団体等の要請も取組みました。

項　目 取組事項
活動取
組結果

・不使用時の電気機器の電源Off

・空調温度の適正化

・エアコンの設定温度管理

・エコドライブ標準の遵守

・運転記録による燃費管理

・ハイブリット車への転換

・エコドライブ標準の遵守

・運転記録による燃費管理

・ルートの確認

・節水の励行

・顧客コミュニケーション

・地域の催し物後の清掃参加等

・地域の清掃等

　同時に、安全面も積極的に取り組み、事故・クレーム「ゼロ」が維持できるよう邁進

ガソリン

　環境美化等の活動に参加する。

〇

6．環境活動の取組結果と評価、次年度の取組内容

（1）「省エネ」取組み結果

　着し、実行したが、目標未達成。

　は若干、未達成。〇

　継続してミスのない活動の取組をする。

・エコドライブ標準が全ドライバーに定

〇

　継続して削減の取組をする。

〇

1.　環境活動の取組み結果

　継続して削減の取組をする。

　掲げ、重点的な活動を実施しました。

　環境活動計画取組み事項について積極的に活動すると共に引き続き、エコドライブ標

 　 電気使用量削減は、節電や省エネに取組みましたが目標は若干、未達成でした。

　継続して削減の取組をする。

　着し、実行した結果、目標未達成。

評価と次年度の取組

・これらの取組みを実行した結果、目標

電気

めることとします。

軽油

クレーム

加入団体の
要請

準、ルート確認の遵守を基本に、二酸化炭素排出量削減に取り組み、リサイクル資源の

〇

水

〇

　さらに、加入団体要請の行事にも積極的に参加し、環境美化に努めることとします。

します。

　また、弊社から排出されている廃棄物についても、数量管理を行い排出量の削減に努

・エコドライブ標準が全ドライバーに定

・節水に取り組んだ結果、目標は達成。

　継続して削減の取組をする。

・クレーム「0」でした。

・清掃活動・環境運動

2.　次年度の取組み内容

回収と合せて地球環境にやさしい取り組みを行ってまいります。
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法的義務を受ける主な環境関連法規制は次のとおりであります。

　弊社は、家庭から出るゴミ(一般廃棄物)の収集・運搬をとおして、地域の皆様との

関わりを特に大切と考えております。

　具体的には、日常、ゴミを収集した後の集積場所および周辺の清掃美化などに配慮

している他、弊社が加入している中央市環境事業協同組合において、中央市美化運動

の地域周辺の清掃とゴミ収集に携わっています。

　なお、今年もコロナ禍でお祭り等の行事は中止になりました。

自動車リサイクル法

　上記の3法について遵守状況のチェックを実施した結果、弊社に適用される

環境関連法規への違反はありませんでした。

　また、関係当局より違反等の指摘は、過去3年間ありません。

8．地域との関わり

使用済み乗用車

（乗用車の廃棄なし）

家電リサイクル法
エアコン・テレビ・電気冷蔵（凍）庫・電気洗濯機

（期間中に対象製品の廃棄なし）

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

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

廃棄物処理法
一般・産業廃棄物の収集・運搬

（許可は期間内で有効、運搬車両を含め適法）
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①

②

積載量

5ｔ

4ｔ

2ｔ

4ｔ

４ｔ

2ｔ

0.6t

-

③

④

廃棄物の項目

山梨市梨環境2第3-11号

昭環経指令第4-17号

普通乗用車

令和5年3月31日

令和6年6月30日

韮崎市指令第263号の2

軽トラ

段ボール、スチール缶、
アルミ缶、ペットボトル

  廃棄物等の収集運搬等の料金は、お客様（排出事業者）とのご契約時に
お見積書をご提出し、協議の上、決めさせて頂いております。
　なお、廃棄物の品目、性状、排出場所、排出量、荷姿等をご連絡頂ければ
お見積もりさせて頂きます。（連絡先TEL055-269-2753)

廃棄物処理料金

産業廃棄物 金属くず、廃プラスチック類

合　計

令和5年3月31日

3 内、２台　ハイブリッド車

トラック 1

トラック 1

1

パッカー車 3

アームロール車 2

パッカー車 1

パッカー車 5

　コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類）

施設等の状況
運搬車両の種類と台数

運搬車両の種類 台数 備　　考

山梨県許可1901132850号 令和3年12月27日 令和8年12月26日

（産業廃棄物の種類：汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず

富士川町指令町生第9-23号 令和3年6月1日 令和5年5月31日

南アルプス市指令南ア環第229号 令和2年12月2日 令和4年12月1日

令和3年4月1日

令和4年7月1日

令和3年7月3日 令和5年7月2日

令和3年4月1日

笛吹市指令環第2-98号 令和3年2月1日 令和5年1月31日

産業廃棄物収集運搬業

北杜市環境第1378号 令和4年4月1日 令和6年3月31日

一般廃棄物収集
運搬業

中央市指令第3-11号

甲府市指令第31号 令和3年7月4日 令和5年7月3日

甲州市指令環第6号 令和4年1月1日 令和5年12月31日

市川三郷町指令第20号 令和4年4月1日 令和6年3月31日

甲斐市指令環第35号 令和3年4月1日 令和5年3月31日

9．廃棄物処理業の情報公開項目

許可の内容

許可項目 許可番号等 許可年月日 許可の有効期限

処理量(t)

1,650

416

46

2,112

処理実績（収集運搬量）2021年9月～2022年8月

廃棄物の種類

家庭系一般廃棄物 可燃ごみ

事業系一般廃棄物
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　2022年度も引き続きシステムの活用を図り、二酸化炭素排出量削減を中心に取り組

　　代表取締役社長　　　溝口健一

2022年9月30日

　法令に関する違反は皆無で、今後も地域と一体化した企業活動が展開できるよう全

従業員に指示しました。

(3)その他

(2)環境関連法規制の遵守状況について

10．代表者による全体の評価と見直し

　2021年度の環境活動実績などをもとにエコアクション21環境経営システムの取り組み

状況の評価と見直しを行いました。

(1)2021年度の環境目標達成状況

97％、ガソリン使用量削減は36％、軽油使用量削減は93％となり、二酸化炭素排

できるように前進します。

　原因として、収集量の増加や収集先事業者の収集場所が遠方になったこと、運搬

　2019度を基準年度とし、環境活動したが電気使用量、自動車燃料による二酸化炭素

社員一同、目標達成のため努力するよう指示しました。

　今年度は、中長期の環境経営目標の2年目であるが環境目標の電気使用量削減は

削減は未達成となったことから2021年度を基準年度し、環境経営計画を立て直して

み地域から愛される「株式会社　溝口商事」として、地球環境保全に少なからず貢献

量削減は91％と未達成でした。

車両の年数経過などで、ガソリン・軽油の使用量が増加している。

10


