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私たちは浄化槽維持管理の事業活動を通し、
社員一人一人が企業としての社会的責任を認識し、
環境への意識を互いに高め、

地域の水環境を「水のプロフェッショナル」として守ります。

当社は自社の事業活動に基づいた環境経営システムを構築し、環境の維持と継続的改善を

制約します。

1）化石燃料・電力等のエネルギー消費を可能な限り削減し、CO2排出低減を目指します。

2） Reduce, Reuse, Recycleの３Rを実践し、廃棄物の排出量を削減します。

3）地域の水環境保全を常に意識し、資源の有効活用に努めます。

4）環境関連法規等を遵守します。

5）社員自らが積極的に情報を収集し、考え、動く。
   人に「してもらう」のではなく、自ら「する」自主性を大事にします。

　 6）顧客へ浄化槽維持管理の必要性を対話と図を用いて説明することに努めます。

   7)災害時におけるトイレ問題について行政と協力し市民の自助活動への支援に努めます。

8）社員の人材育成に注力します。

9）環境経営の継続的改善を行います。

10）この環境経営方針は社内に掲示し、全社員に周知させ環境経営レポートを作成し社外へも公表します。

　　　　　　　　　　　　代表取締役　山　本　麻　美

基本理念

基本方針

制定日：平成21年2月1日
第五回改定日：令和23年9月4日
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事業所名 株式会社　富　永　事　業 2022年5月9日現在

代表者名 代表取締役　山本　麻美

所在地　 本店：島田市中河町8969-4

初倉支店：島田市中河846-1

設立年月日　 昭和36年6月1日  創立   資本金：　500万円

昭和63年6月1日　法人化

EA21認証登録日

環境管理責任者 ・石垣　圭悟　

環境管理事務局 ・森永　宏

・連絡先　（0547）36-6755
・E-mail　info@tominaga-jigyo.co.jp

・URL： 　http://www.tomiｎaｇa-jigyo.co.jp

事業内容

1） 浄化槽維持管理業

・浄化槽保守点検業

登録番号　63第353号

登録有効期間　令和3年12月16日から令和6年12月15日まで

　　　・浄化槽清掃業

島都下第　524号

許可期間　令和3年7月1日から令和5年6月30日まで

2）一般廃棄物処理業

・し尿・浄化槽汚泥　収集運搬

島都下第　523号

許可期間　令和3年7月1日から令和5年6月30日まで

3）建築物飲料水貯水槽清掃業

登録番号　静岡県17貯第3号

登録有効期間　平成29年6月23日から令和5年6月22日まで

4）災害用トイレ及び防災用品の販売

事業規模 社員数： 31名

車両台数：　 2.7ｔ　 1台

3.0ｔ 6台

3.3 t 1台

軽自動車 12台 　　点検車

事務所床面積 本店：　892.22㎡　初倉支店：212.34㎡

一般廃棄物処理量　 2021年度実績  13,234㎥（浄化槽汚泥・汲み取りし尿の合計）
（2020年5月1日～2021年4月30日）

主要取引先 島田市立総合医療センター（旧島田市民病院）　月坂団地汚水処理場

医師住宅　バラの丘公園  看護学校

特別養護老人ホーム　ぎんもくせい　

特別養護老人ホーム　永福荘

特別養護老人ホーム　あすか　　　　　他多数

平成21年9月16日

　　バキューム車
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　　○エコアクション21の取り組みは全組織・全社員が対象である

                                  2022年5月9日現在

代表取締役
山本

環境管理責任者の役割

・システムの総責任者としての
役割権限を他の責任者に関わらず持つ
・システムの実績を代表者に報告する
・環境関連法規の取りまとめと見直しを

おこなう

・ 経営方針を定める

・ 環境管理責任者を指名
・ 資源（人材・資金・技術）の用意
・ システムを見直す

環境管理事務局の役割

・電話、メール対応
・文書の作成、管理
・一般教育の実施

環境管理責任者
石垣

環境管理副責任者兼
環境管理事務局

森永

環境管理副責任者
平野

環境責任者
池谷 環境責任者

阿久津

社員9名

パート・アルバイト

社員8名

パート・派遣社員

本店 初倉支店

環境責任者の役割

・部門の計画立案
・作業教育の実施
・実施状況の確認・記録

環境管理副責任者の役

割

・文書の作成、管理
・一般教育の実施

各従業員の役割

・環境経営方針、計画
目標への取組

３



単位
2020年度

実績
（基準）

2021年度
目標

基準比
-1％

2022年度
目標

基準比
-2％

2023年度
目標

基準比
-3％

2024年度
目標

基準比
-4％

2025年度
目標

基準比
-5％

㎏-CO２ 92,587 91,661 90,735 89,809 88,884 87,958

使用量 L 24,535 24,290 24,044 23,799 23,554 23,308

指標 ＊ 0.53 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60

L 6,409 6,345 6,281 6,217 6,153 6,089

ｋWh 33,614 33,278 32,942 32,606 32,269 31,933

㎏ 31.73 31.41 31.10 30.78 30.46 30.14

一般 ㎏ 2,800 2,772 2,744 2,716 2,688 2,660

産業 ㎏ 3,090 3,059 3,028 2,997 2,966 2,936

0 0 0 0 0

ｍ
3 397 393 389 385 381 377

㎥ 13,231 ※ ※ ※ ※ ※

○　 2009年9月1日より島田本店と初倉支店の両店舗にて営業を開始

○　 購入電力による二酸化炭素排出係数は

　　　- 2019年度実績 - 2021.3.7環境省・経済産業省公表の

　　 中部電力 ミライズ㈱（旧中部電力）0.452(ｋg-CO2/kWh）を使用する。

○　 軽油欄の指標(*)とはバキュームカーの汚泥運搬量を軽油使用量で

　　　除したもの（数値が大きいほど運搬効率が良い）

　　　※指標計算式 ： 汚泥運搬量（㎥）/軽油使用量（ℓ）

〇　LPG及び産業廃棄物は容積管理（LPG比重：2.07,混合廃棄物比重：0.26使用）

電力

項目

二酸化炭素排出量

軽油

ガソリン

○　 数値は島田本店・初倉支店の合計値

LPG

廃棄物

水の使用量

汚泥運搬量

中長期 環境経営目標
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車のエアコンのＯＮ・ＯＦＦを意識する

衣類乾燥機のフィルターの清掃（毎日）

事業系廃棄物と産業廃棄物の分別の徹底

薬品・スプレーの容器は中身を使いきって廃棄する

新型バキューム車の購入

お客様に浄化槽の維持管理の必要性について説明をする

新型コロナウイルス感染予防の徹底

交通安全の学習

ＫＹ活動の実施

○　活動項目は毎日全員が行う

作業の安全と効率化を目指し概ね達成できています。

お客様には浄化槽の維持管理の必要性・作業内容を適時説明できています。

コロナウイスル感染予防も社員全員で、手洗いうがい・適切な距離を保っての業務に

あたりました。

交通安全について社員同士で、どのような交通違反があるのかを話し合い理解を

深めています。

電気使用量の削減
(責任者　樽脇）

エアコン設定温度上限を夏28℃・冬22℃にする

2021年5月1日～2022年4月30日

取組目標 活動項目

化石燃料使用量の削減
（責任者　永谷）

急発進・急加速をせず、アイドリングストップの心掛け

自主改善・提案の意識向上
（責任者　石垣・平野）

実施した取組内容の実績と評価

一般廃棄物排出量の削減
（責任者　池谷）

コピーミス・無駄プリントの削減・裏紙の再使用

使用済み封筒、使用済み包装紙等を古紙回収に出す

産業廃棄物排出量の削減
（責任者　森永）

水使用量の削減
（責任者　近藤）

作業現場での水の使用量削減

会社内での水の使用量削減再確認

環境経営計画及び取組内容
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単位
2020年度
実績(基準)

2020年度
目標基準比

-1％

2021年度
実績

目標対
実績比

評価

㎏-CO２ 92,587 91,661 92,363 101% ×

使用量 L 24,535 24,290 23,727 98% 〇

指標 ＊ 0.53 0.54 0.56 - 〇

L 6,409 6,345 6,395 101% ×

ｋＷｈ 33,614 33,278 35,838 108% ×

㎏ 31.73 31.41 36.64 117% ×

事業 ㎏ 2,800 2,772 3,056 110% ×

産廃 ｋｇ 3,090 3,059 4,004 131% ×

㎥ 397 393 412 105% ×

㎥ 13,231 13,234

○　 2009年9月1日より島田本店と初倉支店の両店舗にて営業を開始

○　 購入電力による二酸化炭素排出係数は

　　　-2019年度実績-2021.3.7環境省・経済産業省公表の

　　 中部電力 ミライズ㈱（旧中部電力）0.452(ｋg-CO2/kWh）を使用する。

○　 軽油欄の指標(*)とはバキュームカーの汚泥運搬量を軽油使用量で

　　　除したもの（数値が大きいほど運搬効率が良い）

　　　※指標計算式 ：汚泥運搬量（㎥）/軽油使用量（ℓ）

〇　LPG及び産業廃棄物は容積管理（LPG比重：2.07,混合廃棄物比重：0.26使用）

・全体的に昨年度よりも数値が上がってしまいました。

・軽油使用量が目標値の24,290Ｌより563L削減でき23,727Ｌでした。汚泥運搬量は昨年

　の13,231㎥より3.4㎥増加の13,234㎥となり効率的な作業が行えました。

・特に増加量の多い事業系廃棄物については浄化槽の改修業務が増え資材等の

　廃棄が増えたためです。

・LPGも増加しています。初倉支店に2022年1月より従業員が一名増えたことが原因と

　推定します。

実施した取組内容の実績と評価

項目

二酸化炭素排出量

軽油

ガソリン

電力

LPG

廃棄物

水の使用量

汚泥運搬量

○　 数値は島田本店・初倉支店の合計値

環境経営目標の実績と評価
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作成日：2022年6月22日

　

　　　　

　　　

環境経営活動の報告

活動開始し13年が経過しました。今期の環境目標実績における二
酸化炭素排出量はほぼ横ばいの状況でした。この中で特に注目すべ
き点は化石燃料（軽油使用量）が2％ほど減少しています。しかしな
がら処理量についてはわずかですが増加しています。以前よりも各
自が最善の効率的な作業を行っている証拠であると思います。ここ
数年、現状維持が続いていただけにうれしい限りです。

「お客様のためにできること」として昨年同様に力を入れている、
地域貢献活動ですが、昨年は新型コロナ感染症の影響であまり開催
できずにおりましたが終息こそしないものの感染拡大の減少のおか
げで昨年の倍以上の環境教を行うことができました。今後を担う子
供たちに大切な水環境を維持できるよう努めてまいります。また災
害時に起きるトイレ問題についてお客様自身が自ら対策を講じるこ
とができるよう、災害時に役立つパンフレットの配布に加え、いざ
という際の災害時用トイレの販促を行いました。災害への備えは災
害が起きてしまってからはできませんので、いつ起きるかわからな
いからこそ必要であることを今後もこの活動を継続していきます。

新型コロナウィルスの感染症の終息はいまだ見えておりません。
全社員がエッセンシャルワーカーであることを自覚し、感染しない
させないために日々の基本対策を今後も継続し、滞りない業務の遂
行をしてまいります。また、より高い品質・サービスの提供が可能
になるよう業務の見直し・改善を行い、今後もお客様のために活動
してまいります。

環 境 管 理 責 任 者
石 垣 圭 悟
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人感センサーの導入

プルスイッチの導入

LED機器の導入

使用していない部屋の消灯徹底

エアコン設定温度上限を夏28℃・冬22℃にする

フィルターの定期清掃

使用していない部屋の空調停止

遮光対策

太陽光発電の導入

冷蔵庫の設定温度弱

コピー用紙の両面使用

封筒の再利用

リデュース・リユースの実践

廃棄物の分別

事業系・産廃系の分別

薬品・スプレー缶の中身を空にして廃棄

節水表示

洗濯物をまとめて洗う

蛇口の水漏れチェック

新型バキューム車の導入

顧客に浄化槽維持管理の必要性について説明する

交通安全の学習

○　活動項目は毎日全員が行う

取　組　目　標 活　動　項　目

二酸化炭素排出量の
削減

照明

空調

他設備

廃棄物排出量の
削減

事務所

現場

自主改善・提案の
意識向上

水使用量 上水

2022年度 環境経営活動計画
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訓練日：2020年10月16日

訓練場所：本店

参加者：全社員

大型の地震が、どの様なものなのかを起震車にて社員全員で体験をしました。

震度6以上の揺れになると身動きが取れなくなり、地震が発生してから避難行動を

とることは不可能でした。

事務所内のラックの防振処理の確認を行い異常のないことを確認しました。

震災や水害が発生した際の顧客管理を検討しました。

汚水処理の優先順位を検討し、被災後直ちに復旧作業に当たることのできるよう

計画を立てています。

実施した取組内容の実績と評価

防 災 訓 練
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今年度は小学校4年生対象の環境教室を島田市・牧之原市の小学校をメインに計9回行いました。当社社員も参加して
います。
子供たちにも分かりやすいように、ゲーム等を行いながら水環境の保全について説明しました。
新型コロナウイルス感染症の影響で、思ったように活動できていませんが今後も継続していきます。

大きな災害で報道されることの少ないトイレ事情。現状は不衛生で悲惨な状況です。
近年では地震以外にも各地大雨による水害が発生しています。他人事とは思えません。
当社の水質保全区域が災害にあった時に同じ事態に陥らない為に事前の準備が大切であると考ます。
当社で「災害時のトイレ対策」という小冊子を作成し、ご家庭に配布を継続的に行っています。
加えて、緊急時に使用できる災害時用トイレをお客様へお配りし防災意識の向上を目指しております。
当社社長より全社員が災害対策のセミナーを受け、重要な内容を冊子と共に顧客にお伝えしています。
また、次年度については違った形でお客様へ災害時の備えについてお伝えできればと考えております。

地 域 貢 献 活 動 報 告
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１．環境関連法規の遵守状況

                                                                                                               確認日 2022年5月9日
確認者 環境管理責任者 石垣

適用対象 法規・条例・規制 適用内容 備考 遵守状況

保守点検の技術上の基準 作業方法 ○

記録の保管 3年間保管 ○

浄化槽保守点検業の許可 3年毎更新 ○

帳簿備付 5年間保管 ○

廃棄物の処理及び
  清掃に関する法律

一般廃棄物の収集・運搬・処分
等の基準

2年毎更新 ○

浄化槽清掃業の許可 2年毎更新 ○

清掃の技術上の基準 作業方法 ○

事業報告 毎月報告 ○

建築物における衛生的環境
の確保に関する法律

建築物飲用水貯水槽清掃業登
録証明書
登録番号　静岡県17貯第3号

6年毎更新 ○

水道法
飲料水の水質検査
（自社簡易検査）

○

建築基準法
建築物の衛生の見地からの規
制

濁度測定 ○

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

産業廃棄物の排出

委託契約マニフェスト
管理マニフェスト年間
交付状況報告  （毎
年6月末）

○

保守点検 定期点検 ○

清掃の実施 バキューム作業 ○

11条検査の実施 法定点検の実施 ○

消防法 防火対策 火の元の管理 ○

島田市環境基本条例
環境負荷低減、環境保全への努
力

○

道路運送車両法

車両安全性の確保、公害の防
止
その他の環境保全

車両の点検整備の実施 ○

フロン排出抑制法 規制対象の空調の管理 簡易点検 ○

２．違反、訴訟等の有無

　　過去3年間にわたって関連機関からの指摘、利害関係者からの訴訟もありませんでした。

　当事業所に適用される環境関連法規（下記参照）の遵守状況を確認した結果違反はありませんでした。

浄化槽保守
点検業

浄化槽法

静岡県浄化槽
保守点検業登録条例

し尿・浄化槽汚泥
収集・運搬

浄化槽法
（平成１７年改正法に基づく）

帳簿備付 5年間保管 ○

浄化槽清掃業
島田市廃棄物の処理

及び清掃に関する条例

建築物飲料水貯
水槽清掃業

全般

浄化槽法

業
と
し
て
遵
守
す
る
法
規

自
社
が
遵
守
す
る
法
規

環境関連法規への違反・訴訟等の有無
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作成日：2022年7月1日

　

　　　　

　　　

総 合 評 価

新型コロナウィルス感染症が発生してから３年目に入りました。
社内ではクラスターを出さないために、手指消毒が出来る場所を増
やしたり、部屋の使用人数を区切ったり、屋内ではサーキュレー
ターをいくつか用意し空気を循環させるようにしたり、定期的な朝
礼での呼びかけをするなど様々な取り組みを行って参りました。お
陰で一度もクラスターは出ておりません。

今回エコアクションの活動として環境目標の実績数値が前期実
績を上回る項目が増えてきました。新社屋となってからは丸２年以
上経っているので比較対象としては使える数字となっていることを
考えると数値を毎年減らしていくには厳しいステージに入っている
のではないかと推測します。しかしながら、物事には必ず理由があ
るはずで、今回の数値の結果と共に添えられた評価を見るとそれら
原因に触れられた記述があります。今後も大きく数字が動くことは
ないにしても、「増えた原因」「減らすことが出来た原因」を環境
管理責任者たちが明確に把握していることが活動の基本になってい
くと思いますので是非原因の特定を習慣化してもらいたく思います。

また「何故」「どのように」などの5W2Hは業務でも必ず使えるも
のですので職員全員がそれらをきちんと業務にも落とし込み、日頃
起こったことや自身の行動結果の自己分析にも使いこなせるように
してほしいと思います。
それが会社の環境活動方針の一つ「自身で考え、行動する」という
結果につながります。

株 式 会 社 富 永 事 業
代 表 取 締 役 山 本 麻 美
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