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１．環境経営方針

株式会社ベーシックは、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

全社一丸となって自主的・積極的に、環境保全活動に取り組みます。

これらについて環境目標・活動計画を定め、定期的に見直しを行い、継続的な改善に努めます。

制定日：
改定日：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長       名倉　篤史
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環 境 経 営 方 針

＜環境理念＞

への対応が人類共通の重要課題との認識にたち、事業活動における環境負荷の低減を図るために、

＜環境保全への行動指針＞

１．具体的に次のことに取り組みます。

①お客様への環境に関する情報の提供

②収集運搬車の燃費の向上

③購入品及び事務用品のグリーン購入に努める

④電力・自動車燃料の消費に伴う二酸化炭素排出量の削減

⑤水資源の節水

⑥産業廃棄物排出量の削減

２．環境関連法規制や当社が約束したことを順守します。

株式会社ベーシック

2010年10月1日
2019年7月1日



２．組織の概要
（１） 名称及び代表者名

株式会社ベーシック
代表取締役社長　名倉　篤史

（２） 所在地
静岡県磐田市大久保４７４－８

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 営業部　 山下　欣也　　 TEL：０５３８－３１－６２７２

Ｅ-mail:kinya_yamashita@basic-co.jp
（４） 設立年月日

（５） 事業内容
非鉄金属類・電子機器廃材各種のリサイクル、産業廃棄物収集運搬業、新電力代理店

（６） 事業の規模
資本金 １,０００万円
売上額 6.91 億円
取扱量 920.93 トン

本社
８名

２５１２㎡

（７） 事業年度 １０月～９月

（８） 対象範囲

対象組織　　　　　株式会社ベーシック　本社事業所

対象活動　　　　　非鉄金属類・電子機器廃材各種のリサイクル、産業廃棄物収集運搬業、新電力代理店

2

１９７４年１０月

従業員　　　　　
延べ床面積　　　



（９） 環境管理実施体制図

代表者
社長

環境管理
責任者

環境事務局

経理部 営業部 業務部

役割・責任・権限
代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任

・環境管理責任者を任命
・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知
・環境目標・環境活動計画書を承認
・代表者による全体の評価と見直しを実施
・環境活動レポートの承認

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理
・環境関連法規等の取りまとめ票を承認
・環境目標・環境活動計画書を確認
・環境活動の取組結果を代表者へ報告
・環境活動レポートの確認

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局
・環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施
・環境目標、環境活動計画書原案の作成
・環境活動の実績集計
・環境関連法規等取りまとめ表の作成
・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

部門長 ・自部門における環境経営システムの実施
・自部門における環境方針の周知
・自部門の従業員に対する教育訓練の実施
・自部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告
・特定された項目の手順書作成及び運用管理
・自部門の特定された緊急事態への対応のための手順書作成
　テスト、訓練を実施、、記録の作成
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

全従業員 ・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚
・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加
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・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

構内作業者

・環境活動レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）



（１０） 産業廃棄物収集運搬業の許可の内容

許可年月日 有効年月
静岡県 令和4年 令和9年

02201045217 2月12日 2月11日

（１１） 施設等の状況

収集運搬車両：　4ｔ平ボディー1台　　　6ｔユニック1台（18年3月新車導入）

　　　　　　　　　　　2ｔ平ボディー１台　　　10ｔウイング１台

運搬する廃棄物の種類：非鉄金属類・電子機器廃材各種・廃プラスチック・その他

*収集運搬のみのため、処理施設はありません

（１２） 受託した産業廃棄物の処理量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2021年10月　～　2022年9月）

処理方法等 廃棄物等種類 処理量ｔ
（金属くず） 0.0

収集運搬 （廃プラ類） 93.07

収 集 運 搬 量 合
計

93.07

（木くず）
（がれき類）

中間処理

（木くず）
（木くず）
（がれき類）

0

中間処理合計 0

（がれき類）
最終処分

最 終 処 分 量 合
計

0

（管理 型 最 終処 分場 （委
託））最終処分

中間処理

後の産業 （ボード原料として再生利用（売
却））廃棄物 再資源化 （路盤材として再生利用（売却））

等 アスファルト合材として再利用

0

　　中間処理後
処分量合計

0
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（木くず）
（がれき類）

（破砕・選別後路盤材化）

再資源化等量小計

再資源化等量小計

（安定型最終処分場）

（燃え殻）

　　　　　コンクリート塊

（焼却（熱回収有り））
（破砕・選別後ボード原料化）

うち再資源化等

（破砕・焼却）

（積替え及び保管を除く）
紙くず、木くず、繊維くず、以上７品目

許可番号 事業の区分 産業廃棄物の種類
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・

コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類

収集運搬

処分方法等

（破砕） アスファルト塊



３．主な環境負荷の実績と中長期目標

基準年
2016年 2021年 2022年 2023年 2024年

㎞／ℓ 4.83 5.02 5.07 5.12 5.17

ℓ 3,722 3,536 3,499 3,461 3,424
kg-CO2 8,641 8,209 8,123 8,036 7,950

ℓ/取扱量 3.37 3.20 3.17 3.13 3.10
ℓ 13,113 12,589 12,458 12,327 12,195

kg-CO2 33,875 32,520 32,181 31,843 31,504
ℓ/取扱量 11.52 11.06 10.94 10.83 10.71

KWｈ 8,198 7,788 7,706 7,624 7,542
kg-CO2 4,033 3,831 3,791 3,751 3,710
kg-CO2 46,549 44,560 44,095 43,629 43,164

㎥ 31.00 - 30.69 30.38 30.08

４．環境経営目標及びその実績

（基準年度) （目標） （実績）

提供する 提供できた - ○
㎞／ℓ 4.83 5.02 5.18 103.2% ○

配慮する 配慮できた - ○
ℓ 3,722 3,536 1,356

kg-CO2 8,641 8,209 3,145
ℓ/取扱量 3.37 3.20 1.47 217.8%

ℓ 13,113 12,589 13,696
kg-CO2 33,875 32,520 35,337

ℓ/取扱量 11.52 11.06 14.87 74.4%
KWｈ 8,198 7,788 4,013

kg-CO2 4,033 3,831 1,066
kg-CO2 46,549 44,560 39,548 112.7% ○

㎥ - - 31.00 - -

過去5年間の二酸化炭素排出量目標・実績

　　　　　　　　　　　         年　度
　　項　目

ガソリン使用量削減（基準年２０１６）

軽油使用量削減

燃費の向上（基準年２０１７）

21.07

グリーン購入に配慮する 配慮する

5

(基準年２０１７）

水資源使用量削減（基準年２０２１）
産業廃棄物排出量削減

＊二酸化炭素排出量の把握にはエバーグリーンリテイリング㈱の調整後排出係数の0.492ｋｇ－CO2/ｋWhを使用(令和２

91.9%

2016年

運用期間（2021年10月～2022年9月）

項目 単位
目標値

環境に関する情報の提供 提供する

軽油使用量削減

燃費の向上（基準年２０１７）

グリーン購入の推進

水資源使用量削減（基準年２０２１）

＊水使用量については２０２１年１月に会社移転をしたため、水道水使用量とし、基準年度を２０２１年度とする。

達成率 評価

環境に関する情報の提供

(基準年２０１７）

ガソリン使用量（基準年２０１６）
260.8%

○

×

電力使用量削減（基準年２０１６）

（基準年２０１６）
ｔ 22.18

ｔ 22.18
（基準年２０１６）

　また取扱量を増やして原単位で目標を達成したい

＊軽油使用量についてはあと少しで数量目標達成できず原単位も達成できなかった。今後もアイドリングストップ、　冷暖房の温度設定に留意し

電力使用量削減（基準年２０１６） 194.1% ○

産業廃棄物排出量削減
21.07 4.90 430.0% ○

二酸化炭素総排出量

二酸化炭素排出量の削減

20.85 20.63 20.41

2021年
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44000
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二酸化炭素総排出量（kg-CO2)

目標 実績



　６．環境関連法規への違反、訴訟等の有無

2022年9月30日 山下　欣也

契約（書）の締結
D票、E票の返却
90日以内または180日以内
5年間保存
6月30日までに知事又は浜松市長に報告
不法投棄禁止
車両荷台にシートで覆う等
処分状況等
契約（書）の締結
A・B2票10日以内
D票90日以内、E票180日以内
5年間保存
不法投棄をしない
車両荷台にシートで覆う等
6月30日までに知事又は浜松市長に報告
掲示板設置

騒音規制法 特定施設の届出

地域別騒音基準の遵守

振動規制法 特定施設の届出

地域別振動基準の遵守

浄化槽法 １０条　清掃 年１回の清掃
１１条　点検 年１回の法定点検

フロン排出抑制法 簡易点検 第１種特定製品

静岡県の産業廃棄物の適正管理責任者の選任 研修の受講
な処理に関する条例 処理業者の現地確認 1回/年

対象地域（愛知県・三重県）

2ｔ車　Ｎｏｘ　0.63kg/km
　　　　ＰＭ　 0.06g/km
4ｔ車　Ｎｏｘ　5.98kg/km
　　　　ＰＭ　 0.498g/km

家電リサイクル法 業者委託 ホームエアコン、冷蔵庫、洗濯機

　　2022年9月30日に於いて、環境関連法規への違反はありません。

なお、関係当局よりの指摘、利害関係者からの訴訟は過去3年間ありません。

2022.9.30

2022.9.30
2022.9.30
2022.9.30
2022.9.30
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自動車Ｎｏｘ・ＰＭ法 基準をクリアした車種の選定 2022.9.30

2022.9.30

2022.9.30
2022.9.30
2022.9.30

2022.9.30

2022.9.30

破砕機（届出は対象外）

2022.9.30

2022.9.30

2022.9.30

返却期間終了後30日以内に知事又は浜松市長に報告 2022.9.30

破砕機（届出は対象外）

2022.9.30

2022.9.30

2022.9.30
2022.9.30

廃棄物の異臭・飛散防止
産業廃棄物管理票交付等状況報告

産業廃棄物保管場所への掲示板の設置

の県知事への報告

産業廃棄物管理票の期間内未返却時

処分先の確認
処分業者との契約

マニュフェスト保管
投棄禁止

マニュフェスト管理
マニュフェスト返却
マニュフェスト保管
マニュフェスト集計と報告

廃棄物の異臭・飛散防止
投棄禁止

排出事業者との契約

廃棄物処理法

遵守状況実施事項内容又は規制基準値

2022.9.30
2022.9.30

2022.9.30
2022.9.30

排出事業者

収集運搬業

法規制等の名称

マニュフェスト管理
マニュフェスト返却



７．代表者による全体の評価と見直し 
作成

確認 ：（必要に応じて評価・コメント記載）

1 エコアクション21文書 □ 「記録・文書」として作成しました。

2 環境経営目標及び目標達成状況 □ CO2排出量、廃棄物排出量は

3 環境経営計画及び取り組み実施状況 □ 継続して取り組みます

4 環境関連法規要求一覧及び遵守状況 □ 記録に記載いたしました。

5 外部コミュニケーション・対応記録 □ 特にありませんでした

6 問題点の是正・予防措置の実施状況 □ 特にありませんでした

7 □ 特にありませんでした

8 その他（                                            ） □

世の中が脱炭素社会へ向かっている中、弊社もＣＯ２フリー電気へ契約を切替え二酸化炭素の排出がゼロとなりました。

　その反面、遠方の新たな取引先ができたため軽油使用量の削減はどんなに努力しても未達となりえる状況となりました。

　今後の課題として取り組む必要があります。

株式会社ベーシック

代表取締役社長  　名倉篤史

見直し項目 変更の必要性

1 環境経営方針 有・無

2 環境経営目標 有・無 負荷の変動により目標数値を変更すること

3 環境経営計画 有・無

4 実施体制 有・無

5 その他のシステム要素 有・無

6 その他（外部への対応） 有・無
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項    目

１
・
見
直
し
関
連
情
報

２
・
代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

2022年9月30日

「有」の場合の指示事項等

山下欣也

取引先、業界、関係行政機関、その他の外部動向

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔


