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1．環境経営方針

２．廃棄物の収集運搬・処分に於ける環境負荷を低減するため、

　　次の項目に取組みます。

環　境　経　営　方　針

【基本理念】

タカヤマは、人々への快適環境を提供する仕事を通じ、

地域との共生を図り、地球環境の保全の重要性を認識し、

全社員が一丸となって、持続可能な循環型社会の構築に貢献します。

【基本方針】

１．エコアクション21で環境管理体制を整備し、環境保全活動を

　　推進します。

1）省エネルギー（電力・燃料等）の推進

2）省資源（水・紙等）の推進

3）廃棄物の3Ｒ（減量・再使用・再利用）の推進

4）SDGs（持続可能な開発目標）の推進

３．関連する環境関連法規則の要求事項を遵守します。

４．全社員が環境負荷低減活動を積極的に実践できるように、

　　この環境方針を周知徹底します。

５．この環境方針は社外にも公表します。

代表取締役　齊藤吉信

株式会社タカヤマ

2021年10月1日
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2．会社概要

◆会社概要 現在

株式会社タカヤマ

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

●産業廃棄物収集運搬 ●一般廃棄物収集運搬

●産業廃棄物処分（中間処分） ●浄化槽保守点検・清掃

●グリストラップ清掃 ●排水処理設備保守点検

●排水管清掃 ●貯水槽清掃

●各種排水槽清掃

http://takayama.org

http://odei.jp

http://takayama.org

◆ 廃棄物処理等料金

処理料金につきましては種類・性状・量等により異なりますので、

個別にお見積致します。下記担当までお問い合わせください。

2023年1月30日

営業窓口

担当者

後藤　究

Tel. 04-2993-1213

Mail. k_gotou@takayama.org

浄化槽等件数実績 109件 －

事 業 内 容

ＵＲＬ

企業サイト

営業サイト

事 業 規 模

全社 本社・ナチュア

売上高 3,127,547千円 2,115,390千円

収集運搬実績

(委託を含む)
55,282 ｔ 55,282 ｔ

中間処分実績 65818.2ｔ －

134名 115

延床面積 3,300㎡ 491.02㎡

従業員数

c_kitabayashi@takayama.org

設 立 年 月 日 1974年1月31日

資 本 金 4,000万円

事 業 年 度 第49期　2021年10月1日～2022年9月30日

環境管理責任者
EA21 後藤　究（本社）

ISO14001 宮﨑　秀男 （エコジョイン北関東）

品質環境推進室

（EA21）

担当者

連絡先

北林　千鶴

04-2993-1213

Mail.

埼玉県所沢市大字南永井14番地

04-2994-7111

エコジョイン

北関東

埼玉県本庄市児玉町共栄710番地6

0495-72-6565

代 表 者 名 代表取締役　齊藤　康祐

事 業 所 名

所在地

本　社
埼玉県所沢市大字南永井37番地9号

04-2993-1213

ナチュア(車庫)
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◆ 施設等の状況（車両一覧 ※営業車を除く） 現在

ドライブレコーダー搭載車両

※「運搬車の排出ガス規制一覧」「低燃費車の導入状況」は(財)産業廃棄物処理事業振興財団

「産廃情報ネット」で公表しています。

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00240

◆ 許認可一覧 現在

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

一般廃棄物収集運搬業

※主な許可品目

汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、燃え殻、紙くず、木くず、繊維くず、

動植物性残渣、ゴムくず、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、ばいじん

※県ごとの許可品目はコーポレートサイト及び、(財)産業廃棄物処理事業振興財団

　「産廃情報ネット」で公表しています。

http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u2.php?UserID=00240

2023年1月30日

2023年1月30日

所沢市 H30.4.1 R6.3.31 第4号

埼玉県 H30.8.23 R5.8.22 01150000351特別管理産業廃棄物収集運搬業

宮城県 H25.6.23 R9.6.22 0400000351

埼玉県 H28.1.13 R5.1.12 01120000351

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物処分業

（中間処分）

静岡県 H29.4.23 R6.4.22 02202000351

新潟県 H26.5.19 R10.5.18 01509000351

神奈川県 H28.11.18 R5.10.28 01402000351

福島県 H26.10.20 R10.10.12 00707000351

長野県 H25.10.4 R9.10.3 2009000351

山梨県 H30.2.26 R7.2.25 01900000351

千葉県 H29.10.31 R6.9.15 01200000351

茨城県 H30.6.20 R7.5.13 00801000351

H29.2.25 R6.2.24 00900000351

群馬県 H29.7.3 R6.7.2 01000000351

埼玉県 H27.6.10 R11.6.9 01104000351

東京都 H28.5.24 R5.5.23 1300000351

栃木県

68台 車両に占める割合 95.8%

許可エリア

・届出先

優

良
許可の年月日 許可期限 許可・登録番号許可・届出名

3台 合　　　計 71台

平成27年度燃費基準達成車 52台 車両に占める割合 73.2%

高圧洗浄車

低燃費車の導入状況

12ｔ清掃車

10ｔ清掃車

10ｔダンプ

10ｔ脱着装置付コンテナ専用車

12台

1台

3台 バン 3台

7台 浄化槽点検車 3台

7ｔ脱着装置付コンテナ専用車

4ｔ清掃車

3ｔ清掃車

2ｔ清掃車

2台 3ｔ塵芥車 13台

1台 2ｔダンプ 3台

1台 3ｔキャブオーバ 5台

6台 4ｔ塵芥車 8台
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◆処理量（収集運搬）の内訳 49期（2021年10月～2022年9月）

※（単位：ｔ、小数点第一位四捨五入）

※一般廃棄物（ごみ）は、家庭系一般廃棄物（委託業務）と事業系一般廃棄物の合計量です。

◆処理工程

15,058 一般廃棄物（汚 1,498

合 計

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

紙くず

55,282

25 ばいじん 0

0 焼却灰 0

475 がれき類 7

1 燃え殻 0

4 金属くず 31

83 ガラス・陶磁器くず 3

37,746 動植物性残渣 347

4 ゴムくず 0

汚泥

廃油

自社工場へ搬入

脱水・焼却

エコジョイン北関東
他社工場へ搬入 他社工場へ搬入

圧縮・破砕・切断

他社工場へ搬入

中和

木くず

繊維くず

一般廃棄物（ごみ）

各市

クリーンセン

ターへ搬入 圧縮・破砕

収 集 運 搬

汚泥
廃酸・

廃アルカリ
金属くず廃プラスチック一般廃棄物
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3．運営体制

◆エコアクション21認証・登録

株式会社タカヤマ　本社（ナチュアを含む）

0008168

◆エコアクション21組織図　（CSR委員会体制）

2022年度（49期2021年10月～2022年9月）全組織図及び取得対象範囲

※当社リサイクルグループ（エコジョイン北関東）は「ISO14001」を取得している為、

エコアクション21の取り組みから除外しています。

環境管理責任者
リサイクル部

宮﨑　秀男

環境サービス部 環境サービス

グループ

メンテ&エンジ

グループ

前原　陽介

金子　祐二

エリアサービス部 エリアサービス

グループ山本　剛

CS3グループ

安全衛生

委員会

コントロール部

北林　千鶴

総務グループ

財務経理グループ

営業部 CS1グループ

コンプライアンス

委員会

環境推進室 長田　勇矢 CS2グループ

北林　千鶴

お客様ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ

推進委員

（責任者）
メンバー

社長 CSR

委員会

環境管理責任者 内部統括部 人事グループ

齊藤　吉信 後藤　究 倉田　剛

対 象 事 業 所

認 証 登 録 番 号

認 証 登 録 日 2012年3月30日

EA21対象範囲

ISO14001

取得済み

ナチュア（車庫）
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4．運営体制における役割、責任及び権限

※2ヶ月に1回CSR委員会を実施する。

５．問題点の是正・予防記録の作成

６．環境活動レポートの作成

メンバー

１．環境方針の確認・理解

２．各部門の目標、活動計画の実施

３．緊急事態への対応

CSR進委員会

１．ＥＡ２１の周知・徹底と教育の計画、実施、管理

２．各部門における活動計画の策定、管理及び総括

３．文書管理及び記録の管理

４．データの集計、取りまとめ、各部門への報告・周知

５．環境目標・環境活動計画策定時の承認

環境推進室

１．外部からの環境に関する苦情、要望の受付及び対応

２．外部への窓口業務

３．CSR委員会の総括

環境管理責任者

１．ＥＡ２１の構築と運用

２．遵法性の評価

３．環境目標と環境活動計画の実施状況の検討

４．コミュニケーション記録、是正・予防記録の承認

役　　割 主 な 責 任 と 権 限

社長

１．環境方針の制定

２．環境管理責任者の指名

３．経営資源（人、設備、情報等）の提供

４．ＥＡ２１取組状況の評価と改善の指示
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5．環境経営目標

１．環境負荷の現状
エコアクション21を認証・取得した2010年度を基準（100％）とし、2022年度までの「二酸化炭素排出量」

「総排水量」「廃棄物排出量」と共に、事業活動に大きく関連する運搬車両の「燃費向上km/L」の実績です。

なお、二酸化炭素排出量の購入電力のCO2排出係数について0.475kg-CO2/kwh

（東京電力エナジーパートナー、2017年度）を使用しています。

2．2022年度目標（49期2021年10月～2022年9月）

＊運搬車両燃費の単位は、前年度原単位比・車種毎平均燃費

※1）排水は使用水量と同値

※2）熱回収・単純焼却される廃棄物（循環資源として再使用・再生利用されるものは除く）

※3）2018年度より目標を「前年実績維持」に変更

※4）2021年度より目標を「前年実績値の99％」に変更

実施

環境配慮サービスの提

供
- 実施 実施 実施 実施 実施

地域融和の推進 - 実施 実施 実施 実施

廃棄物排出量削減

※2
kg 12,692 12,456 14,342 15,736 23,077

0.1

(車種毎前年比)

総排水量削減

※1
m3 2,031 1,907 1,753 1,796 2,046

運搬車両の燃費向上 km/L
0.1

(車種毎前年比)

0.1

(車種毎前年比)

0.1

(車種毎前年

0.1

(車種毎前年比)

29,110

軽油消費量 L 420,675 459,602 448,108 458,141 448,241

ガソリン消費量 L 38,069 37,043 33,903 31,403

1,259,673

電力消費量 kWh 66,569 75,428 74,027 71,704 71,206

二酸化炭素排出量削減 kg-CO2 1,227,632 1,330,607 1,291,818 1,290,874

ＬＰＧガス消費量 kg 656 598 652 634 601

2022年

（49期）

目標　※3 目標　※3 目標　※3 目標　※4 目標　※4

項目 単位

2018年

（45期）

2019年

（46期）

2020年

（47期）

2021年

（48期）

23,310 22,595

2012比 － 100.0% 127.9% 141.7% 207.8% 201%
廃棄物排出量

kg － 11,216 14,342 15,895

100.0% 72.9% 52.0% 53.3% 61.4% 64%

101%

総排水量
m3 3,369 2,455 1,753 1,796 2,067 2149

2010比

2010比 100.0% 97.4% 105.3% 106.3% 109.6%

2021(48期) 2022(49期)

二酸化炭素排出量
kg-CO2 1,226,890 1,195,500 1,291,818 1,303,913 1,345,189 1,238,249

項目 単位 2010(37期) 2012(39期) 2019(46期) 2020(47期)
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6．環境活動計画の内容

2022年度（49期2021年10月～2022年9月）の取り組み

教育

①緊急事態の対応訓練（安全大会／年4回、避難訓練／年1回） 都度

全部門②省エネ、エコドライブ教育 都度

③環境目標・環境活動進捗状況確認・評価 2ヶ月に1回

環境配慮サービスの提供

①印刷物のデータ提出推進（紙使用量削減） 都度
全部門

②受託する廃棄物について、リサイクルできるような形での提案 都度

①毎朝外回りの清掃 毎日

全部門
②彩の国ロードサポート・ロードレポート活動への参加 奇数月

③所沢市市民フェスティバル、所沢シティマラソンの参加 10月、12月

④清掃等ボランティア 年2回

地域融和の推進

グリーン購入の推進

①グリーンマーク・エコマーク表示製品の購入推進
通年 全部門

②作業服等のエコマーク商品購入推進

白上質紙使用量の削減

①社内文書の裏紙利用と両面コピーの活用

通年 全部門

②パソコン・プロジェクタ活用でペーパーレス推進

③受信ＦＡＸはデータ転送し印刷を控える

④書類保存はスキャンによるデータ化の推進

⑤Ｎアップ印刷の推奨

廃棄物排出量の削減

廃棄物排出量

の削減

①分別の徹底とリサイクル

通年 全部門

②コピー用紙削減(ダイレクトFAX・スキャン等活用)

③社内文書の裏紙利用と両面コピーの活用

④パソコン・プロジェクタ活用でペーパーレス推進

⑤受信ＦＡＸはデータ転送し印刷を控える

⑥プラスチックコップ使用削減(共有プラコップ設置）

総排水量の削減

使用水量の削減

①洗濯・洗車の水は都度止水し使用を最低限にする

通年

ナチュア

②「車両受け渡し表」で9項目部分清掃の実施 環境サービス部

③トイレ(音姫)や給湯室(節水蛇口)の節水に努める
全部門

④雑巾はバケツで洗う、雨水を積極的に利用する

燃費向上

収集運搬車両の

燃費向上

①車両(車種)毎燃料表による管理
通年 環境サービス部

②進捗状況の掲示による啓蒙、教育

③走行ルートを組立て効率的な走行

④定期点検(タイヤ空気圧・オイル交換)の実施

軽油使用量

の削減

①エコドライブの徹底

通年 業務車両②急発進・急加速の禁止、ふんわりアクセル実施

③ドライブレコーダーの導入推進

④定期的なエアコンフィルターの清掃(年1回) 12月

ガス使用量

の削減

①給湯器電源は未使用時OFF
通年 ナチュア

②洗濯のお湯は40℃設定

ガソリン使用量

の削減

①エコドライブの徹底(車両毎燃費表で管理）

通年

営業部

及び

各部門長

②公共交通機関を積極的に利用

該当部門

二酸化炭素排出量の削減

電力使用量

の削減

①適温設定(冷房時27℃、暖房時22℃)

通年

本社

②照明下に人がいない場所は消灯

③社内電気チェック表による定時節電巡回

④時間外勤務削減推進(ノー残業DAY週2回：月水)

⑤長時間離席する際はパソコンモニター消灯

⑥クールビズ推奨(5月から9月) 5月～9月

項目 活　動　内　容 実施時期

⑦定期的なエアコンフィルターの清掃(年1回：12月) 5月

①照明下に人がいない場所は消灯
通年

ナチュア
②長時間離席する際はパソコンモニター消灯

③夏用制服着用 5月～9月

10



7．当社の取り組み

１．SDGsの取り組み

SDGsとは？

タカヤマとSDGs

↑2022年度の目標

タカヤマとSDGsとの出会いは2018年度でした。

毎年開催している研修プログラム「タカヤマアカデミー」

にてSDGsを取り上げたことがはじまりでした。

▶2018年度

SDGsへの理解と周知を重点に勉強

▶2019年度

会社としてどのようなSDGs活動ができるかアイディアを募集し、目標を設定。

社員130名から423件のアイディアが出され、このアイディアの中から会社としての年間活動目標を４つ

のチャレンジとして設定。

▶2020年度

会社としてのSDGs目標に加え、個人のプライベート目標を設定。

社員126名から308件の目標を抽出。

▶2021年度

会社としての目標と個人のプライベート目標に加え、会社目標に関連した個人目標を設定し、10月からは

エコジョイン北関東にて“CO2対策プロジェクト”を立ち上げ、脱炭素化に向けた中間処理工場への転換と

して新エネルギーや新技術を取り入れたプラントを目指す活動を開始。

▶2022年度

下記の目標を掲げ、更なるレベルアップを図るべく活動中。

SDGsとは、「持続可能な開発目標」のことであり、読み方は「エス・ディー・ジーズ」です。これは、2015年9

月に国連サミットで採択された持続可能な世界を実現するための開発目標です。17のゴール・169のターゲット

から構成され、地球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓っています。

今期のSDGs目標
タカヤマアカデミー
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さまざまなSDGs活動

使い捨てプラスチックの使用を削減する"脱プラ"にむけて、ナチュアに

脱プラ自動販売機を設置しました。世界規模でプラスチックごみが問題

になる中、国内の自治体や企業で、庁舎や事業所内の飲料自動販売機

からペットボトル商品を排除する動きが相次いでいます。タカヤマも

環境貢献の一環として、取り組んでいます。

個人目標や行動を身近に感じられるように、

社内の掲示物を工夫しています。

個人目標を葉っぱ、行ったSDGs行動を実と

してSDGsの木に付けています。全員の目標

と、実施した実の数が増えることでどれだけ

の行動をしているのかが見える楽しさがあり

ます。

各業務車両にSDGsロゴを搭載しています。また、プラカードを空調や印刷機などの社内各所に

掲示して、節電や紙の無駄遣いが起こらないよう啓蒙しています。

SDGsの木

ロゴの掲載

脱プラスチック

自動販売機導入

タカヤマアカデミー
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SDGsを意識して取り組む月間として、CSR委員会主導で7月を 【SDGs月間】 と定め、身近なSDGsの発見や個人

活動を社内イントラ『めぐるーむ』にて共有しました。毎年全社で進めるSDGsの目標として、49期は【小さいこ

とが明日へ繋がる タカヤマSDGs】というスローガンを掲げていました。具体的な行動目標として、CO2削減を

始めとしボランティア清掃活動などがありますが、目標の一つに「個人活動のレベルアップ」というものが掲げら

れています。“マイボトルを持参しています！”“不要になった机をリサイクルショップに出しました！”“グリーン

カーテンを育てています！”“所沢市の無料給水スポットを利用しました！”などなど…難しいことではなく、ひとり

ひとりの身近なSDGsの行動が積み重なって明日へ繋がるということを実感しつつ、社内ではモチベーションを上

げて取り組むことができました。

SDGs月間

社内コミュニケーションツール『めぐるーむ』

『めぐるーむ』に寄せられたSDGs行動

社内コミュニケーションツール『めぐるーむ』
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◆古着deワクチン

実施日：2022年7月13日～15日（年1回程度）

活動内容：社員の不要になった衣類やユニフォーム等を回収し、認定NPO法人「世界の子どもにワクチンを日本

委員会」を通じて開発途上国の子どもたちにポリオワクチンが届けられるという活動に参加しています。

◆皮むき間伐

実施日：2022年7月9日

活動内容：間伐とは、密集し過ぎた山林の木を間引くことで、皮むき間伐とは、木の皮をむいて立ったまま枯ら

すことで森に光を入れる間伐方法です。1、2年後には立ち枯れた木を伐採し、代わりに広葉樹を植林して、健や

かで強い山をつくっていきます。森林は、手入れが行き届かないと土砂崩れや水害、森の生態系の乱れによる害

獣の出現、花粉飛散拡大など様々な問題を引き起こします。それらの課題解決に微力ながら協力し、自然環境の

保護を進めていきます。

若タカ会による活動
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2．地域融和の推進

◆清掃ボランティア

活動時期：2021年11月27日（本庄市女堀川）

2022年4月30日（所澤神明社・航空記念公園）

活動内容：若手新卒社員で構成される「若タカ会」主催の清掃ボランティア活動です。今回は、航空記念公園及び所

澤神明社と本庄市の女堀川の清掃ボランティア清掃を行い、地域貢献をさせていただきました。スタッフのご家族に

も参加いただき、ボランティアを通じて家族ぐるみの交流ができています。地域の方々や担当の方から感謝のお言葉

をいただくと、この活動の有意性を感じられます。

2021年4月には埼玉県の「川の国応援団美化活動団体」に

登録し、女堀川に看板を立てて頂きました。➡

◆彩の国ロードサポート、ロードレポーター

活動時期：不定期（年6回程度実施） ※天候不良時は中止

活動内容：県道所沢堀兼狭山線の中富南二丁目26付近から27付近までの200m間を、毎回15名程度が参加し歩道の

ごみ拾い等清掃を行なっています。また路面等に不具合が無いか確認報告もしています。今期は3回実施しました。

2022年11月には埼玉県川越県土整備事

務所よりロードサポートの取り組みへの

御礼状をいただきました。
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３．安全への取り組み

４．法令遵守への取り組み

◆安全衛生委員会

活動時期：毎月第2木曜開催

活動内容：職場での従業員の安全と健康を確保し、

快適な職場環境の形成と促進に向け、毎月1回

産業医による職場環境の確認と従業員からヒア

リングを行っています。また出勤日は血圧・心

拍数の計測及び記録を実施し、継続して体調不

安の従業員は委員会に参加し、産業医から直接

健康指導を受けることもできます。

◆安全大会

活動時期：不定期 （年4回程度）

活動内容

【火災、消火器対応】

2021年11月30日実施

【積雪時のタイヤチェーン装着訓練】

2021年12月15日実施

【豪雨対策訓練】

2022年5月27日実施

【熱中症対策】

◆コンプライアンス委員会

活動時期：各月最終週に開催

活動内容

頻繁に行われる法改正へ対応することに加え、お客様に正確な

廃棄物処理の提案を行う為に2008年より2ヶ月に1回、外部の

専門家を招き、役員を委員長として各部門の担当者10名前後が

集まり様々な議論を行なっています。またマニフェスト伝票・

契約書は、「コンプライアンスルーム」と呼ばれる専用の部屋

で「誰でも見やすく、分かり易く」管理しています。
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5．登録・表彰

◆エコアクション21 オブザイヤー2021 銀賞受賞

一般財団法人持続性推進機構によるエコアクション21 オブザイヤー2021は、環境経営レポート及び社

会課題解決につながる取組（地域への積極参加、働き方など）を顕彰することで、脱炭素社会の実現、

SDGsの達成に向けた中小企業における多様な取組を国内に広く発信するとともに、こうした動きを加速

化させることを目的とし、『環境経営レポート』部門、『ソーシャル』部門のオブザイヤーを表彰してい

ます。

◆埼玉県SDGsパートナー登録

SDGsパートナーとは、SDGsの取組を自ら実施、

公表する県内企業・団体等のことです。

◆埼玉県環境SDGs取組宣言企業

埼玉県環境SDGs取組宣言企業制度とは

環境分野のSDGsのゴールの達成に向けた

取組を宣言し、一定の要件を満たす企業等

の取組を県ホームページ等で発信し、支援します。

◆埼玉県地域清掃気軽に登録制度

埼玉県の「地域清掃気軽に登録制度」

（正式名称：埼玉県地域清掃活動団体
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◆KEEP38プロジェクトに参加

埼玉県警では、横断歩行者の事故が多発している状況から、交通事故防止の取り組みの一環として歩行者

優先「KEEP38プロジェクト」を推進しています。タカヤマは『KEEP38』プロジェクトモデル事業所に

指定していただきました。
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8．環境活動の取り組み結果と評価

１．実績

2022年度（49期2021年10月～2022年9月）

＊運搬車両燃費の単位は、前年度原単位比・車種毎平均燃費

※1）電力のCO2排出係数は0.475kg-CO2/kwh（東京電力エナジーパートナー、2017年度）を使用

※2）排水は使用水量と同値

※3）熱回収・単純焼却される廃棄物（循環資源として再使用・再生利用されるものは除く）

※2018年度より目標を「前年実績維持」に変更

※2020年10月より目標を「前年実績値の99％」に変更

２．評価

地域融和の推進 実施 実施 実施 実施

運搬車両の燃費向上 km/L

○

環境配慮サービスの提供 実施 実施 実施 実施 ○

環境サービス 4.9 〇

エリアサービス 5.0 エリアサービス 5.0 〇

〇
前年実績比 99.0% 目標比 97.9%

環境サービス 4.8

0.1向上

メンテ&エンジ 11.0 ×

前年実績比 99.0% 目標比 98.5%

ガソリン消費量

廃棄物排出量　※3 kg 23,310
23,077 22,595

○
前年実績比 99.0% 目標比 89.2%

12.9 メンテ&エンジ

総排水量（水使用量） m3 2,067
2,046 2,149

×
前年実績比 99.0% 目標比 105.0%

軽油消費量 L 452,769
448,241 441,411

○

71,925
71,206 78,108

前年実績比 99.0% 目標比 112.5%

L 29,404
29,110 25,963

取り組み項目 単位
前年実績 目標 実績

評価
2021年(48期) 2022年(49期) 2022年(49期)

全体的に大きく削減できました。要因として、報告書のデータ化、買掛請求書の電子化、作業指示書の電子化、電子契約の推

進、注文書のダイレクトFAX、作業伝票のデータ化（一週間で100枚低度使用）など、様々なところで推進が進み、全社的に見て

も意識が進んでいます。

二酸化炭素排出量削減　※1 kg-CO2 1,272,397
1,259,673 1,238,249

○
前年実績比 99.0% 目標比 98.3%

×
前年実績比 99.0% 目標比 109.7%

×LPGガス消費量 kg 607
601 676

電力消費量 kWh

【二酸化炭素排出量の削減】

設備増の為電気とガスの面では未達ですが、ガソリンと軽油の数値が達成の為、全体の目標達成に至りました。要因として環境

サービスの車輌入替が影響しています。他にもエアコンのスイッチ切る等、必要最低限の消費で済ませられるようにメンバーに

成長対話で促した結果が出ています。営業車も来期は3台ハイブリッド車に切り替え予定です。

【総排水量の削減】

電気、ガス同様設備増により使用量が増えました。

使用内容としては洗車が大半なので、削減としてできることがないか考える必要があります。

計画はそれぞれ実行できているので次年度の目標設定をしっかり行い、引き続き実行していきます。

【廃棄物排出量の削減】

5S活動の推進で社内整理を行っているため、廃棄物の排出量としては全体的に増加傾向にあります。

次年度も5S活動は継続されますので、必要以上の排出は控えるよう意識して取り組みます。

【運搬車両の燃費向上】

環境サービス及びエリアサービス車輌は目標達成することができました。環境サービスにおいては車輌の影響も大きく影響して

います。また積極的に事務所や車内への燃費数値の掲示等に取り組むことができており、啓蒙活動の結果がでています。

【環境配慮サービスの提供】
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9．次年度の環境活動計画

2022年度～2023年度（50期2022年10月～2023年9月）の取り組み

環境配慮サービスの提供

①提出書類のデータ提出の推進（紙使用量削減） ○ 都度
全部門

②受託する廃棄物について、リサイクルできるような形での提案

③環境目標・環境活動進捗状況確認・評価 ○ 2ヶ月に1回

○ 都度

教育

①緊急事態の対応訓練 ○ 都度

全部門②省エネ、エコドライブ教育 ○ 都度

地域融和の推進

①毎朝外回りの清掃 ○ 毎日

全部門
②彩の国ロードサポート・ロードレポート活動への参加 ○ 奇数月

③清掃ボランティア（所沢航空記念公園・女堀川・所澤神明社） ○ 10月

※所沢市市民フェスティバル及び所沢シティマラソンは新型コロナウィルスの影響により未開催 ○ 12月

フロン排出抑制法遵守

①管理者による簡易点検 ○ 年4回
内部統括部

②有資格者による定期点検 ○ 3年に1回

○

⑤Ｎアップ印刷の推奨 ○

グリーン購入の推進

①グリーンマーク・エコマーク表示製品の購入推進 ○
通年 全部門

②作業服等のエコマーク商品購入推進 ○

白上質紙使用量の削減

①社内文書の裏紙利用と両面コピーの活用 ○

通年 全部門

②パソコン・プロジェクタ活用でペーパーレス推進 ○

③受信ＦＡＸはデータ転送し印刷を控える ○

④書類保存はスキャンによるデータ化の推進

④パソコン・プロジェクタ活用でペーパーレス推進 ○

⑤受信ＦＡＸはデータ転送し印刷を控える ○

⑥プラスチックコップ使用削減(共有プラコップ設置） ○

廃棄物排出量の削減

廃棄物排出量

の削減

①分別の徹底とリサイクル ○

通年 全部門

②コピー用紙削減(ダイレクトFAX・スキャン等活用) ○

③社内文書の裏紙利用と両面コピーの活用 ○

○
全部門

④雑巾はバケツで洗う ○

⑤雨水を積極的に利用 ○ ナチュア

総排水量の削減

使用水量の削減

①洗濯・洗車の水は都度止水し使用を最低限にする ○

通年

ナチュア

②「車両受け渡し表」で9項目部分清掃の実施 ○ 環境サービス部

③トイレ(音姫)や給湯室(節水蛇口)の節水に努める

○

軽油使用量

の削減

①エコドライブの徹底 ○

通年 業務車両②急発進・急加速の禁止、ふんわりアクセル実施 ○

③ドライブレコーダーの導入推進 ○

ガソリン使用量

の削減

①エコドライブの徹底(車両毎燃費表で管理） ○

通年

営業部

及び

各部門長

②公共交通機関を積極的に利用 ○

③走行ルートを組立て効率的な走行 ○

④定期点検(タイヤ空気圧・オイル交換)の実施

ガス使用量

の削減

①給湯器電源は未使用時OFF ○
通年 ナチュア

②洗濯のお湯は40℃設定 ○

ナチュア
②長時間離席する際はパソコンモニター消灯 ○

③夏用制服着用 ○ 6月～9月

④定期的なエアコンフィルターの清掃 ○ 12月

電力使用量

の削減

①適温設定(冷房時27℃、暖房時22℃) ○

本社

①照明下に人がいない場所は消灯 ○
通年

○

項目 活　動　内　容 49期実績 実施時期 該当部門

二酸化炭素排出量の削減

⑦定期的なエアコンフィルターの清掃 ○ 12月

⑤長時間離席する際はパソコンモニター消灯 ○

⑥クールビズ推奨 ○ 5月～9月

通年

②照明下に人がいない場所は消灯 ○

③社内電気チェック表による定時節電巡回 ○

④時間外勤務削減推進(ノー残業DAY週2回：月水)
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10．環境関連法規制等の遵守状況

１．適用法規と規制事項

２．遵守状況

CSR委員会で情報を共有し、遵法を確認しています。その結果、違法事項はありませんでした。

また、当局からの違反の指摘、訴訟等は、５年間ありませんでした。

さいたま市、東京都、神奈川県、

千葉県の

条例

自動車PM規制

アイドリングストップ
埼玉県と同様な規制をしている 各都県市の条項

埼玉県

温暖化対策条例

計画書の提出 多数台自動車計画書の提出、実施報告 ３０条、３２条

エコドライブ推進者の届

出
エコドライブ推進者を選任して届出を提出 ３３条

埼玉県

生活保全条例

自動車のPM規制
ディーゼル車のPM規制遵守、

PM抑制計画の作成と毎年報告

３１条

３６条、３７条

アイドリングストップ 運転者による励行、駐車場に掲示 ４０条、４１条

不正燃料 不正燃料の使用、販売禁止 ４３条

フロン排出抑制法
漏れ点検 簡易点検、定期点検の実施、修理記録保存 １６条

廃棄時 フロンの回収、フロンマニフェストによる管理 ４１条、４３条

（グリン購入法）

必須ではない
グリーン購入の実施、目標の設定 ８条

道路運送車両法 定期点検 定期点検整備の実施、点検整備記録を車両に備付 ４８条、４９条

自動車NOｘ・ＰＭ法 ディーゼル車は適合車（車検証で確認） １２条

浄化槽法

浄化槽使用者
浄化槽の設置と変更届出、

保守・点検と清掃の定期実施、法定検査１回/年

５条、７条

１０条、１１条

浄化槽清掃業者
市町の許可と届出

標識の掲示、清掃実績の記録と保管

３５条、３７条

３９条、４０条

浄化槽

保守点検業者

保守点検業の許可

浄化槽管理士による実施管理、掲示と帳簿備付
４８条

家電リサイクル法 廃棄時に料金の支払い、販売店に引渡 ６条、１１条

建設業 元請が処理業者と契約し、㋮を交付する １２条

収集・運搬業者
収集・運搬基準の遵守、再委託条件の遵守

㋮の回送、帳簿に記載し、帳簿の保存

１４条,14条の４

12条,12条の３

廃棄物処理法、

市町廃棄物処理再生条例

事業系一廃
市町の許可処理事業者に委託

市の焼却施設で処理できる品目（紙屑等）

６条の２

市町条例

産廃の契約
収集・運搬業者と処分業者と個別契約、

委託は許可されている品目、許可証の有効期限
１２条

適用法規名 規制事項 条項

自動車リサイクル法 リサイクル費用の支払い、廃車時にリサイクル事業者に引渡 ７３条、８条

マニフェスト ㋮の戻り管理、㋮の保管 １２条の３
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11．代表者による全体評価と見直しの結果

１．情報の収集と分析

２．変更の必要性・指示事項

３．総合評価

齊藤　康祐2023年1月30日

①環境方針 □有 ■無 特にありません。

②環境目標 □有 ■無 特にありません。

③環境活動計画 □有 ■無 特にありません。

当社では環境活動のレベルアップと共に社業の発展を図っている中で、49期は様々な活動を通じて成果を残す事ができました。社員一人ひ

とりの環境保全に対する意識も向上し、日常業務の中での改善も進んでいると感じます。今後は新システムの導入によるペーパーレス化や設

備改善による脱炭素化を更に進めていく計画となっています。全社員一丸となり、今以上に社会に貢献できる企業を目指していければと思い

ます。

⑧その他 □有 ■無

項目 変更の必要性 指示事項

⑥前回までの代表者の指示事項への対応 □有 ■無
各項目について、指示事項に沿って取り組んでいます。

今後も継続して取組み、全体のレベルアップを図ります。

⑦外部からの苦情等の受付結果 ■有 □無
システムにより集計し、前年との比較検証も行いながら、再発防止策の実行

と結果検証をしています。

④問題の是正処置及び予防処置の結果 ■有 □無
ミス・クレームを全部署で共通認識させ、必要に応じて安全大会や研修を実

施し、再発防止に努めます。

⑤エコアクション21内部監査の状況 ■有 □無 ISO9001の監査と併せて実施しています。

②取組状況の評価結果 ■有 □無
ペーパーレスをシステム・アプリ導入により大きく進んでいます。今後も業

務のDX化は進めていきます。

③環境関連法規制等の遵守状況 ■有 □無
法律・条令に関しては特に問題はありません。部署間で連携を深めながら、

情報収集強化に努めます。

見直しに必要な情報 資料の有無 環境管理責任者のコメント・提案

①環境目標の達成状況 ■有 □無

車両燃料の削減によるCO2排出量を大きく削減できましたが、電気使用量・

水道使用量・廃棄物発生量の削減の目標達成とは至りませんでした。社員の

働く環境充実と環境目標の両立がどうすればできるか、今後はより深く検討

していく必要があります。

22


