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1 会　社　名協和物流株式会社
代表取締役　髙木　良直

2 所在地 本社：岐阜県恵那市東野2200番地の2 合計敷地面積 8612.7㎡
　・保険部門は本社に含む
TEL　0573-26-5518 FAX　0573-26-5519
・産廃部門（産業廃棄物収集運搬、特別管理産業廃棄物収集運搬）
　住所、連絡先は本社と同じ
･運送部門（一般貨物自動車運送）
本社及び配送センター 松本営業所
　　配送センター：岐阜県恵那市長島町中野槇ヶ根 　長野県安曇野市堀金三田3558-2
　  TEL 0573-28-3248　 FAX 0573-28-3211   TEL 0263-72-7374  FAX 0263-72-7845
長野営業所 関東営業所
  長野県千曲市大字八幡９７８－４ 　   埼玉県北比企郡嵐山町花見台11-1
    TEL 026-272-7315   FAX 026-272-7320           TEL 0493-59-8566  FAX 0493-59-8570

3 環境管理責任者 住所：本社所在地と同じ
統括管理部長　　小田川　豊
TEL　0573-26-5518 FAX　0573-26-5519
e-mail　：kyowa-mizuno@joy.ocn.ne.jp

4 設立年月

5 資本金 　　　　　　8,640万円

6 事業内容 一般貨物自動車運送業、産業廃棄物収集運搬業、
特別管理産業廃棄物収集運搬業、保険代理店業

7 事業許認可 1）一般貨物自動車運送事業 中運自貨振第　590号

（積替え保管を除く） 岐阜県
三重県
愛知県

産業廃棄物収集運搬事業範囲
・岐阜県　（積替え・保管を除く）

　・動植物性残さ、鉱さい、ばいじん
・三重県　（積替え・保管を除く）

Ⅰ 組　織　の　概　要

平成6年8月10日

2）産業廃棄物収集運搬業 許可地域

　　動植物性残さ・ゴムくず・金属くず・ガラスくず等（石綿含有産業廃棄物を除く）・鉱さい
　　がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く）・ばいじん

　　生じたものを除く。）及び陶磁器くず」をいう。

令和9年4月13日

02400047036

　・燃え殻・汚泥・紙くず・木くず・繊維くず・金属くず（６品は石綿含有産業廃棄物でないこと）

　　金属くず（自動車等破砕を除く。）、ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、改築又は

　・燃え殻・汚泥・廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を除く）、紙くず・木くず・繊維くず

　・燃え殻・汚泥（２品は水銀含有ばいじん等を含む）、廃プラスチック類（自動車等破砕を
　　除く。石綿含有産業廃棄物を含む。）、紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・ゴムくず・

平成30年2月9日

有効期限

・愛知県　（積替え・保管を除く）

令和4年4月14日

　　生じたものを除く）及び陶磁器くず・がれき類（石綿含有産業廃棄物であるものを含む。

　　含む.）

許可年月日

02300047036

許可番号

　　除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁器くず（自動車等破砕を除く。石綿含有産業
　　廃棄物を含む。）、鉱さい（水銀含有ばいじん等を含む）、がれき類（石綿含有産業廃棄を

2101047036
平成30年10月8日 令和5年10月7日

令和4年10月27日

  ・廃プラスチック類、ガラスくず、コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って

　・ガラスくず等とは、「ガラスくず、コンクリートくず（工作物の新築、改築、又は除去に伴って
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3）特別管理
産業廃棄物収集運搬業 岐阜県 02151047036

三重県 02450047036
愛知県 02350047036

特別管理産業廃棄物収集運搬事業範囲

（許可品目の範囲はマニフェストで管理）

・その他
・当社はグリーン経営認証（交通エコロジー・モビリティダイ財団）を平成16年
　以降継続して取得している。
・Gマークの認証は平成23年以降継続して取得している。

・以下は本社・配送センター・松本営業所に限る

8 事業規模

9 従業員数 １09名（令和4年3月20現在）

10 事業所図面 別紙　1

11 収集運搬費用　　別途見積書による。

2019年

　　を含むもの）、特定有害汚泥（鉛又はその化合物を含む）

令和5年2月3日

1682 18311786
売上高

（単位：百万円）

許可地域 許可番号 許可年月日

2021年

令和1年11月30日 令和6年11月29日

平成30年2月21日

　・引火性廃油、特定有害鉱さい（水銀、鉛、６価クロムを含むもの）、特定有害燃え殻（鉛、
　　６価クロムを含むもの）、特定有害汚泥（鉛を含むもの）

2020年

令和1年11月27日 令和6年11月26日

有効期限

・愛知県　（積替え、保管を除く）

倉庫面積(㎡）
2796 2796 2796

事務所面積(㎡）
244

センター敷地（㎡）

244 244

松本敷地（㎡）（借地）
600 600 600

778 778 778
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・岐阜県　（積替え、保管を除く）
　・引火性廃油、特定有害鉱さい（６価クロム、水銀又はその化合物、鉛又はその化合物
　　を含むもの）、特定有害燃え殻（６価クロム、水銀又はその化合物、鉛又はその化合物

・三重県　（積替え、保管を除く）

運搬車両台数

敷地面積(㎡）
8613

　・引火性廃油。

64

8613 8613

65 68



12 主要設備

　　　大型事業用貨物バン（軽油車） 11 台 電気フォークリフト 23 台
　　　中型事業用貨物バン（軽油車） 52 台 プロパンフォークリフト 1 台

産廃専従車両
      産廃用大型貨物バン（軽油車）　　　　2 台2 台

　　　４ｔパッカー車　（軽油車） 1 台
　　　アームローラー車（軽油車） 2 台

(Noｘ・PM法は遵守していきます）

　　　普通乗用車（ガソリン車）　　　　 7 台

13 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処理工程図

排出企業からの
収集運搬依頼

14 産業廃棄物収集運搬実績

15 特別管理産業廃棄物収集運搬実績

特記する設備は無い

13.79　ｔ

収集運搬
（マニフェスト・電子マニフェスト管理）

４０３０　ｔ

中間処理場又は

最終処分場
運
搬
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乗用車 その他

運搬車両 特殊車両



Ⅱ 環境経営方針

基本理念

協和物流株式会社は、一般貨物運送、産業廃棄物収集運搬事業を主な活動として

環境にやさしい事業運営に心がけ、自然環境保全と天然資源の有効活用と枯渇へ

の対応が地球規模の重要課題であることを認識し、自動車運送や産業廃棄物収集

運搬事業等において環境に配慮した行動に努め、広く地域・社会に貢献します。

　　　基本方針

1.　環境関連の法規及び当社が同意するその他の合意事項を順守する。

2.　環境目標を定め、定期的に見直すことにより、環境経営システムの継続的改善を

　  図る。

3.　日常活動において環境に与える影響を削減するため、次のことに対して積極的

　に取り組みます。

　　①　地球温暖化防止を目的とし、事業に係る二酸化炭素排出量の削減。

　　②　資源枯渇防止を目的とし、事業活動から排出される廃棄物の削減と再資源化

   及びグリーン購入、環境配慮に心がける。

　　③　水の節水に取り組み、総排出量を抑制する。

　　④　温室効果ガス排出量削減、顧客サービス向上を目的とし、燃費向上、顧客

　苦情の改善を図る。

4.　環境方針を全社員に周知するとともに、一般に公開します。

制定　平成２４年　３月　２０日

改定　令和   ２年　９月    ７日

協和物流株式会社

代表取締役　髙木　良直
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協和物流株式会社
環　境　経　営　方　針



1 認証登録範囲 本社・配送センター・松本営業所（現在全組織）
　　　　　　　　　　・２０２３年４月より　長野営業所・関東営業所（全組織とする）

2 事業内容 一般貨物自動車運送業、産業廃棄物収集運搬業、
特別管理産業廃棄物収集運搬業、保険代理店業

3 要員 従業員　109人 パート社員含む

4 活動

今回の活動期間は2021年4月（3月21日）から2022 年3月（3月20日）までを期間として
活動し、まとめました。
次回の環境活動レポートは2022年 3月21日から2023年 3月20日までを活動期間とし、
2023年 8月までに作成します。

Ⅲ 対象範囲
P-5



1） 推進組織

兼　小田川豊
兼　水野　斉
兼　小栗伸司
兼　鈴村正明

2）役割責任

代表取締役 ・環境管理システムの総責任者

統括部長 ･代表取締役の代行を行う

・環境管理責任者を任命

・資源（人員・設備・費用）の準備

・全体の取組み状況の評価と見直し
環境管理責任者 ・教育の実施

・環境管理システムの構築及び運用についての全責任

・実施状況の確認

・環境活動の取組結果を確認

・環境活動レポートの確認
環境推進委員会 ・環境活動の推進方針の決定

・部門活動の活性化方針の決定と推進

環境管理事務局 ・文書の作成管理

・システム運用上の事務管理

・環境管理活動計画実施の実績集計

・環境活動レポートの確認作成
各リーダー ・環境目標を達成するための活動の推進・提案

全従業員 ・決められた事を守り、自主的・積極的に環境活動への参加

松本営業所

環境管理事務局
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兼　村上吉和

統括部長

小田川　豊

Ⅳ推進体制表

環境推進委員会

本社

リーダー（６９名）

環境管理責任者

代表取締役

鈴村　正明

髙木　良直

小田川　豊

産廃部門

責任者　水野　斉

リーダー（27名）

センター

リーダー（6名）村上　吉和 水野　斉

運送部門

役割 役割・責任・権限

小栗　伸司

保険・事務部門
リーダー（　7名）



1.　基準数値の設定 2020年を基準とする。

化石

燃料

廃棄物

水資源

2.　環境経営目標の設定

電力使用量の削減

ガソリン使用量の削減

軽油使用量の削減

灯油使用量の削減

LPガス使用量の削減

廃棄物の削減

（紙くず、廃プラスチック）

水使用量の削減

ｸﾞﾘｰﾝ購入の促進

3.化学物質の取扱

当社は有害な化学物質の使用・取扱はありません。今後も予定はありません。

注１）電力使用二酸化炭素排出係数（2020年度）調整後0.457

注2） 電力及び灯油使用量については二酸化炭素排出量は表示されていますが、ガソリン、軽油、LPガスについては原単位を使用しております。

注3) グリーン購入の促進は車両は実施してますが、その他の備品等は前期７７％達成しており今後の購入の変更はなくこれ以上の改善は非常に

困難であり、現状維持。

本社・センター・保険

松本

本社・センター・保険

松本

運送

本社・センター

運送

（燃費目標達成車両）

1,608,580二酸化炭素排出量計 Ｋｇ-Co2 1,666,922 1,633,584

台数 22 台 26 29 30

購入促進
ー

事務所

343 340 338
本社

2%

1,345

3% 3.5%

13.259 13.124 13.056

2% 3% 3.5%

1,616,914

771 763 759

事務所(倉庫）

0.270 0.268 0.266
産廃部門

1,366 1,352

359

1,581,755 1,565,615 1,557,545

310 307 305

365 361

5.11 5.05 5.03

19,925 19,722 19,620

2024/3 (3.5%)

65,133 64,468 64,136
本社

29,766 29,462 29,310

年次別目標

対象部門
第2年次 第3年次 第4年次

2021年4月～ 2022年4月～ 2023年4月～

2022/3 (2%) 2023/3 (3%)単位

kg/100万円

Kg-Co2

ｔ

ℓ/100万円

Kg-Co2

ℓ

Kg-Co2

KWH

Kg-Co2

ℓ/100万円

Kg-Co2

㎥

787

350

1,614,036

316

0.276

1,394

ー

66,462

30,373

5.21

20,332

372

ℓ/100万円

Kg-Co2

ℓ/100万円

Kg-Co2

13.530

kg

Kg-Co2

ｔ

ｸﾞﾘｰﾝ購入 事務用品（エコ商品化） 77 ％ ％ 維持

水使用量

使用実績/売上/100

ℓ

単位[原単位] 基準数値

基準 変更値

KWH

使用実績/売上/100

灯油使用量 316 ℓ ℓ

軽油使用量 372 ℓ ℓ/100万円

ガソリン使用量 5.21 ℓ ℓ/100万円 使用実績/売上/100

2020年度　売上高　　１，６８２百万円

KWH

P-7

単位区分

基準数値単位・原単位

Ⅴ　環境経営目標

2020年の実績

LPガス使用量 0.276 kg

合計 単位

電力 電力使用量

燃費向上

350 ㎥ ㎥

㎥

Kg-Co2

kg/100万円

13.530

Kg-Co2

66,462 KWH

ｔ ｔ一般廃棄物の削減



Ⅵ.環境経営計画

1. 二酸化炭素排出量の削減

　　　1）電力使用量の削減

　　　　・電力使用量の把握(毎月）

　　　　・倉庫内ＬＥＤ化の検討

　　　　・倉庫内空調の管理徹底

　　　　・照明の節電（昼休み、非稼動時）

　　　　・空調フィルターの定期清掃

　　　　・新規等の作業においても電機使用に配慮する

　　　2）軽油・ガソリン使用量の削減

　　　　・軽油・ガソリン使用量と燃費目標の設定と燃費実績の把握

　　　　・燃料実績のバラつき要因の解析対策

　　　　･エコドライブの推進

        ・デジタコ使用でエコドライブの徹底

　　　　・安全運行の講習会の実施

　　　　・出庫前点検の徹底で車両状態確認(早期整備）

　　　　・燃費目標達成者の表彰制度の継続

　　　3）灯油使用量の削減

　　　　・洗車機等の使用管理の徹底で無駄使用の削減

　　　　　

　　　4）LPGガスの削減

　　　　・フォークリフト非稼動時のエンジン停止の徹底

　　　　・空吹かししない（リフト日常点検の実施）

　　　　

2. 廃棄物の削減

　　　　・紙ごみの資源化の推進と可燃ごみとの分類継続

3. 水使用量の削減

　　　　・水使用量の毎月の把握（自主的管理の実施）

　　　　・車洗車時の節水を心がける

　　　　・個人車両洗車の抑制

　　　　・冬季止水栓の管理

4. グリーン購入の促進

　　　　・車両入替、購入はエコ車両を原則とする

5. 燃費向上
　　　　・燃費管理表を個人で把握し燃費向上の意識向上を図る

 ・スマイリングロードの使用管理を徹底して燃費向上を目指す
　　　　　　　　　・４軸車両が増え特に燃費管理を重視した運行　　　　・デジタコ搭載で安全運行で燃費向上を図る
　　　　　　　　　・４軸車両が増え特に燃費管理を重視した運行
　　　　　　　　　

　　　　・事務用品等は達成率上限まで来ている為、今後保留現状維持
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各担当責任者

小田川　豊

水野　斉

荒井　真一郎

小栗　伸司

三家　悟朗

水野　斉

稲垣 英樹



Ⅶ・環境経営目標の達成状況　　　2021年度（2021年3月21日～2022年3月20日）

Ⅷ・環境経営計画の実施状況 次年度の取組

1. 二酸化炭素の削減の評価
  1）電力使用量の削減

　＜目標未達成要因＞
・使用量は昨年対比では可・目標対比不可 ・現状では仕事量に左右される仕組み
・作業量に合わせた使用量になる。 ・無駄な使用を避ける

・こまめな電灯のON/OF
　2）ガソリン使用量の削減、

　＜目標未達成要因＞
　      ・アイドリングストップの励行・営業車の稼働量の増加 ・燃費意識の向上

　3）軽油使用量の削減
＜目標未達成要因＞

　      ・アイドリングストップの励行・稼働車両の変化で燃費が下降した。 ・仕事内容は変わらないので意識一つの世界
・燃費表彰引続き実施して意識改革に努める。

  4）灯油使用量の削減
＜目標未達成要因＞

　　　 ・新車車両の入替により、洗車の回数が上昇 ・洗車で会社イメージも上がり今後しばらくは使用量は増える。
・車両洗車機の燃料であり、洗車機１台増の為

　5）LPGガス使用量の削減
＜目標達成要因＞

　　　　・仕事量の増加で使用頻度が増加した。・環境事業部の仕事量の低下で使用も低下した ・ガスリフト１台を長期使用し現車での対応はできない。
・空ぶかし等の運転改善

2. 廃棄物の削減
　1）一般廃棄物の削減

＜目標未達成要因＞
・作業の増加で排出量増加 ・顧客要望により自社での取り組みは厳しいのが実態。

・パレット輸送化が増大しているので、梱包材料も増大
3. 水使用量の削減

＜目標未達成要因＞
・洗車車両の増加で使用量は増加したが顧客には好評・洗車車両増大し顧客のイメージUP効果を優先になる。

4. ｸﾞﾘｰﾝ購入促進
・継続維持 ・引き続き継続維持
・対策車購入 ・エコに考慮した車両の購入

5．燃費向上
・デジタコ設置で運転傾向が把握でき的確な指摘 ・的確な指示で運行安定化させ燃費向上させる。

・パレット配送の増加でプラも増加

1.二酸化炭素排出量の削減
取組事項 単位 基準値 目標 実績 評価

65,395 ×
29,886 ×

1）電力使用量の削減 ｋｗｈ
Kg-Co2 30,373 29,766

66,462 65,133

Kg-Co2 20,332 19,925

  2）ガソリン使用量の削減 ℓ/百万円 5.21 5.11 4.92 〇
20,914 ×

369 ×
1,741,285 ×

3）軽油使用量の削減 ℓ/百万円
Kg-Co2 1,614,036 1,581,755

372 365

Kg-Co2 787 771

4）灯油使用量の削減 ℓ 316 310 410 ×
1,021 ×
0.225 〇
1,235 〇

　　5）LPGガス使用量の削減 ｋｇ/百万円
Kg-Co2 1,394 1,366

0.276 0.270

2.廃棄物の削減
二酸化炭素排出量合計 Kg-Co2 1,666,922 1,633,584 1,794,341

16.17 ×(紙くず、廃プラスチック） ｔ 13.53 .13.26

3.水使用量の削減 ㎥ 350 343

22 26

維持

506 ×

維持 ○

P-9

20 ×
4.ｸﾞﾘｰﾝ購入の促進
5.燃費向上（燃費目標達成車両） 台数



Ⅸ・環境関連法規と違反・訴訟の有無

　　 環境関連法規については環境規制等一覧表及び遵守チェックリストにより調査した結果、
   全て遵守しており、関係当局からの違反、環境に関する苦情、訴訟等の指摘は過去3年間
   有りませんでした。

該当法
・廃棄物処理法
・浄化槽法
・自動車リサイクル法
・自動車ＮＯX・PM法
・フロン類使用の合理化と管理の適正化法(フロン排出抑制法）
・ｸﾞﾘｰﾝ購入法
・道路運送車両法
・消防法

Ⅹ・代表者による全体の評価と見直し・指示

・意識向上を常に図り、今しなければならない事をまず全員が実行し環境に配慮する。
・安全運行の意味に意識を持ち燃費に繋げる。
・燃費達成表彰制度をさらに継続しモチベーションUPに繋げる。
・倉庫内の作業においても冷暖房機器の使用での電力量を意識する。
・洗車機の増設で水の使用は増えている様だが、磨く大切さと水の使用を意識する。
・冬場の止水栓の管理も怠らず実施する。
・事業活動から排出される産業廃棄物の削減と再資源化の意識し環境配慮に心がける。
・今後発足の営業所も当初から運用を展開する仕組みを構築し環境配慮し社会に貢献する。
・尚環境経営方針、環境経営目標、環境経営計画及び推進体制を変更せず継続実施する。

P-10

・年間の（2021年3月21日～2022年3月20日）運用で作業増ばかりに原因を持って行っては行けない。
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