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【事業の概要】

⑴ 事業所名・代表者名・所在地

⑵ 環境管理責任者及び担当者連絡先

fukasawa＠ｗａｔｏｈ．Ｊｐ

⑶ 事業の内容

⑷ 許認可

許可・届出先

土工工事業
とび・土工工事業
鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業
解体工事業

(許可品目)　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、金
属くず、ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類
（石綿含有産業廃棄物を含まない）        以上　7品目

一般廃棄物収集運搬業 令和4年8月5日から

　(許可品目)
家庭系一般廃棄物　(可燃物、不燃物)

平成31年3月29日から

　(許可品目)　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、金属くず、ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰ
ﾄくず及び陶磁器くず、がれき類、紙くず、木くず、繊維く

ず
富生許第47号

令和6年8月4日まで

第02221123214号
平成36年3月28日まで

産業廃棄物処分業
静岡県知事

特定建設業

神奈川県知事

※1　石綿含有産業廃棄物を含む

※2　水銀使用製品産業廃棄物を含む

令和8年5月16日まで

第 02201123214 号
令和7年11月7日まで

静岡県知事

令和3年8月26日から
令和8年8月25日まで

【　３.　組　織　の　概　要】

(許可品目)　　　　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（※1※2）、紙くず、木く
ず、繊維くず、金属くず（※2）、ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず・陶
磁器くず （※1※2）、がれき類（※1）         以上　7品目

令和元年5月25日から

(許可品目)　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、金属くず、ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄ
くず及び陶磁器くず、がれき類、紙くず、木くず、繊維くず
(石綿含有産業廃棄物を含む)（水銀使用製品産業廃棄
物を含む）                  以上　7品目

産業廃棄物収集運搬業 令和2年11月8日から

(許可品目)　　　　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（※1※2）、金属くず（※
2）、ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず（※1※2）、が
れき類（※1）、紙くず、木くず、繊維くず　　　以上　    7品
目

事　業　所　名
代　表　者　名

〒419-0205　静岡県富士市天間1942-5

〒418-0022　静岡県富士宮市小泉491-8
代表取締役　三澤　啓介

東京都知事
令和6年5月24日まで

有限会社　ワトー

本社（登記上）
事務所・中間処理場

資材置場
〒417-0001　静岡県富士市今泉626-1

環境管理事務局
環境管理責任者

(工事部工務課)　深澤　彰人
代表取締役(兼任)　三澤　啓介

電　 話　 番　 号 ０５４４　-　２２　-　９０３０
F　A　X　番　号
Ｅ　‐　ｍ ａ ｉ ｌ　

０５４４　-　２２　-　９０３１
環境事務局　(担当)

有効期限

山梨県知事 第 01900123214 号

第 1300123214 号

第 01405123214 号
令和3年5月24日から

令和3年10月24日から
令和8年10月23日まで

Ｕ　　　Ｒ　　　Ｌ  ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｗａｔｏｈ．Ｊｐ
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　⑷　許認可　による。
産業廃棄物処分業

富士宮市長

業　　　　　　種

建物総合解体業
産業廃棄物収集運搬業

一般廃棄物収集運搬業

静岡県知事 (特-3) 第 34080 号

種　　　類 許可・登録番号



⑸ 有資格者

(１級) 1名

(２級) １名

(２級) ２名

⑹ 事業規模

法 人 設 立 ：
資   本   金 ：
事 業 年 度 :
従 業 員 数 :   17名 (役員含む)
処分場敷地面積 :
事務所床面積:

・ 設備

<収集運搬許可車両>
10t　アームロール車 1台
8t　アームロール車 1台
4t　アームロール車 4台
2t　ダンプ車 3台
2t　キャブオーバ 2台
3t　ユニック車 1台

<機械設備>
1台
1台
1台
1台
1台
1台
1台
1台
1台
多数

⑺ 活動規模

4,041.190 t Ｒ3年度
189 件 Ｒ3年度
450 百万円 Ｒ3年度

1.100 t Ｒ3年度
1 件 Ｒ3年度

0.02 百万円 Ｒ3年度

223.290 t Ｒ3年度

⑻ 廃棄物運搬、処分・処理費料金

・ 産業廃棄物収集運搬の料金は、運搬先までの距離により異なりますので、お問い合わせ下さい。
(見積りは無料です。)

・ 産業廃棄物の処理料金は、種類及び量により異なりますので、お問い合わせ下さい。
(見積りは無料です。)

・ 富士宮市内の家庭系一般廃棄物の収集運搬料金は、廃棄物の量により異なりますので、
お問い合わせ下さい。
(見積りは無料です。)

<排出ガス基準 適合　・　超低騒音型>
<排出ガス基準 適合　・　超低騒音型>

コマツ　ＰＣ138ＵＳ　併用配管使用機
キャタピラー三菱　314Ｃ　解体仕様機
SUMITOMO　SH135X-7　供用配管使用機
SUMITOMO　SH120-5　供用配管使用機

HITACHI ZX225USRK-6

期首　9月1日 ～　期末　翌年　8月31日
500万円

土木施工管理技士

土木施工管理技士

建設機械施工技士

平成17年9月1日

35㎡　
790㎡

(Ｒ3.9.1～R4.8.31)

売　　　　　　　 上　　　　　　　高　:
収    集    運    搬    件    数　:
一般廃棄物収集運搬実績報告 :

<排出ガス基準 適合　・　超低騒音型>

(Ｒ3.9.1～R4.8.31)
(Ｒ3.9.1～R4.8.31)
(Ｒ3.9.1～R4.8.31)

(Ｒ3.9.1～R4.8.31)
(Ｒ3.9.1～R4.8.31)

各種解体工事アタッチメント

HITACHI ZX225USRLCK ﾂｰﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ
HITACHI ZX350LCK 3段ﾛﾝｸﾞﾌﾞｰﾑ

<排出ガス基準 適合　・　超低騒音型>
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SUMITOMO　SH200-5　供用配管使用機 <排出ガス基準 適合　・　超低騒音型>

<排出ガス基準 適合　・　超低騒音型>
HITACHI ZX50-Ｕ <排出ガス基準 適合　・　超低騒音型>

<排出ガス基準 適合　・　超低騒音型>
<排出ガス基準 適合　・　超低騒音型>

売　　　　　　上　　　　　　高　:
解　 体　 工　 事　 件　 数　:
産業廃棄物収集運搬実績　:

中間処理実績報告 : (Ｒ3.9.1～R4.8.31)



②中間処理場の概要

9）産業廃棄物の種類及び処理能力

10）処理工程図

産業廃棄物処理フロー図

自社運搬 中間処理　 破砕 再生利用

自社運搬 中間処理 破砕 製紙原料

自社運搬 再資源化処理 破砕 再資源化

自社運搬 中間処理 破砕

自社運搬 中間処理 破砕 管理型埋立

自社運搬 安定型埋立

自社運搬 安定型埋立

自社運搬　 金属原料

自社運搬 金属原料

自社運搬 中間処理 破砕・圧縮 再生利用

自社運搬 中間処理 破砕 固形燃料

自社運搬 中間処理 溶融固化 再生利用

自社運搬 中間処理 破砕 再生原料

自社運搬 中間処理 破砕 再資源化

自社運搬 中間処理 破砕 セメント原料

5

破砕施設
中間処分

ガラスくず・ｺﾝｸﾘｰﾄ
くず及び陶磁器くず

がれき類

処分方法 処分品目

排出事業者

木くず

中
間
処
理
・
破
砕

自社運搬 中間処理

がれき類

ガラス・陶磁器くず

金属くず

廃プラスチック

自社中間処理工程

原料チップ

（有）ワトー

紙くず

繊維くず

破砕

処理能力

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 4.12t/日（8.0時間）

金属くず 4.64t/日（8.0時間）

4.36t/日（8.0時間）

再生基礎裏込材
再生盛土材

3.84t/日（8.0時間）

紙くず 2.86t/日（8.0時間）

木くず 3.57t/日（8.0時間）

繊維くず 0.93t/日（8.0時間）



【②実施体制】 ※　令和3年9月1日～令和4年8月31日

《エコアクション21の要求事項》 《具体的な取組》

環境経営システムの総責任者 ○ 活動方針・計画・環境目標

1. 環境方針の制定 について従業員へ周知させる

2. 環境管理責任者の任命 ○ 取組の評価、見直し

3. 資源調達(人、もの、資金) ○ 環境目標・活動計画の承認

4. 全体計画の立案

5. 全体の取組状況の評価と見直し

環境経営システムの構築と運用

1. 外部の苦情処理 ○ 計画の策定・実施

2. 社内教育の実施 ○ 教育訓練、緊急訓練の実施

3. 緊急事態の訓練の実施 ○ 法令管理

○ システムの事務管理全般

○ 環境活動の実績集計

○ 環境活動レポートの作成・公開

○ 計画の立案、文書作成・管理

部門責任者

1. 各活動の実施

2. 緊急事態の対応

環境経営システム組織図
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認証範囲：全組織、全活動

代表取締役

三澤 啓介

環境管理責任者

代表取締役

三澤 啓介

環境管理事務局

工事部工務課

深澤 彰人

工事現場部門

責任者 望月 敏
事務所部門

責任者 三澤 真紀子

処分場部門

責任者 土屋 忠之

〇 エコドライブ実施

〇 廃棄物の分別解体

〇 節水管理

〇 エコドライブ実施

〇 廃棄物の有価物化推進

〇 車両点検実施

〇 事務所温度管理

〇 事務所水使用量管理



経営理念

有限会社　ワトーは、世界遺産「富士山」の表登山道口にて、建物総合解体業

・産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業・一般廃棄物収集運搬業を営む

事業者として、自らの事業活動に伴う環境負荷を軽減するとともに、受託した産

業廃棄物を適正に処理・リサイクルし、自然環境の保護に努め、世界遺産「富士

山」を守り、地域社会に貢献できる企業を目指し、環境経営の継続的改善をは

かります。

環境経営方針

当社は、以下の基本方針に取り組むことにより基本理念を遂行します。

⑴ 環境負荷を軽減します

①　エコドライブの推進、アイドリングストップ等により、燃料エネルギーの

　　燃費効率を高め、二酸化炭素排出量を削減します。

②　クールビズ・ウォームビズを取り入れ事務所の適切な温度管理を行ない、

　　電力使用量を削減して、二酸化炭素排出量を削減します。

③　粉じん防止のための散水は、ｼﾞｪｯﾄｳｫｯｼｬｰの使用又は散水ホースに

　　ｱｸｱｶﾞﾝを取付け、水使用量を削減します。

④　処分場での水使用量、電力消費量の削減に努めます。

⑤　コピー用紙の両面使用や梱包材の再利用により、廃棄物の排出量を軽減

　　します。

⑥　分別解体を行ない、廃棄物の再資源化に努めます。

⑦　一般廃棄物の分別を行い、廃棄物の再資源化に努めます。

⑵ 環境に関する教育及び訓練を実施します。

①　環境への取組を適切に実行できるように、教育・訓練を実施し、環境方針を

　　周知するとともに環境問題への意識向上を図ります。

⑶ 環境関連の法律・規則はもとより、その他の要求事項を遵守することを誓約します。

令和 3年  9月　1日　改定

有限会社　ワトー

【　４.　環　境　経　営　方　針　】

代表取締役　三澤　啓介
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平成23年　9月　1日　制定



※　当社の事業年度は毎年9月～翌年8月である。

※　令和1年度の実績を基準とし、2年度より環境負荷項目について以下のとおり削減率及び
　目標数値を定めた。今年度（3年度）は下記の通りである。

※　二酸化炭素排出量については、売上げ百万円当たりの排出量とする。

【短期目標】

※ 二酸化炭素排出量（売上100万当りのkg）は、昨年度（R2年度）より目標数値を定めた。

※ 電気使用量・水使用量は、昨年度（Ｒ2年度）より目標数値を定めた。

※　軽油・ガソリン(現場作業用)の使用量については、工事内容により使用機器の稼働状況が大きく
　　異なることから、二酸化炭素排出量の目標（毎年1％減）にし、個別の削減目標を定めず、未使用
　　時のエンジン停止等の環境配慮の努力。又、軽油・ガソリンの内車両に使用する分については、
　　各車両の燃費を把握し、燃費の向上に努める。

事務所、営業用のｶﾞｿﾘﾝ使用量のみ2000Lの目標を定めておく。

※　廃棄物排出量
・　事務所で発生する事業系廃棄物は少量の為、数値目標は定めない。
・　紙(コピー用紙)は、コピー機のカウンター機能により使用量を把握し、両面使用を徹底する。
・　ビン・缶・ペットボトル等は各自が持ち帰り処分している。
・　現場で発生する産業廃棄物は、仕事の内容により発生量が大きく変化する為、数値目標は
　　定めない。又、アスベスト含有産業廃棄物を除き、100％分別している事から、混合廃棄物に
　　絞り分別を最重要とし混合率を5％以内に目標を定める。

※　中間処理量は毎年度5％アップを目標としている。

1年度実績5％up

%以内

現状維持又
は5％以内

二酸化炭素排出量
（売上100万円当たりの㎏）

2.71

水使用量　（㎥）　(事務所・処分場)

中間処理量（ｔ） 234.96 247.3
(混合廃棄物率の削減)

数値無 環境配慮の徹底

12,726 10,911

430,329

1,383.79

230210
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％ 5.00

現状維持
（230㎥）

1㌫

産業廃棄物

目標削減率

ガソリン使用量（ℓ）

電気使用量（ＫＷｈ）

（事務所・営業用）

2,000.00

※電力・二酸化炭素換算係数：0.447

【　５.　　環　境　経　営　目　標　】

水使用量　（㎥）　(現場)

令和2年度 令和3年度項目

1103.4

実績数値

1081.040

目標数値

1㌫



【6.　 ①環境活動経営計画】　(令和3年度)

責任者

事務所温度管理 三澤真紀子 ｴｱｺﾝの温度設定(夏:28℃、冬:23℃)

ファックスのＰＤＦ化 三澤真紀子 無駄なＦＡＸを受信プリントしない

設備機器の電源管理 処分場担当 未使用時の機器・設備の電源ＯＦＦ

車両の燃費向上 望月敏 ｴｺ・ﾄﾞﾗｲﾌﾞ・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの推進

土屋忠之 日常点検・整備により燃費向上

重機の燃費向上 各オペレーター 重機使用時のアクセル調整・日常点検

漏水の点検(事務所) 深澤彰人 使用量のﾁｪｯｸにより、確認する。

適切な散水(処分場) 処分場担当 散水ノズルを使用し、使用量を抑える

適切な散水(作業場所) 現場職長 ｼﾞｪｯﾄｳｫｯｼｬｰ・散水ノズル使用し使用量を抑える

コピー紙両面利用 三澤真紀子

PC・E-mail有効利用 三澤真紀子 FAX等の無駄なﾌﾟﾘﾝﾄを減らす

現場職長 分別解体により、処分場(ﾘｻｲｸﾙ)へ搬入

廃棄物の再資源化推進 現場職長 廃棄物処理場の選定。

中間処理場

土屋忠之 顧客を増やし中間処理量を増やす。

土屋忠之 必要時の稼働を行う事で電気、燃料使用を抑える

土屋忠之 粉塵発生時のみの節約散水を行い水道料を抑える

土屋忠之 分別掲示を行い効率化を図る

勉強会・検討会の実施 社長 安全協議会等（5.8.12月）

緊急訓練の実施 社長 安全協議会

データ収集、文書・記録管理 深澤彰人 適宜

環境活動レポート作成 深澤彰人 毎年9月～10月に取りまとめ

苦情対応・処理 社長 発生の都度

近隣への環境配慮・的確施工 現場職長 近隣住民への工事案内、挨拶の励行

法令確認 深澤彰人 №8環境関連法規の適宜確認
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環境に配慮した現場管理

法令遵守

廃棄物削減

紙使用量の削減

建設副産物の再資源化

環境に関する教育・訓練の実施

環境活動レポートの公表・地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

産廃受け入れ量増加

破砕機、重機の効率的な稼働

適切な散水（処分場）

受託廃棄物のﾘｻｲｸﾙ率の向上

水使用量削減

　　実施項目

環境負荷の軽減

二酸化炭素排出量削減

電力使用量削減

化石燃料削減



《令和3年度　令和3年9月から令和4年8月まで》

《①結果の分析と評価》

中間処理量（委託分）
中間処理受入量の増加は目標を達成出来なかったが、今後も顧客を増やし受入量
を多くして行く。
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産業廃棄物　(混合廃棄物率％) ％ 2.41%5％以内

項　　　目 分　析　　と　　評　価

〇

目標を達成出来た。現場及び処分場での節水取り組みが上手に行えた事が、達成
に繋がった。引き続き取り組み計画を実施して行く。

目標数値化はしていないが、現場ごとに状況が異なるため、常に近隣への騒音・振
動・粉じん・交通等環境配慮について徹底しており、今後も各現場、処分場ともに環
境配慮を徹底します。

二酸化炭素排出量

前年度実績をもとに目標値を定めた。。目標値（売上100万当り）を1,081.04㎏に設定
していたが、959.62㎏と目標を達成できた。引き続き、エコドライブによる燃費向上を
実施する。

取り組みは実施しているが、目標値を超えてしまった。処分場での破砕機等の取り扱
い及び、事務所内でのエアコン・照明等の省エネに努めて行く。

環境配慮について

水使用量　　(事務所)

水使用量　　(現場)

二酸化炭素排出量

100万円当り（㎏）

ガソリン使用量（ℓ）

（事務所・営業用）

電気使用量（ＫＷｈ）

【7.　環境目標(短期)の実績評価】

(○・×)
達成状況

実績数値

令和3年度

目標数値

令和3年度
単　位

※電力・二酸化炭素換算係数：0.447

項　　目

○

環境配慮の徹底

230

431,830.96

㎥

㎥

ℓ

KWh

㎏
959.62

1,081.04

混合廃棄物率

混合廃棄物率の目標を現状維持又は5％以内に設定。結果は2.41パーセントに抑え
られた。混合廃棄物は現場での分別を徹底及び、処分場での選別搬出先の工夫に
より現状を維持出来るようにして行く。

グリーン購入

2,000.00

10,911

〇

環境配慮の徹底

169

1,539.85

12,015

〇

×

事務所の廃棄物は紙類であり、コピー用紙がほとんどであることから両面使用を徹底している。
ダンボールも少量出るが地域の資源回収に出している。現場から出る廃棄物は、マニフェスト
を使用し、現場で分別しそのほとんどが中間処理場(ﾘｻｲｸﾙ場の選定を行ない)へ搬入してい
る。また、分別することから混合廃棄物の発生量を抑える努力をしています。

廃棄物排出量

目標数値化はしていないが、消耗品については購入時に環境配慮型商品を優先的
に購入している。

安全協議会でエコアクション21の取組について説明・確認している。
また、当社は建物解体業を営んでおり、作業現場ごとに緊急事態が発生するおそれ
がある。緊急事態発生においては迅速な対応が求められることから、緊急連絡網の
整備・連絡票の作成を行ない、緊急連絡体制の周知徹底を行なっている。

教育・緊急訓練

×

購入電力量

2,000Lと目標値を定めたが、目標を達成できた。

中間処理量（委託分） ｔ 247.30 223.29

水使用量

ガソリン使用量
(事務所・営業用)



《②次年度からの目標》

※電力・二酸化炭素換算係数：0.447

二酸化炭素排出量及び電気使用量の目標は、当面の間、毎年度0.5％減ずつに
目標を定める。

水使用量・ガソリン使用量は、令和2年度からの目標数値を維持とする。

混合廃棄物率は5％以内を維持。

中間処理量を、毎年度の実績より5％upを目標とする。

電気使用量（ＫＷｈ）

1081.040 1075.635 1070.257
0.5％減目標値

10,856

230

10,911

ガソリン使用量（ℓ）
2,000

2,000
維持 維持

（事務所・営業用） 2,000

前年度実績より5％アップ 前年度実績より5％アップ

247.3 235.04

2,000
維持

0.5％減目標値
10802

中間処理量（t）

230 230 230

(混合廃棄物率)

水使用量　（㎥）　(現場) 数値無 環境配慮の徹底

廃棄物率5%以内5％以内
産業廃棄物

水使用量　（㎥）　(事務所)

前年度実績より5％アップ

環境配慮の徹底 環境配慮の徹底

廃棄物率5%以内 廃棄物率5%以内

項目

0.5％減目標

0.5％減目標

目標数値 目標数値 目標数値 目標数値

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

二酸化炭素排出量 0.5％減目標値 0.5％減目標値
（売上100万円当たりの㎏）
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※1

※2

※3

※4



【③　環境活動計画実施状況確認表】

責任者 結果

事務所温度管理 三澤真紀子 ｴｱｺﾝの温度設定(夏:28℃、冬:23℃) 〇

ファックスのＰＤＦ化 三澤真紀子 無駄なＦＡＸを受信プリントしない 〇

設備機器の電源管理 処分場担当 未使用時の機器・設備の電源ＯＦＦ 〇

車両の燃費向上 望月敏 ｴｺ・ﾄﾞﾗｲﾌﾞ・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの推進 〇

土屋忠之 日常点検・整備により燃費向上 〇

重機の燃費向上 各オペレーター 重機使用時のアクセル調整・日常点検 〇

漏水の点検(事務所) 深澤彰人 使用量のﾁｪｯｸにより、確認する。 〇

適切な散水(処分場) 処分場担当 散水ノズルを使用し、使用量を抑える 〇

適切な散水(作業場所) 現場職長 ｼﾞｪｯﾄｳｫｯｼｬｰ・散水ノズル使用し使用量を抑える 〇

コピー紙両面利用 三澤真紀子 〇

PC・E-mail有効利用 三澤真紀子 FAX等の無駄なﾌﾟﾘﾝﾄを減らす 〇

現場職長 分別解体により、処分場(ﾘｻｲｸﾙ)へ搬入 〇

廃棄物の再資源化推進 現場職長 廃棄物処理場の選定。 〇

中間処理場

土屋忠之 顧客を増やし中間処理量を増やす。 〇

土屋忠之 必要時の稼働を行う事で電気、燃料使用を抑える 〇

土屋忠之 粉塵発生時のみの節約散水を行い水道料を抑える 〇

土屋忠之 分別掲示を行い効率化を図る 〇

勉強会・検討会の実施 社長 安全協議会等 〇

緊急訓練の実施 社長 安全協議会 〇

データ収集、文書・記録管理 深澤彰人 適宜 〇

環境活動レポート作成 深澤彰人 毎年9月～10月に取りまとめ 〇

苦情対応・処理 社長 発生の都度 〇

近隣への環境配慮・的確施工 現場職長 近隣住民への工事案内、挨拶の励行 〇

法令確認 深澤彰人 №8環境関連法規の適宜確認 〇

水使用量削減

　　実施項目

環境負荷の軽減

二酸化炭素排出量削減

電力使用量削減

化石燃料削減
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廃棄物削減

紙使用量の削減

建設副産物の再資源化

産廃受け入れ量増加

破砕機、重機の効率的な稼働

適切な散水（処分場）

受託廃棄物のﾘｻｲｸﾙ率の向上

環境に関する教育・訓練の実施

環境活動レポートの公表・地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

環境に配慮した現場管理

法令遵守



【④　問題点の是正処置及び予防処置の結果】

　　環境経営システム全般の運用状況をガイドラインで要求する１３項目に沿って確認し、問題点

　　及び予防処置、改善策等を表記した。

(1) 対象組織・活動の明確化 対象組織は会社全体であり、全員で取組んでいる。

(2) 環境方針の策定 一般的な環境負荷の軽減に加えて、建物解体業者 社員が日常意識できる

・産業廃棄物収集運搬・処分業者としての内容を盛り込んだ。 ように、社内に掲示する。

(3) 負荷・取組状況把握 負荷項目は毎月パソコンに記録し、定期的に自己負荷

及び評価 チェックや取組自己チェックにより確認を行なっている。

(4) 環境関連法規等の 当社が関連する法規等を一覧表にとりまとめて定期的

とりまとめ に遵守状況や改正がないか確認しており、諸改正に

ついては日常から情報収集に努めている。

(5) 環境目標及び 二酸化炭素排出量の数値の目標値設定は売上に対しての、

計画の策定 値である。昨年度（2年度）より、目標値を設定しなおしその

目標を目指して取り組んでいる。

(6) 実施体制の構築 実施体制は部門の責任者を軸に行う。

(7) 教育・訓練の実施 エコアクション21に取り組むことを確認し、安全協議会等 訓練実施の記録を確実

で確認を行なっている。 に保管・管理する。

(8) 環境コミュニケーション 外部からの苦情等は、必ず代表者に報告、対応策を 対応票の書式をEA21

の実施 協議して、解決するしくみとなっており、苦情等は 書式に改訂する。

対応票を作成・記録し、全体会議で周知させている。

(9) 現場作業時の 環境負荷項目としては事務所、置場での電力消費、水使 負荷削減項目に加えて

実施及び運用 用量、ガソリン消費量である。 環境に配慮し、安全を

現場及び処分場においては、車両点検表に基づき、点 第一に現場作業を行な

検を行ない記録・整備を行なってい下記事項を遵守して っていく。

環境配慮を行なっている。

①作業現場で近隣住民の方へ挨拶の励行。

②朝礼時、KY活動を行ない、作業内容を確認、危険

　箇所・粉じん対策・環境への影響等が無いように、

　全員に徹底している。

③重機及び機械等は、使用前点検を実施している。

　(重機等は法定点検・定期点検を実施、オイル交換

　も指定稼働以内で実施している。)

④重機は低振動・低騒音型を使用して、環境配慮を

　行なっている。

⑤養生ｼｰﾄにより、廃材の飛散や粉じんを防止している。　

⑥水資源の節水では、散水ホースのアクアガンを取付

　適切な散水を行なっている。

　又、ｼﾞｪｯﾄｳｫｯｼｬｰは節水ﾀﾝｸのあるものを使用して、

　水の流出を防いでいる。

⑦作業終了時は必ず周辺の清掃を行ない、近隣住民

　に不快感を与えないようにしている。

ガイドライン要求事項 現状の取組内容等
是正及び予防処置

・改善等
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大防法関係（石綿事前調
査）が強化されたので、
注意していく。

昨年度より目標値を新た
に定め目標を達成出来る
よう努めてきた。達成でき
なった項目もあったが、
来年度からも努力してい
く。



(10) 緊急事態の準備 緊急事態に対応する
及び対応 ための訓練を実施する

(11) 文書及び記録の
作成・管理

(12) 取組状況の確認 運搬車両及び建設機械
及び評価 等は、低燃費なものに、

随時入れ替えを行って
いく。

(13) 代表者による全体の
評価と見直し

運搬車両及び建設機械等に利用しており、仕事の

ガイドライン要求事項
是正及び予防処置

・改善等

緊急事態に対する予防措置として、各現場での朝礼時

又、二酸化炭素排出量のうち軽油使用量については
評価を行ない、環境レポートに記載する。
個々の項目について、定期的に取組状況を確認し、

現状の取組内容等

パソコン・書面により文書及び記録を保管している。
又、緊急連絡網・連絡票は整備できている。
にKY活動を行なっている。
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として全体を評価し、見直しを指示している。
環境管理責任者・事務局からの報告を受け、代表者
運搬車両の燃費を把握して、エコドライブを推進する。
内容により増減するため、削減項目には計上せず、



［軽油使用量について］

車両クラスごとの燃費を算定(原単位による考察)

☆　平成28年9月～29年8月
車両クラス 走行距離　(㎞) 消費燃料　(ℓ) 燃費　(㎞/ℓ)

平均値

2t車　(4台) 70,970 8,528.54 8.32

4t車　(4台) 112,398 22,116.14 5.08

☆　平成29年9月～30年8月
車両クラス 走行距離　(㎞) 消費燃料　(ℓ) 燃費　(ℓ/㎞)

平均値

2t車　(4台) 60,719 7,416.55 8.19

4t車　(4台) 99,407 20,524.38 4.84

☆　平成30年9月～令和元年8月
燃費　(ℓ/㎞)

平均値

2t車　(4台) 60,097 7,664.12 7.84

4t車　(4台) 93,718 18,181.81 5.15

8t車・10ｔ車（2台） 31,519 6,795.35 4.64

☆ 令和元年9月～令和2年8月
燃費　(ℓ/㎞)

平均値

2t車　(4台) 60,721 7,707.90 7.88

4t車　(4台) 86,681 16,240.63 5.34

8t車・10ｔ車（2台） 33,555 9,490.41 3.54

☆ 令和2年9月～令和3年8月
燃費　(ℓ/㎞)

平均値

2t車　(5台) 52,254 6,587.71 7.93

4t車・ﾕﾆｯｸ車(5台) 91,471 17,023.69 5.37

8t車・10ｔ車（2台） 25,664 6,587.89 3.90

☆ 令和3年9月～令和4年8月
燃費　(ℓ/㎞)

平均値

2t車　(5台) 53,376 7,201.64 7.41

4t車・ﾕﾆｯｸ車(5台) 89,174 17,515.14 5.09

8t車・10ｔ車（2台） 32,216 9,233.12 3.49

○　この燃費平均値は、燃料給油時に運転手が「車両燃料給油表」に走行距離と給油量を記録

　　したものを車両ごとに月ごと集計を1年間にまとめて平均したものである。

○　燃費は諸条件(積荷の重量、道路の昇り・下り)により左右される。

<燃費を向上させるために>
○　エコドライブの推進
○　アイドリングストップの推進
○　車両整備の徹底
○　低燃費車両への入替
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車両クラス 走行距離　(㎞) 消費燃料　(ℓ)

車両クラス 走行距離　(㎞) 消費燃料　(ℓ)

車両クラス 走行距離　(㎞) 消費燃料　(ℓ)

車両クラス 走行距離　(㎞) 消費燃料　(ℓ)



【⑤　次年度環境活動計画（目標）表】(令和4年度)

責任者

事務所温度管理 三澤真紀子 ｴｱｺﾝの温度設定(夏:28℃、冬:23℃)

ファックスのＰＤＦ化 三澤真紀子 無駄なＦＡＸを受信プリントしない

設備機器の電源管理 処分場担当 未使用時の機器・設備の電源ＯＦＦ

車両の燃費向上 望月敏 ｴｺ・ﾄﾞﾗｲﾌﾞ・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの推進

土屋忠之 日常点検・整備により燃費向上

重機の燃費向上 各オペレーター 重機使用時のアクセル調整・日常点検

漏水の点検(事務所) 深澤彰人 使用量のﾁｪｯｸにより、確認する。

適切な散水(処分場) 処分場担当 散水ノズルを使用し、使用量を抑える

適切な散水(作業場所) 現場職長 ｼﾞｪｯﾄｳｫｯｼｬｰ・散水ノズル使用し使用量を抑える

コピー紙両面利用 三澤真紀子

PC・E-mail有効利用 三澤真紀子 FAX等の無駄なﾌﾟﾘﾝﾄを減らす

現場職長 分別解体により、処分場(ﾘｻｲｸﾙ)へ搬入

廃棄物の再資源化推進 現場職長 廃棄物処理場の選定。

中間処理場

土屋忠之 顧客を増やし中間処理量を増やす。

土屋忠之 必要時の稼働を行う事で電気、燃料使用を抑える

土屋忠之 粉塵発生時のみの節約散水を行い水道料を抑える

土屋忠之 分別掲示を行い効率化を図る

勉強会・検討会の実施 社長 安全協議会等（5.8.12月）

緊急訓練の実施 社長 安全協議会

データ収集、文書・記録管理 深澤彰人 適宜

環境活動レポート作成 深澤彰人 毎年9月～10月に取りまとめ

苦情対応・処理 社長 発生の都度

近隣への環境配慮・的確施工 現場職長 近隣住民への工事案内、挨拶の励行

法令確認 深澤彰人 №8環境関連法規の適宜確認
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環境活動レポートの公表・地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

環境に配慮した現場管理

法令遵守

　　実施項目

環境負荷の軽減

二酸化炭素排出量削減

電力使用量削減

化石燃料削減

適切な散水（処分場）

水使用量削減

廃棄物削減

紙使用量の削減

建設副産物の再資源化

産廃受け入れ量増加

破砕機、重機の効率的な稼働

受託廃棄物のﾘｻｲｸﾙ率の向上

環境に関する教育・訓練の実施



⑴　環境関連法規等の遵守状況の確認・評価及び違反・訴訟の有無

　　当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反は無かった。

　　又、法規関係においては、改正に関する定期的な確認を行ない、日頃から情報収集に努める。

　遵守状況確認　　令和4年 8月31日現在　違法なし

遵守
状況

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

⑵　訴訟等の有無

　　過去三年間において関係機関からの指摘、地域住民等利害関係者からの訴訟は無い。

17

廃棄物の悪臭・飛散防止

自動車Nox・PM法 排出基準の規制遵守

自動車リサイクル法

地球温暖化対策推進法

環境基本法

リサイクル料金の支払い

温室効果ガス抑制措置等一般的自主努力

富士宮市一般廃棄物
の適正な処理に関す
る条例

産業廃棄物
収集運搬業
者・処分業者と
して遵守する
法律

水銀含有廃棄物の処理・破損対策、許可業者への引き渡し

消防法 火災の予防・警戒・鎮圧

一般廃棄物
収集運搬業者
として遵守
する条例

静岡県産業廃棄物の
適正な処理に関する
条例

管理票交付実績・収集運搬実績の年間報告

不法投棄の禁止

排出事業者として、産廃処理委託先の実地確認(ﾁｪｯｸｼｰﾄ作成)

事業者として
遵守する法律

浄化槽法 点検、整備及び法定検査の実施

フロン抑制法 重機エアコンの簡易点検（汚れ、破損、機械異常音、異常振動、油にじみ）

環境経営の取組

富士宮市一般廃棄物収集運搬業許可の更新・変更届

富士宮市清掃センターの受入許可の更新・変更届

富士宮市の分別・搬入方法の遵守

収集運搬実績の月間報告

マニフェストの運用・管理・保管(5年間)

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

建設廃棄物処理委託契約書の締結

産業廃棄物収集運搬業許可の更新・変更届出

工事現場における作業環境の保持

大気汚染防止法

具体的確認内容

資源有効利用促進法 処分場(リサイクル場)の選定

有資格者による作業等

建物総合
解体業
として遵守
する法律

一定規模以上の解体対象建物の石綿使用状況の調査・報告

【8.　環境関連法規等の遵守状況の確認・評価及び違反・訴訟の有無】

労働安全衛生法 ○

振動規制法
騒音規制法

建設リサイクル法

建設業法

労働基準法 労働災害発生の防止

県知事許可更新・変更届提出

○
制限基準値の遵守
指定地域内における特定建設作業の事前届出

工事着工7日前までに届出、分別解体、再資源化の努力

適用対象 法令名等



　《確認事項》

1. 環境目標の達成状況

2. 環境活動計画の実施及び運用結果

3. 環境関連法規等の遵守状況

4. 外部からの環境に関する苦情や要望等

5. 環境経営システムの運用状況及び結果

6. 問題点の是正の処置及び予防処置の結果

　　　※　環境活動レポートにおいて確認

　《見直し事項と指示》

1. 二酸化炭素排出量・電気・ガソリン・水道使用量・中間処理量について、昨年度より

目標数値を設定した。取組み計画は実施しているものの、実績を比較すると目標値

を超える項目もあった。中間処理量も増えるよう来年度からも引き続き、全ての目標を

達成できるように活動して行く。

2. 環境活動が定着していくように、日常業務の中で指導していく。

3. 環境関連法規について改正情報等を収集し、法令遵守を徹底する。

4. 顧客を含めた外部からの発信情報を確実にキャッチして、事業活動に生かしていく。

5. 環境方針について、社員が日常意識できるように、社内に掲示する。

6. 環境活動が定着化するように勉強会及び緊急訓練を定期的に行う。

7. 環境に配慮した現場作業を確実に行っていく。

　《全体評価》

当社は、建物総合解体業・産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業を営んでいます。

中間処理量が大幅に増えたことは、非常に良い事だと思います。その他目標も達成でき

るよう目標に向け活動して行きたいと思います。また今まで以上にエコアクション21の活動

を定着化出来るように努力し、活動に取り組むことにより、地球環境の保全に貢献したい

と考えます。

有限会社　ワトー
　代表取締役　三澤　啓介

【9.代表者による全体評価と見直しの結果】

令和　4年 9月 29日
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