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□ごあいさつ

　　　　　　　　　　　　 大阪塗工株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 代表取締役　　早瀬　利典　

＜環境保全への行動指針＞

１． 環境関連法規制や当社が約束したことを順守します。

２． 次の事項について環境経営目標・環境経営計画を定め、継続的な改善に努めます。

①電力及び燃料の二酸化炭素排出量の削減（低炭素社会への対応）

②廃棄物排出量の削減及び再資源化の推進（循環型社会への対応）

③水道水使用量の削減(水資源の保全）

④化学物質（ＰＲＴＲ）の使用削減に努めます

⑤環境に配慮した製品・資材の購入を推進します

⑥環境に配慮した製品の企画・施工を推進します

３． 環境への取り組みを環境経営レポートとしてとりまとめ公表します。

４． この環境経営方針は、全従業員に周知・徹底します。

制定日：2017年10月3日

改定日：2020年4月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長 早瀬　利典

環 境 経 営 方 針

＜環境理念＞

大阪塗工株式会社は、深刻化する地球温暖化や有資源の有効活用(再利用)を
重大事項と考え業界・団体とも連携し、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。

発行 ２００

大阪塗工株式会社は地球環境に配慮した塗材、社会に配慮した
低飛散工法等、常に塗装を通して夢が広がる地球環境に優しい、
未来に繋がる取組みを日々実施します。



□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

大阪塗工株式会社

代表取締役社長

早瀬　利典

（２） 所在地

〒661-0024

兵庫県尼崎市三反田町2-2-19

（３） 環境管理責任者氏名及び事務局連絡先

  環境管理責任者　 取締役　早瀬　基晃

  事務局 取締役　早瀬　陽子

（４） 事業内容

建築業（建築一般）

（５） 事業の規模

建設出荷額 351 百万円(2021年度）

本社 大阪支店

13名 2名

580㎡ 23㎡

（６） 事業年度 　10月～翌年9月

□認証・登録の対象組織・活動

(1) 登録組織名
大阪塗工株式会社　　

(2) 活動
建築塗装業

(3) サイト
本社　 兵庫県尼崎市三反田町2-2-19
大阪支店 大阪府大阪市西淀川区野里1-31-7

(4) 対象外
なし

従業員　　　　　

延べ床面積　　　



大阪塗工株式会社 実施体制図及び役割・責任・権限表

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
・環境管理責任者を任命
・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知
・環境経営目標・環境経営計画書を承認
・代表者による全体の評価と見直し、指示を実施
・環境経営レポートの承認

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
・環境経営目標・環境経営計画書を確認
・環境活動の取組結果を代表者へ報告・
・環境経営レポートの確認

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り組みの自己チェックの実施
・環境経営目標、環境経営計画書原案のの作成
・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
・環境経営レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

部門長 ・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
　試行・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 ・環境経営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

代表者
早瀬　利典

環境管理
責任者

早瀬　基晃

環境事務局
早瀬　陽子

本社 大阪支店
早瀬　基晃 苅谷　将宏

総務部門 営業部 工事部
早瀬　陽子 三重野　晃 勝部　賢一



□主な環境負荷の実績
単位 2019年 2020年 2021年

kg-CO2 46,013 43,831 38,319

kg-CO2 7,024 5,334 5,313

kg-CO2 33,130 31,946 29,230

トン 20.1 19.9 19.4
トン 0.625 0.420 0.415
トン 19.5 19.5 19.0
㎥ 235 249 243

トン 1,010 990 960
0.509　*1 0.418　*2 0.418　*2

※上記の二酸化炭素排出量合計値には、事務所のｷｯﾁﾝLPGを含む。

□環境目標及びその実績

（基準度) （目標） （実績） （目標） （実績） （目標）
kg-CO2 5,839 5,780 5,334 5,751 5,313 5,751

基準年比 (2017年） 99.5% 99.3% 98.5% 91.0% 98.5%
kg-CO2 33,409 33,075 31,946 32,908 29,230 32,741

基準年比

(2018年） 99.0% 95.6% 98.5% 87.5% 98.0%
kg-CO2 39,248 38,855 37,280 38,659 34,543 38,492

kg 335 328 320 327 315 325

基準年比 (2018年） 98.0% 95.5% 97.5% 94.0% 97.0%
トン 21.30 20.77 19.50 20.77 19.00 20.66

基準年比

(2018年） 98.0% 91.5% 97.5% 89.2% 97.0%
㎥ 260 255 249 255 243 254

基準年比

(2018年） 98.5% 95.8% 98.0% 97.6% 97.5%
kg 1,110 1,093 990 1,093 960 1,088

基準年比

(2018年） 99.0% 89.2% 98.5% 86.5% 98.0%
円 79,500 91,425 139,700 99,375 87,000 118,853

基準年比 (2016年） 115.0% 175.7% 125.0% 129.0% 130.0%
㎡ 1,700 1,955 2,150 1,955 2,250 2,040

基準年比 (2017年） 110.0% 126.5% 115.0% 132.4% 120.0%

項　目
二酸化炭素総排出量

　電力

　自動車燃料

廃棄物排出量
　一般廃棄物量排出
　産業廃棄物排出量
総排水量
化学物質
※電力の二酸化炭素排出量換算値

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

基準値
（2017年）

2020年 2021年 2022年

※ 上記、＊1　2015年　関電　換算値　0.509kg-CO2/kwh　　＊2　2017年　関電　換算値（調整後）　0.418kg-CO2/kwh

電力の二酸化炭素
排出量削減

ガソリンの二酸化炭
素排出量削減

上記二酸化炭素排出量合計

一般廃棄物の削減

産業廃棄物（廃油
等）の削減

節水

化学物質

グリーン購入

製品への環境配慮



□環境活動計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容
◎よくできた　○ままできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況 次年度

数値目標 ○
○ 継続
○ 継続
○ 継続
○ 継続
○ 継続

数値目標 ○
○ 継続
○ 継続
○ 継続
○ 継続

数値目標 ○

○ 継続
○ 継続
○ 継続

数値目標 ○

○ 継続

数値目標 ○
○ 継続
○ 継続

数値目標 ○
○ 継続
○ 継続
○ 継続

○ 継続

○ 継続

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

3ヶ月毎に簡易点検の実施と点検記録の維持
購入品・調達品 購入先・外注先

なお、関係当局よりの違反等の指摘・訴訟の提起等は、過去３年間ありませんでした。

取り組み計画 評　価（結果と次年度の取組内容）

電力による二酸化炭素排出量の削減
□上方修正　■現状維持　□下方修正　□基準見直し

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃） 結果・少量ながら目標値に達したが、
温暖化など環境変化で増加が懸念されるので、
今後の削減方法を検討し、安定的に削減できる
方法を探す。

・不要時のパソコン電源ＯＦＦ
・不要照明の消灯
・ＯＡ機器の省エネモード設定
・ｵﾝ/ｵﾌ機能を有したｺﾝｾﾝﾄの取替

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

□上方修正　■現状維持　□下方修正　□基準見直し

・アイドリングストップ 結果・目標達成ができた。
ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ等継続してしていき
目標達成に努める。

・急加速の抑制
・冷房の控えめ使用
・エコカーの検討

一般廃棄物の削減

□上方修正　■現状維持　□下方修正　□基準見直し

・分別ボックスの設置 結果・目標達成ができた。
意識の定着、習慣化ができ、目標達成できた。・裏紙使用

・古紙のリサイクル化
産業廃棄物（廃プラ）の削減

□上方修正　■現状維持　□下方修正　□基準見直し

・分別の徹底による有価物化 結果・目標達成がで出来た。
引き続き分別、リサイクルを出来るだけ増やす。

節水

□上方修正　■現状維持　□下方修正　□基準見直し

・洗浄工程の改善 結果・目標達成ができた。
・手洗い水量の適正化

化学物質の削減

□上方修正　■現状維持　□下方修正　□基準見直し
・塗装仕様の水性変更 結果・目標達成できた。
・ロス、有機溶剤等の削減意識
・環境配慮型塗料の提案

製品への環境配慮

・新しい塗装技術の調査・提案 光触媒ｺｰﾃｨﾝｸﾞ・遮熱塗料の推進で増進した。
引き続き仕様提案に注力し増やしていく。

グリーン購入

・購入種類の検討 結果・目標達成ができた。
引き続き代替項目を増やしていく。

□環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）
廃棄物処理法 一般廃棄物、産業廃棄物（金属類・廃プラ類・廃ガラス・廃油・木製パレッ

ト・蛍光灯等）

消防法（危険物） シンナーの保管
自動車NOｘ・PM法 車検証
フロン排出抑制法
グリーン購入法
建設リサイクル法 「廃棄物管理責任者」の選任・届出
環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。



□代表者による全体の評価と見直し

□環境活動の紹介
・光触媒コーティング材、遮熱塗料の推進
　新築、リニュアール工事における塗装仕様を、光触媒コーティング材、遮熱塗料をご提案させて頂き、
　ライフサイクルの長期化、環境配慮（光触媒・塗膜性能→空気浄化　遮熱塗料→エアコン電力の削減）の
　塗材を推進しております。

引き続き、以下の項目に取り組む。

・電力削減○
　省電力の機器の検討を増やしていく。
　こまめに電源OFFを行い、事務所、現場単位でも励行し意識定着を行う。
　ガソリン削減は、アイドリングストップ、運行ルートの最適化を常に意識し削減に努める。
・廃棄物削減○
　石綿含有塗材等の除去作業が増えるいるので、環境法令順守、安全対策に注力する。
　現場、事務所単位で分別し産廃数量削減に努め、一般廃棄、リサイクルに回すなど継続して削減に努める。
・化学物質の削減〇
　継続して仕様提案を行い、水性材料等の仕様に変更していく。
・環境配慮製品〇
　新しい塗装技術の調査や提案をテーマとして取り組むこと。


