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□ごあいさつ

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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・活動計画を定め、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・節水に努めます（水資源の保全）
④ 　化学物質の適正使用に努めます
⑤ 　事務用品のグリーン購入を推進します
⑥ 　近隣環境に配慮した塗装作業を徹底します

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． この環境方針は、全従業員に周知・徹底します。

制定日：

更新日：

代表取締役社長　　　　

　遠 藤　貴 義

2021年9月1日

＜環境理念＞

日の丸塗装株式会社は、ますます深刻化する地球温暖化や、地下資源の枯渇などの環境
問題が、経営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。

2011年11月10日

近年、様々な環境問題が深刻化し、やっと重視されるようになりまし
た。私たち全員が自分（各企業）にできる事を見つけ、一つずつ実施
し、改善させる事が必要です。
弊社も、今まで以上に環境問題に目を向け、取りくんでまいりたいと思
います。

  日の丸塗装株式会社

    代表取締役　遠藤　貴義　

環 境 経 営 方 針



□組織の概要

（１） 名称及び代表者名

日の丸塗装株式会社

代表取締役社長　遠藤　貴義

（２） 所在地

本　　　社 大阪府大阪市大正区小林西1丁目7番18号

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

現場環境責任者　 遠藤　貴義

事務環境責任者 遠藤　貴義

（４） 事業内容

塗装工事業　全般

（５） 事業の規模

売上高 1億円 （2022年8月期）

資本金 4500万円

本社 倉庫

5　名 －

７５ ㎡ ７５ ㎡

（６） 事業年度 ９月～８月

□認証・登録の対象組織・活動

登録組織名： 日の丸塗装 株式会社

サイト： 本社　　大阪市大正区小林西1-7-18

活動： 塗装工事業

□主な環境負荷の実績

単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

kg-CO2 31,765.1 31,765.1 29,820.5 21,637.6 18,785.1

トン 1.857 1.840 1.775 1.842 1.790

トン 1.84 6.63 9.11 4.20 1.84

㎥ 242 239 239 226 241

※電力の二酸化炭素排出量換算値：0.334(kg-CO2/kWh）関西電力㈱2018年度調整後排出係数

※二酸化炭素総排出量には事務所の都市ガスと現場の軽油（コンプレッサー等）を含む

総排水量

延べ床面積　　　

項　目

二酸化炭素総排出量

廃棄物排出量

　一般廃棄物量排出量

　産業廃棄物排出量

従業員　　　　　



□環境目標及びその実績

2020年度 2020年度 2021年度 2021年度

（基準度) （目標） （実績） （目標） （実績）

kg-CO2 2,222 2,133 2,259 2,133 2,127

基準年比 (2018年） 96.00% 101.67% 96.00% 95.72%

kg-CO2 27,250 26,160 17,015 26,160 16,658

基準年比 (2018年） 96.00% 62.44% 96.00% 61.13%

kg-CO2 29,472 28,293 19,274 28,293 18,785

kg 1,840 1,766 1,842 1,766 1,790

基準年比 (2018年） 96.00% 100.11% 96.00% 96.00%

kg 6,630 6,365 4,200 6,365 1,840

基準年比 (2018年） 96.00% 63.35% 96.00% 27.75%

㎥ 239 229 226 229 241

基準年比 (2018年） 96.00% 94.56% 96.00% 100.84%

57.5% 61.5% 67.2% 59.5% 52.0%

基準年比 (2018年）

91.7% 95.7% 75.0% 100.0% 100.0%

基準年比 (2018年）

・飛散防止 ・飛散防止 ・飛散防止

・騒音防止 ・騒音防止 ・騒音防止

塗装作業に関する環境
配慮

達成 達成
・飛散防止

・騒音防止

化学物質の適正使用
 ・弱溶剤塗料の
　使用比率

61.5%

グリーン購入
 ・グリーン対象品の購
入比率

100.0%

産業廃棄物の削減 6,232

94.00%

水道水の削減 225

94.00%

上記二酸化炭素排出量合計 27,704
一般廃棄物の削減 1,730

94.00%

94.00%

自動車燃料の二酸化炭
素排出量削減

25,615

94.00%

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

基準値
 2018年度 2022年度

（目標）

電力の二酸化炭素排出
量削減

2,089



□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　○できた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況

数値目標 〇

○

○

○

○

○

○

○

数値目標 ○

○

○

○

数値目標 ×

○

○

数値目標 ○

○

○

数値目標 ×

○

○

数値目標 ×

○

数値目標 〇

○

○

○

□主な環境関連法規

塗装作業に関する環境配慮

・塗料飛散 ・現場での塗料飛散や騒音防止に努めており、苦情は
発生していない。
・引き続き、飛散防止の養生などを、作業員に徹底さ
せる。

・騒音防止

・受注業務の影響もあったが目標は見達成であった。
・引き続き使用比率を監視する。　　　　　　　　　　　　・
弱溶剤の使用推進をし目標を達成できるように努める。

・強溶剤、弱溶剤塗料の使用比率

　は60％前後の使用比率を目安として

　監視する。

グリーン購入

・100%達成であったので、引き続き目標を継続する

・事務用品グリーン購入比率向上

水道水の削減

・社員が節水を心掛けたが目標を未達成であった
・住居部分も含めて節水に取り組み目標を達成できる
ように努める。

・節水シールの貼り付け

・お手洗いの水量の適正化

化学物質の適正使用

・活動は実施出来たが数値目標は未達成であった。
・引き続きデータでやり取りが出来る仕事はなるべく
紙で打ち出さずに紙媒体の使用を削減する

・分別ボックスの設置

・裏紙使用

産業廃棄物の削減

・元請工事の産業廃棄物が来期になるために今期は少
なかった
・無駄な産業廃棄物を出さない為に、作業後まだ使用
できる工具や材料等を点検し廃材減少に努める。

・工程ロスの削減

・発生量の抑制

・全社員が積極的に電車、バス等の交通機関を利用す
ることで削減目標を達成することができた。・エコドライブの実践

・効率的な移動経路

・積載オーバーをしない ・引き続き公共交通機関の利用などを推進し削減に努
める。

一般廃棄物の削減

・小型のヒーターを必要時のみ使用する

・白熱灯をＬＥＤ電球に交換

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

電力による二酸化炭素排出量の削減

・コロナ禍で事務所での作業が多かったが電気使用量
削減目標は達成した。
・今後も空調温度の適正化を重視し徹底的に管理しま
す。

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃）

・不要時・昼休みの消灯

・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

取り組み計画 評　価（結果と次年度の取組内容）



　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。

なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去３年間ありませんでした。

□代表者による全体の評価と見直し・指示

　　

　　

フロン排出抑制法 　業務用空調機

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。

エコアクション２１活動で目標設定をしていることにより、環境に対する意識は高まっていま

す。今年度も、これまでの活動を継続します。

特に、環境法令を遵守し、顧客の要請に応えていきます。コロナ禍の為、環境経営目標の

各数値は平常時と異なっている。しばらくの間、現状の目標を維持することとします。

廃棄物処理法 　一般廃棄物、産業廃棄物

騒音規制法 　空圧機

消防法（危険物） 　シンナーの保管

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）


