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有限会社孝栄総業
発行日：2022年12月15日

環境経営レポート
2021年度2021年6月〜2022年5月



資源循環型社会に貢献する企業を目指して

• 私たちの生活に欠くことのできない、豊かな美しい環境。

• この環境の維持と産業の発展の両立を実現すべく

循環型社会の構築が重要課題とされています。

• 私ども孝栄総業は、皆様からの信用を重く受け止め

長年培った確実な技術力を駆使して次世代を担う子供達

が安心して暮らせる安全な環境へ社員一人一人が意識を

持ち展開して参ります。

孝栄総業のWhy



孝栄総業の４つの業務

詳細につきましては弊社のHPをご覧ください。https://koueisougyou.co.jp

何を解決するのか

2020.5.16



孝栄総業の５つの強み

詳細につきましては弊社のHPをご覧ください。https://koueisougyou.co.jp



環境経営方針

【基本理念】

有限会社孝栄総業は、廃棄物の収集運搬業において効率的な再資源化を進めてきましたが、エコ
アクション2 1 環境経営システムを導入することにより、より効果的な活動を展開することで、
今後より一層、地球及び地域の環境の継続的改善に貢献することを誓約します。

【行動指針】

当社は、基本理念の実現に向け日頃の事業活動のなかで環境保全に配慮して行動する事を経営の
重要課題の一つとしてとらえ、次の行動指針を定めます。
1.収集運搬事業に伴うサービスの環境負荷を低減し、環境への影響を最小限にとどめるために次
の取り組みを行います。
① 収集・運搬等における二酸化炭素排出量の低減
② 使用電力量の低減
③ サイト内から排出する廃棄物の低減
④ 水道使用量の低減
⑤ 収業運搬サービスに関する環境配慮
⑥ 時代の変化に応じた強靭な経営体質の推進
2.エコアクション21への取組みの自己チェックを行い継続的な改善を図ります。
3.事業活動において適用される環境法規制等を遵守します。
4.環境保全関連の行政機関・団体などの環境保全施策に協力すると共に地域社会における環境保
全活動に参画し、社会貢献活動を推進します。

5.環境教育・訓練の実施により、全ての従業員に環境方針を周知徹底すると共に、環境保全に関
する認識を高め、社内における環境保全状況の知識・認識の向上を図ります。

6.環境経営方針を公開すると共に必要な環境情報の開示に努めます。
制定日：2014年4月1日
改定日：2021年3月15日

有限会社孝栄総業
代表取締役 籠宮 正幸



組織の概要

◼ 名称及び代表者名
➢ 有限会社孝栄総業
➢ 代表取締役社長 籠宮 正幸

◼ 設立年月日
➢ 昭和59年9月1日

◼ 所在地
➢ 本社：〒349-1132 埼玉県加須市旗井1113番地3
➢ 資材置場：〒349-1132 埼玉県加須市旗井1305番地1

◼ 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
➢ 籠宮 正幸
➢ ☎0480-72-6666 Fax 0480-72-3788

◼ 事業内容
➢ 一般廃棄物収集運搬、産業廃棄物収集運搬、資源物の買取販売



組織の概要

◼ 事業年度
➢ 6月～5月

◼ 事業の規模
➢ 資本金：1,000万円
➢ 従業員数：12名
➢ 売上高：11,868(万円）（2021年度）

◼ 収集運搬実績(2021年度)
一般廃棄物 産業廃棄物 資源回収 総重量

3,113 1,629 387 5,129
単位(トン)

◼ 対象範囲
➢ 全組織・全活動を対象とする。



許可内容

産業廃棄物収集運搬業許可証一覧

許可県 許可番号 許可・更新取得日 許可期限 産業廃棄物の種類

東京都
知事

第13-00-041049号 平成30年3月3日 令和5年3月2日

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラ
スチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物性残
さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラ
ス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、
動物のふん尿、動物の死体、ばいじん
（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。）

埼玉県
知事

01105041049 令和3年7月27日 令和8年7月15日

燃え殻、汚泥（#1)、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃
プラスチック類（*）（#1)、紙くず、木くず、繊維くず、
動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金
属くず（#1)、ガラスくず・コンクリートくず（がれき
類を除く。）及び陶磁器くず（*)（#1)、鉱さい、が
れき類(*)、動物のふん尿、動物の死体、ばいじ
ん
※産業廃棄物の種類に（*)表示のある場合は石
綿含有産業廃棄物を含み、表示のない場合に
は含まない。
※産業廃棄物の種類に（#1)表示のある場合は
水銀使用製品産業業廃棄物を含み、表示のな
い場合は含まない。



許可内容

千葉県
知事

第01200041049号 令和4年9月28日 令和9年9月26日

ア燃え殻，イ汚泥（水銀使用製品産業廃棄物及
び水銀含有ばいじん等を含む），ウ廃油，工廃酸，
オ廃アルカリ，力廃プラスチック類（石綿含有産
業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含み，
自動車等破砕物を除く），キ紙くず，ク木くず，ケ
繊維くず， コ 動植物性残さ，サ動物系固形不要
物，シゴムくず，ス金属くず（水銀使用製品産業
廃棄物を含み，自動車等破砕物を除く），セガラ
スくず， コ ンクリー トくず及び陶磁器 くず （石綿
含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物
を含み，自動車等破砕物を除く），ソ鉱さい，タが
れき類（石綿含有産業廃棄物を含む），チ動物の
ふん尿，ツ動物の死体，テばいじん
(これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを
除く。）
※「石綿含有産業廃棄物を含む」の記載のない
種類については，石綿含有産業廃棄物を収集・
運搬できない。
※「水銀使用製品産業廃棄物を含む」，「水銀含
有ばい じん等を含む」の記載のない種類につい
ては，それぞれ水銀使用製品産業廃棄物，水銀
含有ばいじん等を収集・運搬できない。



許可内容

神奈川県
知事

01400041049 平成29年9月21日 令和9年9月20日

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチッ
ク類（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、動物系固形不要物、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
（石綿含有産業廃棄物を含む。）、鉱さい、がれき類
（石綿含有産業廃棄物を含む。）、動物のふん尿、動
物の死体、ばいじん

栃木県
知事

00900041049 令和3年11月28日 令和8年11月27日

燃え殻、汚泥（水銀使用製品産業廃棄物を含む）、廃
油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類（石綿含有産
業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物を含む）、紙くず、
木くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、
金属くず（水銀使用製品産業廃棄物を含む）、ガラスく
ず、コンクリートくず及び陶磁器くず（石綿含有産業廃
棄物、水銀使用製品産業廃棄物を含む）、鉱さい、が
れき類（石綿含有産業廃棄物を含む）、動物のふん尿、
動物の死体、ばいじん

長野県
知事

2009041049 平成30年2月25日 令和5年2月24日

汚泥（水銀使用製品廃棄物含む。）、廃油、廃プラス
チック類（石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産
業廃棄物含む。）、木くず、繊維くず、動物性残さ、ゴ
ムくず、金属くず（水銀使用製品産業廃棄物含む。）、
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず（石綿含有
産業廃棄物又は自動車等破砕物を除く。）、以上いず
れも特別管理産業廃棄物を除く。



許可内容

茨城県
知事

00801041049 令和4年3月31日 令和8年11月25日

燃え殻（水銀含有ばいじん等を除く。）、汚泥（水
銀使用製品産業廃棄物を含み、水銀含有ばいじ
んを除く。）、廃油（水銀使用製品産業廃棄物を
除く。）、廃酸（水銀使用製品産業廃棄物及び水
銀含有ばいじん等を除く。）廃アルカリ（水銀使用
製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじんを除く。）
廃プラスチック（自動車等破砕物を除き、石綿含
有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を
含む。）、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、
動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず（自動車
等破砕物を除き、水銀使用製品産業廃棄物を含
む。）ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
（自動車等破砕物を除き、石綿含有産業廃棄物
及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。）、鉱さい
（水銀含有ばいじん等を除く。）、がれき類（石綿
含有産業廃棄物を含む。）、動物のふん尿、動物
の死体、ばいじん（水銀含有ばいじん等を除く。）

群馬県
知事

01000041049 令和3年10月18日 令和8年10月17日

汚泥、廃油、廃プラスチック類［石綿含有産業廃
棄物を含む］、木くず、繊維くず、動植物性残さ、
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［石綿含有産業廃棄物を含む］、
がれき類［石綿含有産業廃棄物を含む］



許可内容

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可

許可県 許可番号 許可・更新取得日 許可期限 取扱廃棄物の種類

埼玉県
知事

01150041049 平成30年7月24日 令和5年7月23日
・廃油（揮発油類、灯油類及び軽油類に限る。）
・廃酸（pH2.0以下のものに限る。）
・廃アルカリ（pH12.5以上のものに限る。）

許可内容

一般廃棄物収集運搬業の許可

許可市 許可番号 許可・更新取得日 許可期限 取扱廃棄物の種類

加須市
市長

加資許第49号 令和4年4月1日 令和6年3月31日

・家庭系及び事業系一般廃棄物（ごみ）

・特定家庭用機器再商品化法施行令第１条
に定めるもの



収集運搬車両及び料金

「産業廃棄物・一般廃棄物・資源物」
◼ パッカー車（３トン）２台
※巻き込まれ被害軽減装置「Smart eye motion®」塵芥車1台購入

◼ パッカー車（４トン）１台
◼ コンテナ着脱車輛（３トン）１台
◼ コンテナ着脱車輛（４トン）２台
◼ コンテナ着脱車輛（８トン）２台
◼ 平ボディー車（４トン）１台
◼ 軽トラック 1台

(参考) 廃棄物処理料金
処理料金につきましては、種類、量により計算致します。
なお、お見積りも致しますので下記担当までご連絡下さい。

営業担当者籠宮、栗原
電話：0480-72-6666
FAX ：0480-72-3788



巻き込まれ被害軽減装置「Smart eye motion®」塵芥車を北関東第１号
導入



実施体制図

代表者

籠宮 正幸

総務

籠宮（孝）

営業

栗原

ドライバー

田沼

環境管理責任者

籠宮 正幸



中期環境経営目標

対象項目
基準年度

単位
環境経営目標

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

電力 22,370 kWh
-1.0% -2.0% -3.0%

22,146 21,923 21,699 

ガソリン 8,300 ㍑
-2.0% -4.0% -6.0%

8,134 7,968 7,802 

軽油 36,807 ㍑
-2.0% -4.0% -6.0%

36,071 35,335 34,599 

ＣＯ２削減 122,764 kg-CO₂
-1.91% -3.82% -5.74%

122,808 120,413 118,019 

一般廃棄物削減 51 kg
-2.0% -4.0% -6.0%

49.98 48.96 47.94

節水 57 ㎥
削減が限界の為維持項目とする。

57 57 57

電力の二酸化炭素排出係数 東京電力エナジーパートナー H27年実績 H28.12.27公表(0.491kg-CO2/kWh)

ＣＯ２削減の総量には灯油も含まれる



環境活動計画とSDGsとの関係性

環境活動計画 SDGsゴール

◼ 使用電力量の削減
➢ パソコンの節電設定の徹底
➢ 室内温度の管理（冷房時28℃、暖房時20℃）

◼ ガソリン使用量の削減
➢ エコドライブの徹底

◼ 軽油使用量の削減
➢ エコドライブの徹底

◼ 一般廃棄物の排出量の削減
➢ コピー用紙の裏紙使用

私用物の持ち込み禁止

◼ 水道使用量の低減
➢ 節水の徹底

◼ 継続的な環境教育の実施
➢ 環境の一般教育
➢ エコアクション２１の教育



環境経営目標の実績及び評価

目標項目 単位

目標・実績・評価

基準年
2019年度

目標・実績
2021年度

実績
目標

（基準値対比）
実績

（目標値対比）
結果 評価及び（次年度の対策）

使用電力量の削減
kWh

22,370 

21,923 21,157 

◯
意識が若干上がってきた

％ -2.0% -3.5% 次年度：太陽光を検討する

ガソリン使用量の削減

Ｌ

8,300 

7,968 5,599 

◯
社員の退社による

％ -4.0% -29.7% 次年度：エコドライブをさらに強化する

軽油使用量の削減

Ｌ

36,807 

35,335 36,133 

✕
遠方の処分先が増えた為

％ -4.0% 2.3% 次年度：エコドライブをさらに強化する

二酸化炭素排出量の削減

kg-CO2

127,431

120,413 116,915

◯ 上記１・２・３に準ずる
灯油は削減目標の設定はしていない。

% -3.82% -8.25%

一般廃棄物の排出量の削減
㎏

51

49 44

◯
紙類の削減を強化した結果目標達成できた

％ -2.0% -10.1% 次年度：Reduceを強化する

水道使用量の低減

㎥

57 

57 44

◯
洗濯物の量を少なくした

％ 維持 -22.8% 次年度：前期と同様の活動を実施する

※製品及びサービスの環境配慮はエコドライブによる二酸化炭素削減とする。 ◯目標値達成 △基準値より削減 ×基準値オーバー



環境活動の評価

環境活動計画 評 価

◼ 使用電力量の削減
➢ パソコンの節電設定の徹底

➢ 室内温度の管理（冷房時28℃、暖房時
20℃）

😀 節電の意識が上
がって来ている。

◼ ガソリン使用量の削減
➢ エコドライブの徹底 😀 営業社員の退職に

準ずる。

◼ 軽油使用量の削減
➢ エコドライブの徹底 😞 新しい処分先が遠

方になった為。

◼ 一般廃棄物の排出量の削減
➢ コピー用紙の裏紙使用

私用物の持ち込み禁止
😀

紙類の削減の強化
が成果を出してい

る。

◼ 水道使用量の低減
➢ 節水の徹底 😀 洗濯物の量を少な

くした結果による。

😀良く出来ました😞改善が必要です



環境関連法規の違反・訴訟の有無

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。
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。

条項 評価

一廃 許可業者と契約し、委託しているか ６条の２ ○

収集業者と処分業者と個別に契約しているか １２条 ○

委託品目が許可されているか 〃 ○

Ｂ２票、Ｄ票は９０日以内に、Ｅ票は１８０日以内に

戻っているか
〃 ○

マニフェストを５年間保管しているか 〃 ○

許可品目以外の廃棄物を収集・運搬していない

か
１４条 〇

排出事業者の許可なしで再委託をしていないか １２条 〇

マニフェストを１０日以内に排出事業者に戻してい

るか
１２条の３ 〇

車両に社名、許可番号等を表示しているか １４条 〇

廃棄物が飛散、流出、悪臭発生していないか １２条 〇

受託した廃棄物の受入先、受入量、運搬先、運

搬量等を記帳し、５年間保管しているか
１４条 〇

条項 評価

２６条 ○

条項 評価

６条 ○

マニフェスト

廃棄物処理法、市廃棄物処理と再生利用条例

資源有効利用促進法

契約

収集・運搬事者

（廃パソコン、廃携帯電話の回収をメーカーに依頼したか）

実施状況

加須市大利根クリーンセンターへ持ち込み。

最終処分は武蔵野環境株式会社と契約。

排出事業者

許可証を確認しＯＫ。

排出なし。

排出なし。

家電品を廃棄するときに料金を支払い、リサイクル業者に渡したか

（家電リサイクル券があるか）

収集・運搬

家電リサイクル法

期間中廃棄なし

実施状況

マニフェストを確認し問題ない事を確認した。

していない。

戻している。

表示している。

注意している。

保管している。

実施状況

期間中廃棄なし



代表者による全体の評価と見直し結果



代表者による全体の評価と見直し結果
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