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1.組織の概要 

 1）事業者名及び代表者名 

   山二建設株式会社 

   代表取締役 杉浦鋭江 

 2）所在地 

   本社・土木事務所：愛知県豊田市美山町 5-119 

        ✆（0565）28-2255  FAX（0565）28-2253 

   西豊田リサイクルセンター（収集運搬・中間処分） 

       ：愛知県豊田市田代町 7-11-1 

        ✆（0565）35-2255  FAX（0565）35-2244 

 3）環境保全関係の責任者連絡先 

   環境管理責任者：青山 和歌恵 

   ＥＡ21 事務局  ：青山 和歌恵 

   西豊田リサイクルセンター 

     ✆（0565）35-2255   FAX(0565)35-2244 

          E-mail   ： yama2-r@kph.biglobe.ne.jp 

 4）事業活動の内容 

  産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業(中間処理)、土木工事業 

    

 5）事業規模 

  法人設立年月日：昭和 48 年 11月 

  資 本 金  ： １０００万円 

  売   上  ：３２７８５万円（令和 4 年 8月決算） 

  従 業 員  ：    １０人  

  敷地面積（本社・土木事務所）：６０９㎡（延床面積２５８㎡） 

  敷地面積（西豊田ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ） 

              ：８３３６㎡（延床面積７５９㎡） 

  6）産業廃棄物処理実績（積替え保管なし） 

   産業廃棄物（処分量）： 82280ｔ（2021 年 9 月～2022 年 8 月処分実績） 

産業廃棄物（運搬量）：  3997ｔ（2021 年 9 月～2022 年 8 月運搬実績）                       



 

7） ｴｺｱｸｼｮﾝ21　組織図

作成日：

作成者： 青山和歌恵

（ｴｺｱｸｼｮﾝ21実施体制） 総員 10 人

代表者

役割・責任・権限

代　　表　　者 杉浦鋭江社長 環境方針の作成、環境管理責任者の任命

資源（人員・設備・費用）の準備

システムの見直し

環境管理責任者 青山 ｴｺｱｸｼｮﾝ21の構築・運用・維持の総括

事　務　局 青山 環境関連文書・記録の作成・管理

担　　　　当 清水・近藤・山本・中村 ｴｺｱｸｼｮﾝ21取組実施

実施状況の確認・記録

西豊田リサイクルセンター

杉浦　友彦 青山和歌恵

杉浦　鋭江　社長

総務部収集運搬部門処分部門業務部

ｴｺｱｸｼｮﾝ21事務局

担　当　者

令和3年9月1日

役割・責任・権限

担当：　清水　徹 担当：近藤　広隆 担当：山本　剛 担当：中村マリ子

青山和歌恵

環境管理責任者

土木施工部



  

 8）産業廃棄物処理工程図 

 

   

   

 9）産業廃棄物許可内容 

*収集運搬業  愛知県 許可番号第 02300029144号   

         許可年月日 令和 2（2020）年 3月 28 日 

         有効年月日 令和 7（2025）年 3月 27 日 

積替え、保管を除く 

・がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く。） 

         ・ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、改築 

又は除去に伴って生じたものを除く及び陶磁器くず。）及 

び陶磁器くず（自動車等破砕物及び石綿含有産業を除く。） 

以上２品目 

許可運搬車両の種類と台数（令和 3年 12月現在） 

        大型ダンプ 10ｔ・・・・ 2台 

        中型ダンプ  4ｔ・・・・ 3台 

産業廃棄物の処理フロー図

受入管理 製造管理
品質管理

内容物・状態の確認 重機にて前処理 投　入 磁選機 貯留・保管

計　量 破砕施設へ投入 出荷・計量

契約書・ﾏﾆﾌｪｽﾄの確認 異物の選別除去 ホッパー ｿｲﾙﾐｷｻｰ 販売・売却

貯留

保管
ｸﾞﾘｽﾞﾘﾌｨｰﾀﾞｰ 磁選機

ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬｰ ﾍﾞﾙﾄｽｹｰﾙ 回収容器

売却

磁選機 ｽｸﾘｰﾝ

手選別 磁選機 木くず

廃プラ

山二建設株式会社　西豊田リサイクルセンター
ｲﾝﾊﾟｸﾄｸﾗｯｼｬｰ 回収容器

産廃委託処理

金属くず

受　入 破　砕 再生砕石
製造工程



         

   *処分業    豊田市 許可番号第 09020029144号 優良認定 

            許可年月日 令和 4年 3月 28 日 

            有効年月日 令和 11 年 3 月 27日 

      中間処分（破砕） 

        *がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く。） 

：処分能力 720ｔ/日（90ｔ/H） 

        *ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、改築 

又は除去に伴って生じたものを除く及び陶磁器くず。）及 

び陶磁器くず（自動車等破砕物及び石綿含有産業を除く。） 

         ：処分能力 720ｔ/日（90ｔ/H） 

以上２品目 

   処理施設：破砕機（ ジョウクラッシャー・インパクトクラッシャー・  

           スクリーン）・計量器・ホイルローダー・油圧ショベル 

 

 １０）産業廃棄物の一連の処理の工程   

 

産業廃棄物の一連の処理の 工程 実績：

売　却

*顧客に売却

*自社工事現場で利用

が　れ　き 74497 ｔ 100% が　れ　き 82280 ｔ 100% 79880 ｔ 

ｶﾞﾗｽくず・ｺ
ﾝｸﾘｰﾄくず及
び陶磁器く

0 ｔ
ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸ
ﾘｰﾄくず及び陶

磁器くず
0 ｔ

売　却

合　計 74497 ｔ 合　計 82280 ｔ

* 内容物・状態の確認 * 重機にて前処理 （製鋼原料として利用）

* 計　　量 * 破砕施設へ投入 136 ｔ

* 異物の選別除去 処理委託

木くず

廃プラ

32 ｔ

期首処理前保
管量(B-A） 7783 ｔ

A:期中受入量 74497 ｔ B:破砕合計 82280 ｔ C:持出合計 80048 ｔ
*処理後保
管量(B-C） 2232 ｔ

山二建設株式会社　西豊田リサイクルセンター
（ガラスくず・：0ｔ）

令和3年9月～令和4年8月（2021年9月～2022年8月）

受　入 破　砕 再生砕石

金属くず



 

 11）廃棄物処分料金  

     収集運搬及び処分料金は、発生場所・数量・期間等により異なるの            

    でお問い合わせ下さい。個別に見積もりいたします。 

 

 12）建設業許可内容 

    愛知県知事 許可（般-2）第 58885 号 

    許可年月日  ：令和 2年 8月 10日  

許可の有効期限：令和 7年 8月 9日 

    許可建設業の種類 

       土木工事業 

       とび・土工工事業 

       石工事業 

       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 

 

 

 

2.対象範囲（認証・登録範囲） 

   対象組織：本社・土木事務所、西豊田リサイクルセンター 

   対象活動：産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業(中間処理)、 

土木工事業 

 

  



3.環境方針 

 

環境経営方針 

基 本 理 念 

自然環境に配慮した事業活動と再生品の提供を目指し、施工方法・製造工

程においては持続的な環境への負荷低減に取り組み、環境保全を経営の重要

な指針と踏まえ、循環型社会の構築を目指します 

また、地域への社会貢献活動に努めることも企業市民としての責務とし事業

活動を行い、地域とともに発展することを組織一丸の目標とします 

 

令和 2 年 4 月 1 日 

山二建設株式会社 

代表取締役 杉浦 鋭江 



 
 

 

 

行 動 指 針 

直接的及び間接的な環境影響を配慮した企業活動を推進することにより利

益計画の達成を図ります 

1 環境関連法令等の遵守 

  「廃棄物処理法」等、環境に関する法規則等を遵守いたします 

2 循環型社会形成への構築 

 省資源、省エネルギー活動の推進により資源の有効利用を図ります 

  （電気・水道・燃料等の使用量の削減） 

  廃棄物の削減を顧客にも推奨し、自らも再利用、削減に努めます 

3 5Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）活動の推進により職場改善 

 職場環境の改善により作業効率を高めます 

4 地域社会への環境美化活動や社会貢献 

 地域に根付く企業として清掃による社会貢献活動や緑化活動を行います 

5 環境経営方針の周知と公開 

 企業全体の取り組みとして全従業員に対し環境意識の向上のため啓発活動に努め、

「環境経営方針」を社内に掲示し全従業員に周知し、また「エコアクション 21 環境レ

ポート」を通じ環境に対する活動及び取り組みを公開します 

令和 2 年 4 月 1 日 

山二建設株式会社 

代表取締役 杉浦 鋭江 



 

*化学物質は使用していません。 

 *購入電力の排出係数は 0.426ｋｇ‐ＣＯ２/ｋＷｈ（R1年度 中部電力：調整後排出係

数）を使用。 

 *場内での作業建設機械、運搬車両は軽油の使用。社用車はガソリン使用。 

 *②水道の使用量は事務所のみ。場内での散水は井戸水を使用。      

４-①環境目標：産業廃棄物収集運搬・処分業

　産業廃棄物収集運搬・処分業における事業活動からの環境負荷の合計として2020年度（2020年9月～

～2021年8月）実績を基準とした環境負荷を年度基準として以下に環境負荷の削減目標を示します。

　尚、原単位は生産(破砕)量（ｔ）といたします。
発行日：

原単位の基本 2020年間生産（破砕）量 46951 ｔ ■作成 □変更　　 □改定

2021年度：2021年9月～2022年8月 作成責任者 青山　和歌恵

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

基準年度 1% 2% 3%

総　量 ｋWｈ 70042 69342 68641 67941

原単位 ｋWｈ/ｔ 1.492 1.477 1.462 1.447

総　量 L 35486 35131 34776 34421

原単位 L/ｔ 0.756 0.748 0.741 0.733

総　量 L 1393 1379 1365 1351

原単位 L/ｔ 0.030 0.029 0.029 0.029

総　量 ｋｇ－CO 2 123314 122081 120848 119615

原単位 ｋｇ－CO2/ｔ 2.626 2.600 2.574 2.548

②排水量の削
減

水使用量の削減 総　量 ㎥ 66 65 65 64

③一般廃棄物の削
減

総　量 ｔ 0.17 0.17 0.17 0.16

総　量 ｔ 16 16 16 16

原単位 ｔ/ｔ*100　 0.034 0.034 0.033 0.033

⑤環境に配慮し
た運搬・製造（破

砕）工程
重機の燃費向上 目標 Ｌ/Ｈ 12.16 12.04 11.92 11.80

会社周辺の清掃活動等　１回/月

令和3年9月1日

環境方針項目 取組の項目 種　別 単　位

ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減

①二酸化炭素
排出量の削減

電力使用量の削減

軽油使用量の削減

④環境に配慮し
た運搬・製造
（破砕）工程

⑥社会貢献活動の推進

④中間処理後の産
業廃棄物の削減

二酸化炭素排出量の削減

廃棄物の排出
量削減



  井戸水はメーターがありませんが、節水に努めます。 

 *③一般廃棄物は事務所内の可燃ごみ。 

 *③産業廃棄物は、生産過程（分別作業）で発生する、木くず・廃プラスチックの 

  混合廃棄物で、処分委託です。 

 *ＬＰＧ使用は事務所のみで使用量は少量です。よって事業活動には影響が少ないので環

境目標の項目から削除しますが、使用量の削減には努めます。 

 *⑤⑥に関しては共通課題の為土木工事業との合計とする。 

 

 

 

 

 

  



 

 *ＬＰＧ使用は事務所のみで使用量は少量です。よって事業活動には影響が少ないので環

境目標の項目から削除しますが、使用量の削減には努めます。 

  

４-②環境目標：土木工事業

　土木工事業における事業活動からの環境負荷の合計として2020年度（2020年9月～

～2021年8月）実績を基準とした環境負荷を年度基準として以下に環境負荷の

削減目標を示します。　尚、原単位は年間売上（百万円）といたします。
発行日： 令和3年9月1日

原単位の基本年間売上（百万） 175 百万円 ■作成 □変更　　 □改定

2021年度：2021年9月～2022年8月 作成責任者 青山　和歌恵

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

基準年度 1% 2% 3%

総　量 ｋWｈ 7238 7166 7093 7021

原単位 ｋWｈ/百万円 41 41 41 40

総　量 L 35240 34888 34535 34183

原単位 L/百万円 201 199 197 195

総　量 L 7135 7064 6992 6921

原単位 L/百万円 41 40 40 40

総　量 ｋｇ－CO 2 104097 103056 102015 100974

原単位
ｋｇ－CO 2/

百万円 595 589 583 577

総　量 ㎥ 178 176 174 173

原単位 ㎥/百万円 1.02 1.01 1.00 0.99

③一般廃棄物の削減 総　量 ｔ - - - -

総　量 ｔ 4.7 4.7 4.6 4.6

原単位 ｔ/億円 2.69 2.66 2.63 2.61

③一般廃棄物の削減 産業廃棄物処分業、収集運搬業（西豊田リサイクルセンター）に合算しました。

環境方針項目 取組の項目 種　別 単　位

二酸化炭素排出量の削減

②排水量の削減水使用量の削減

廃棄物の排
出量削減

④環境に配慮し
た土木工事に伴
う産業廃棄物の

削減

電力使用量の削減

④環境に配
慮した工事工

程

軽油使用量の削減

ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削
減

①二酸化炭
素排出量の

削減



 

 

 

 

 

 

令和3年度（2021年）の環境活動計画 作成日： 令和3年9月1日

承認者： 杉浦鋭江

処分業 土木業

空調の温度設定 ラベル啓発 中村 社長

節電（空調・照明・OA・ポット） 点検表 中村 社長

終業時の電源OFF徹底 点検表 中村 社長

空調の温度設定 ラベル啓発 若杉

節電（空調・照明・OA・ポット） 点検表 若杉

終業時の電源OFF徹底 点検表 若杉

エコ運転の徹底 ― 若杉 清水

アイドリングストップの徹底 ― 若杉 清水

車両点検・整備の実施 点検表 若杉 清水

湯沸かし器の稼働時間削減 ラベル啓発 中村 社長

水道水の節水呼掛け ラベル啓発 中村 社長

井戸水のバルブ締め ラベル啓発 若杉

コピーの裏面使用・集約実施 ラベル啓発 中村 社長

詰替え可能商品の優先購入 ― 中村 社長

分別の徹底（分別BOX設置） ラベル啓発 中村 社長

分別作業の徹底 ― 近藤 清水

搬入顧客に分別アドバイス ― 近藤

エコ商品の推進購入 ― 中村 社長

環境美化活動（清掃・草刈） ― 中村 社長

* 取組開始　： 令和3年9月1日 2021

* 取組終了　： 令和4年8月31日 2022

⑤ｸﾞﾘｰﾝ購入促進

⑥社会貢献活動

作
業
車
両

ＬＰＧ

②水使用量削減

廃
棄
物
の
削
減

③一般廃棄
物

④産　廃

5.環境活動計画

環境項目・目標 具体的な取り組み内容 点検方法
責任者

①
二
酸
化
炭
素
削
減

電
力

事
務
所

休
憩
室

石
油
燃
料



 

  

６-①.　環境目標実績 ：産業廃棄物収集運搬・処分業

　産業廃棄物収集運搬・処分業における事業活動からの環境負荷の合計として2020年度（2020年9月～

2021年8月）実績を基準とした2021年度（2021年9月～2022年8月）の環境負荷の削減目標を示します。

尚、原単位は生産(破砕)量（ｔ）といたします。
発行日：

2020年度の生産（破砕）量 46951 t ■作成 □変更　　 □改定

20221年度の生産（破砕）量 82280 ｔ 作成責任者 青山和歌恵

2020年度

基準年度
増減目

標
目標値 実績値 *増減％

総　量 ｋWｈ 70042 69342 90801 30

原単位 ｋWｈ/ｔ 1.492 1.477 1.104 -26

総　量 L 35486 35131 37350 5

原単位 L/ｔ 0.756 0.748 0.454 -40

総　量 L 1393 1379 1279 -8

原単位 L/ｔ 0.030 0.029 0.016 -48

総　量 ｋｇ－CO 2 123314 122081 138685 12

原単位 ｋｇ－CO2/ｔ 2.626 2.600 1.686 -36

②排水量の
削減

水使用量の削減 総　量 ㎥ 66 -1% 65 87 32

③一般廃棄物の削減 総　量 ｔ 0.17 -1% 0.17 0.27 59

総　量 ｔ 16 16 168 950

原単位 ｔ/ｔ*100 0.034 0.034 0.204 499

⑤環境に配慮し
た運搬・製造（破

砕）工程
重機の燃費向上 目　標 L/H 12.16 -1% 12.04 12.27 1

随時 ―

* 原単位のある項目（①）の増減の％表示は、原単位の比較割合です。

* 原単位のない項目（②③④⑤⑥）は、取組実績数の比較割合です。

* 随時：芝桜の植栽をし、草苅・水路清掃・県道掃除・状況に応じ行いました。

* 重機の燃費向上の　タイヤローダー　3台(期中１台入れ替え）、

油圧ショベル　2台の平均で算出

⑥社会貢献活動の推進 4

-1%
二酸化炭素排出量の削減

廃棄物の排
出量削減

④中間処理後の産業
廃棄物の削減

-1%

①二酸化炭
素排出量の

削減

電力使用量の削減 -1%

軽油使用量の削減 -1%

ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減 -1%

環境方針項
目

取組の項目 種　別 単　位

2021年度

令和3年12月31日



  

６-②.環境目標の実績 ：土木工事業

　土木工事業における事業活動からの環境負荷の合計として2020年度（2020年9月～2021年8月）

実績を基準とした2021年度（2021年9月～2022年8月）の環境負荷の削減目標を示します。

　尚、原単位は年間売上（百万円）といたします。
発行日：

2020年度の年間売上（百万）： 175 百万円 ■作成 □変更　　□改定

2021年度の年間売上（百万）： 170 百万円 作成責任者 青山和歌恵

2020年度

基準年度 増減目標 目標値 実績値 増減％

総　量 ｋWｈ 7238 7166 8013 11

原単位 ｋWｈ/百万円 41 41 47 15

総　量 L 35240 34888 21050 -40

原単位 L/百万円 201 199 124 -38

総　量 L 7135 7064 6453 -10

原単位 L/百万円 41 41 38 -7

総　量 ｋｇ－CO 2 104097 103056 73309 -30

原単位 ｋｇ－CO 2/百万円 595 589 431 -28

総　量 ㎥ 178 176 258 45

原単位 ㎥/百万円 1.02 1.01 1.52 49

③一般廃棄物の削減 総　量 ｔ - ― ― ― ―

総　量 ｔ 4.7 4.7 7.1 51

原単位 ｔ/億円 2.69 2.66 4.18 55

* ③一般廃棄物は処分業（西豊田リサイクルセンター）に合算しました。

* ④産業廃棄物は最終処分（埋立）量

①二酸化炭
素排出量の

削減

令和3年12月31日

環境方針項目 取組の項目 種　別 単　位
2021年度

電力使用量の削減 -1%

軽油使用量の削減 -1%

ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減 -1%

-1%
二酸化炭素排出量の削減

廃棄物の排
出量削減

④土木工事に伴う
産業廃棄物の削減

-1%

②排水量の
削減

水使用量の削減 -1%



７.環境活動計画の取組結果とその評価、今後の取組内容 

 

 

① 二酸化炭素排出量削減 

結果：処分業において使用量は増加し目標未達成、原単位は目標達成 

土木業において原単位、使用量ともに目標達成。 

評価： 

環境活動計画の取り組結果
作成日：

承認者： 杉浦鋭江

処分業 土木業

空調の温度設定 ラベル啓発 青山 清水 〇

節電（空調・照明・OA・ポット） 点　検　表 青山 清水 〇

終業時の電源OFF徹底 点　検　表 青山 清水 〇

空調の温度設定 ラベル啓発 近藤 〇

節電（空調・照明・OA・ポット） 点　検　表 近藤 〇

終業時の電源OFF徹底 点　検　表 近藤 〇

エコ運転の徹底 ― 近藤 清水 〇

アイドリングストップの徹底 ― 近藤 清水 〇

車両点検・整備の実施 点　検　表 近藤 清水 〇

湯沸かし器の稼働時間削減 ラベル啓発 青山 清水 〇

水道水の節水呼掛け ラベル啓発 青山 清水 〇

井戸水のバルブ締め ラベル啓発 近藤 〇

コピーの裏面使用・集約実施 ラベル啓発 中村 清水 〇

詰替え可能商品の優先購入 ― 中村 清水 〇

分別の徹底（分別BOX設置） ラベル啓発 中村 清水 〇

分別作業の徹底 ― 近藤 清水 〇

搬入顧客に分別アドバイス ― 山本 〇

エコ商品の推進購入 ― 中村 清水 〇

環境美化活動（清掃・草刈） ― 山本 〇

* 結果表示 （　〇：実施　　△：一部実施　　×：未実施　）

取組開始　： 令和3年9月1日 2021

取組終了　： 令和4年8月31日 2022

②水使用量削減

廃
棄
物
の
削
減

③一般廃棄
物

④産　廃

⑤ｸﾞﾘｰﾝ購入促進

⑥社会貢献活動

①
二
酸
化
炭
素
削
減

電
力

事
務
所

休
憩
室

石
油
燃
料

作
業
車
両

ガス

７．環境目標の実績

令和3年11月20日

環境項目・目標 具体的な取り組み内容 点検方法
責任者

*結　果



*破砕生産において作業効率は向上しましたが生産(破砕)量の増加(前年度：

42457ｔ⇒今年度：82280ｔ約 93％増加)、及び収集運搬量の増加により、二酸化

炭素排出量の削減に務めました。 

 *場内での重機の無駄な作業・移動を減らすためガラの受入場所を状況に応じ変

更し移動距離・作業時間を短縮し燃料の削減に努めました。 

*電力使用において、使用時間・設定温度を意識し節電に努めました。二階事務

所に日除けを設置しました。また、エアコン吹き出し口付近の天井に板を 

設置し、カーテンやパーテーションにより空調の効率を高めました。 

古い消費電力の多い大型エアコンを、省燃費のエアコンに交換しました。 

事務所に小型エアコンを増設し、効率的な空調を図り節電に務めました。 

*働き方改革の一環として、昼の休憩時間は事務所の閉所に伴い電気・空調も止

め節電に努めました。 

*石油燃料使用において、燃費の向上を考慮し作業に努めましたが、運搬量が増え、

使用量が増加しました。 

*ガス使用は事務所での利用であるが、ラベル啓発で意識の向上を図りました。 

*モニター画面を液晶に集約しました。 

土木工事業において、前年度は遠方の工事現場が多く移動において燃料を多く使

用しましたが、今年度は近郊の工事現場が多く工事内容も重機使用率の少ない工事

により軽油の使用は減少しました。 

 

                    このまま継続し改善活動を行います。 

② 水道使用量の削減 

結果：土木業においては目標未達成 

処分業においては目標未達成 

評価：処分業においては、手洗いが主流の利用であるが、事業所内の清掃を日常化

し、汚水は観葉植物水やりに利用しましたが使用総量は増加しました。場内

での散水は井戸水、植物への水やりは雨水を利用しました。 

   土木業においては、宿舎の利用が増加し、洗濯機・風呂場の利用があり水道

の使用量が増加しました。 

このまま継続し改善活動を行います。 



③ 一般廃棄物の削減 

 結果： 処分業（土木業含む）においては目標未達成 

評価：古紙の再利用に努め、再生品、再利用可能な商品の購入に努めゴミが増加

しました。 

県道の日常的な掃除により、ポイ捨ては減少してきました。  

                  このまま継続し改善活動を行います。 

④ 産業廃棄物の削減  

 結果：処分業においては目標未達成 

土木業においては目標未達成 

評価：土木業においては、現場にて分別の向上に努め今期は処分を伴う工事が増

加したため産業廃棄物の処分量が増加しました。 

   処分業においては、受入処分量が大幅に増え、それに伴い付着物・混入物

もあり増加しました。顧客には啓発し廃棄物の削減に努めました。 

このまま継続し改善活動を行います。 

⑤ 社会貢献活動 

   結果：目標達成 

評価： 

1） 清掃活動においては、沿道のゴミ拾いを実施し、状況において草刈・砂利の

清掃を実施しました。 

2）地域の農事組合の年間行事に合わせ、草刈、水路清掃の実施をしました。 

   3）敷地内及び県道沿いに花を植え、緑化に努めました。 

4）服役後の社会復帰一時雇用の受入を実施しました。 

5）コロナ下において地元地域の行事が中止になり、参加協力する機会がありま

せんでした。 

 

1）2）3）県道の草刈、水路の清掃活動状況 緑化活動 

  全体の評価としては、まだ意識付けにとどまり、結果として数字に表れて

いませんが、今後も取組を継続し、環境活動に努めます。 



 

避難訓練：2021/5/31　実施



 

水路草刈り 県道掃除

社内ミーティング



 

緑化活動



8.環境関連法規等の遵守状況の確認・評価結果と違反、訴

訟等の有無 

  環境関連法規は「環境関連法規等要求事項一覧表」取りまとめ、以下に遵守状況の確

認・評価をしました。 

 

 

８-①　環境関連法規等の遵守状況のチェック結果

作　 成 　日：

作成責任者： 青山和歌恵

*評価区分 ○：遵守できている　△：一部遵守できてない　×：遵守できてない

環境関連法規等 法、条例等の項目概要 適用内容 *遵守評価

周囲の囲い
○

処分等のための保管場所の表示掲示板
○

産業廃棄物の高さ制限
○

産業廃棄物の保管量
○

飛散・流出・地下浸透への防止
○

運搬車両からの飛散・流出防止
○

両側面に産業廃棄物運車両表示
○

書面の備え付
○

収集運搬実績の報告　（令和4年4月　届出）
○

委託契約書の締結
○

委託内容と許可内容との確認
○

市外搬入届の確認
○

処分実績の報告　（令和4年4月　届出）
○

委託契約終了後の5年間保存
○

マニフェストの記載内容の確認
○

マニフェストの返却
○

マニフェストの5年間保存
○

産業廃棄物管理票交付等状況報告
（令和4年4月　届出）

○

令和4年11月20日

産業廃棄物の保管基準

産業廃棄物の収集運搬基準

運搬・処分に係る委託基準

マニフェスト制度

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律



 

 

 

  

○

許可内容と実態との相違
○

廃棄物の処理及び
処分能力の確認

○

清掃に関する法律
保管量・保管基準の確認

○

処理困難通知 排出事業者への通知
○

公害防止管理者（有資格者）選任・届出
（管理者Ｈ21/4/30　）

○

自動車ＮＯＸ・ＰＭ法 自動車使用者又は運送業者
「自動車ＮＯＸ・ＰＭ法適合車」ステッカー貼
付

○

法定検査　年1回  令和4年2月実施
○

＊清掃１回/年　令和4年9月実施
〇

＊点検４回/年　令和3年12月・令和4年3
月・6月・9月　実施

○

フロン排出抑制法 ○

ｸﾞﾘｰﾝ購入法

製品やサービスを購入する際に、
環境を考慮環境を考慮して、必要
性をよく考え、環境への負荷ができ
るだけ少ないものを選んで購入す
る。

一般的債務として努力する（環境方針項
目の為）

○

建設リサイクル法 ○

大気汚染防止法 ○

振動規制法 特定施設の届出（定格出力7.5ｋｗ以上）・振動の規制値の遵守 ○

騒音規制法 特定施設の届出（定格出力7.5ｋｗ以上）・騒音の規制値の遵守 ○

愛知県環境保全条例アイドリングストップの周知及び実施 ○

水質汚濁防止法 油水分離槽設置につき事故時の対応及び所轄官庁への報告 ○

・確認評価の結果、違反・訴訟等の指摘はありませんでした。

・尚、過去3年間とも上記指摘はございませんでした。

・環境に関する外部からの苦情はありませんでした。

業の許可に必要な講習の受講　（Ｒ元/11/14　受講）

委託先の現地確認

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

浄化槽法 「法定検査」「清掃」等の法定義務

特定建設資材の分別解体し、特定建設資材廃棄物の再資源化をする

粉じんの特定施設届け出

業務用エアコン設置（簡易点検）：修理及び廃棄時は登録業者に委託



9.代表者による全体評価と見直し結果 

＊全体評価 

 

９．　代表者による全体の取組状況の評価及び見直しの結果

環境管理責任者による見直しに必要なコメント 書式作成責任者： 青山和歌恵

書式作成日　　　： H26.12.1

令和 4年 11月 20日

1 環境目標の達成状況 未達成項目があるが、建設業と処分業が

合算している環境項目もありますが

このまま継続し改善活動を行います。

2 環境活動計画の実施・運用結果 取組は概ね実施されているのでこのまま継続

(取組に問題が無かったか、次年度の します。

取組等についての記載）

3 環境関連法規等の遵守状況 環境法令の違反なし

4 外部からの環境関連の苦情や要望 特になし

5 その他（前回の指摘事項等）

代表者による変更の必要性の判断

代　表　者　： 杉浦　鋭江

次年度以降の目標、取組、環境経営システムをどのようにすべきか（変更の必要性の有無）を

検討し、問題点を明確にする

令和 4年 11月 20日

変更の必要性の判断 コメント

1 環境方針の変更 □　有 ■　無

2 環境目標の変更 □　有 ■　無

3 環境活動計画の変更 □　有 ■　無

4 環境経営システムの変更 □　有 ■　無

5 実施体制の変更 □　有 ■　無

* 変更の場合は必要な具体的指示事項

コメント記載日

コメント記載日

変更の判断

（達成できた場合は設定方法・レベルに

問題が無かったか、未達成の場合は原因

の記載）

現実的な目標数値の設定。結果を踏まえ計画・実行
する


