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1.環　境　経　営　方　針

環境理念

　当社は、造園及び観葉植物リース・販売の事業活動において、常に環境保全を意識し、

自然環境への影響に配慮しながら業務を行うことが重要であると認識しています。

　そのため、環境経営の継続的改善による運用により、環境保全活動への　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

積極的な取り組みを展開します。

行動指針

１．当社に適用される環境関連法規制や当社が同意するその他の環境関連要求事項を

　　　　　　遵守します。

①   省エネルギーに取り組み二酸化炭素の排出量を削減します。

②   分別の徹底・リサイクルの推進に努め廃棄物排出量を削減します。

③   節水に努め水道使用量を削減します。

④ 化学物質の管理の充実を図ります。

⑤   環境に配慮した造園工事、観葉植物のリース･販売活動の推進に努めます。

⑥   社会貢献活動を積極的に行います。

制定日 平成26年9月1日
改訂日 令和元年9月2日

　　　
代表取締役　柴田　征充

２．当社の事業活動において、次の事項について、具体的な環境経営目標及び環境経営

　　計画を定め実施します。

３．本方針を全従業員に周知し、環境経営システムの継続的な改善を進めます。

有限会社　猿投観葉



2.組織の概要         作成者:木原　  隆治

１）事業所名及び代表者名
　　　有限会社　　猿投観葉
　　　代表取締役　　　　　柴田　征充

２）所在地　　
　　　　本社　　愛知県豊田市猿投町丸子３６番地
　　　　土場　　愛知県豊田市猿投町六反田１４番地

３）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
　　　環境管理責任者 柴田　征充 電話　０５６５－４５－０６１６
　　　担当者 木原　隆治 電話　０５６５－４５－０６１６

４)事業活動の内容
　　　造園業、観葉植物のリース･販売
　　　建設業許可　愛知県知事許可（般）第３０４４９号
　　　愛知県産業廃棄物収集運搬業　　許可番号　０８２９９１
　　　　　但し、自社以外の収集運搬は実施しない

５）事業の規模
　　　会社設立 1982年1月
　　　資本金 300 万円
　　　売上高 168 百万円（令和3年度）
　　　従業員 16 名（R4年8月31日）

66.2 ㎡

６）事業年度 9月～8月

７）対象範囲
　　　対象組織 本社、土場
　　
　　　対象活動 事業内容と同じ

8) 実施体制図

　　　　次頁参照

作成日：R4年10月31日

　　　事業所延床面積



　

他 2 名 （ﾊﾟｰﾄ 1 名） 他 2 名 （ﾊﾟｰﾄ 1 名） 他 7 名 （ﾊﾟｰﾄ 2 名）

作成日：R4年8月31日

        作成者:木原　  隆治

　役割・責任・権限

担当者

柴田　晶代 小松裕始・田澤優将

事務部門 リース部

木原　隆治

造園部

役割・責任・権限

代表取締役　柴田　征充

EA21　事務局

柴田　晶代・木原　隆治

８）実施体制図

代表者

代表取締役　柴田　征充

　 環境管理責任者

EA21事務局
柴田　晶代
木原　隆治

　　環境管理責任者 柴田　征充

柴田　征充　　　　　代表者　

担　　当
小松　裕始
田澤　優将
木原　隆治

全従業員 ー

・EA21取組実施、状況確認、記録
・必要書類の事務局への提出
・農薬関連法規のチェック（農薬管理担当者）

・環境経営方針の作成　・環境管理責任者の任命
・代表者による全体の評価・見直し
・環境経営目標、環境経営計画の承認・環境経営レポー
　トの承認
・課題とチャンスの明確化
・資源を準備する

・環境経営方針の理解と環境への取組み
・環境活動への自主的･積極的な参加

・代表者に代わり、環境経営システムを構築・運用・維持し、
　その状況を代表者に報告
・環境経営目標、環境経営計画書の作成
・環境経営レポートの作成
・外部からの苦情、要望の窓口

・全体計画立案、実施状況まとめ
・環境関連文書・記録の作成・管理



３．環境経営目標

基準年度

平成30年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

17,737 17,205 17,028 16,850

(100) 3％削減 4％削減 5％削減

16,067 15,585 15,424 15,264

(100) 3％削減 4％削減 5％削減

内軽油 9,526 内軽油 9,240 内軽油 9,145 内軽油 9,050

19,500 18,915 18,720 18,525

(100) 3％削減 4％削減 5％削減

98,572 97,586 96,601 95,615

R2年度(100） 1％削減 2％削減 3％削減

42 41 40 40

(100) 3％削減 4％削減 5％削減

310 301 298 295

H29年度 (100) 3％削減 4％削減 5％削減

52 50 50 49

(100) 3％削減 4％削減 5％削減

化　学　物
質　使　用 量

ー ー 適正管理 適正管理 適正管理

ー ー 植栽促進 植栽促進 植栽促進

ー ー 営業拡大 営業拡大 営業拡大

社　会　貢
献

草刈・清掃 回／年 ー 2 2 2

・二酸化炭素排出量は、電力使用量、ガソリン使用量、重油使用量及び軽油使用量の合計とし、灯油及び
　ＬＰＧガスは使用量が少ないため目標設定から除外する。
　尚、購入電力の二酸化炭素排出係数は中部電力2019年の調整後排出係数0.426kg-CO2/ｋｗｈを使用する。
・産業廃棄物排出量の目標設定は、リース部門で発生する廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸを対象とする。
・上記数値目標のほか、化学物質については現状を把握のうえ適正管理を行います。
・温室用水は地下水を使用しているが、メーターがないため目標設定はしない。
・環境配慮活動としては、本業である造園工事及び観葉植物のリース･販売において、植栽や観葉植物の
　増加や環境配慮型の提案に努めます。
・社会貢献活動としては、会社周辺の清掃活動を行います。

        　作成者：柴田    晶代

作成日：R3年9月30日

水　使　用　量   水使用量の削減 ｍ³

　ガソリン使用量の削減
(軽油を含む）

Ｌ

ｋｇ
 一般廃棄物の削減

(事務所）

廃　　棄　　物
排　　出　　量

 産業廃棄物の削減 ｋｇ

目　標　項　目 単　位

年度目標

　電力使用量の削減 Kwh

二
酸
化
炭
素
排
出
量 Ｌ　重油使用量の削減

　二酸化炭素排出量の削減 ｋｇ-ＣＯ2

　化学物質の適正管理

　会社周辺の清掃

環境配慮
造園工事

観葉植物のリース・販売



4.環境経営計画

令和3年度 R3年9月～ R4年8月

環境経営レポート作成、審査申請

昼休み、退社時の消灯の徹底

車両切替時の低燃費車の導入推進

造園工事

観葉植物のリース・販売

会社周辺の清掃

二
酸　　　　化
炭　　　　素
排　　　出
量　　　の
削　　　減

ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ、ｴｺ運転の実施

車両燃費管理
小松、木原、田澤

化石燃料

                         作成者：柴田   晶代

不要照明、不使用機器等の電源OFF

照明のＬＥＤ化

ｴｱｺﾝ温度の管理

ｴｱｺﾝﾌｨﾙﾀｰの清掃（2回/年）

電力使用量

(事務所・温室）

環境目標

全体計画

教育

各種点検表の作成

重油使用量
（温室）

ガソリン(軽油含む）

節電の実施

温室保温対策の実施

柴田（征）

作成日：R3年9月30日

柴田（晶）

取組内容

木原

柴田（晶）

担当

柴田（晶）

保管管理

社会貢献

漏水のﾁｪｯｸ

廃棄物分別の徹底

化学物質使用

水使用量の削減

環境配慮

産業廃棄物
（リース部）

節水の徹底

水使用量の削減

廃棄物排出量の削減

化学物質の
適正管理

営業拡大

植栽の促進

会社周辺の清掃・草刈活動(2回/年)

一般廃棄物
（事務所）

使用済み裏紙の利用

小松、木原

柴田（征）

柴田（晶）

柴田（晶）

柴田（晶）

柴田（征）

柴田（征）



5.環境経営目標に対する実績

R3年9月～ R4年8月

平成30年度 目標 実績 ％ ○×

17,737 17,205 18,487 +7.5 △

(100)

16,067 15,585 17,951

(100)

内軽油 9,526 内軽油 9,240 内軽油 11,792

19,500 18,915 23,800 +25.8 ×

(100)

98,572 97,586 117,090 +20.0 ×

R2年度(100）

42 41 42 +2.4 △

(100)

310 301 650 +115.9 ×

H29年度 (100)

52 50 51 +2.0 △

(100)

化　学　物　質
使　　　　用

ー ー 適正管理
対象農薬の在
庫量の確認

- 〇

ー ー 植栽促進 植栽促進 - 〇

ー ー 営業拡大 営業拡大 - 〇

社 会 貢 献 除草・清掃回／年 ー 2 2 0 〇

評価基準

作成日：R4年9月30日

　　　　　　作成者：柴田　晶代

令和3年度 目標に対
する

増減率
評価

　ガソリン使用量の削減
(軽油含む）

Ｌ

+15.2
×

目　標　項　目 単　位

基準年度

二酸化炭素排
出量

　電力使用量の削減 Kwh

　化学物質の適正管理

　重油使用量の削減 Ｌ

　二酸化炭素排出量の削
減

ｋｇ-ＣＯ2

 一般廃棄物の削減
　　　(事務所）

ｋｇ

 産業廃棄物の削減
ｋｇ

水使用量   水使用量の削減 ｍ³

一　般　棄　物
排　出　量

環 境 配 慮

造園工事

観葉植物のリース・販売

　会社周辺の清掃

*目標（値）は、年度目標と同じ考え方で設定（基準年度の１％削減）

　　　　〇：目標達成、△：目標に対し1割以内で下回る、×：目標に対し１割を超えて下回る



7.環境関連法規等の取りまとめ・遵守評価結果 評価日：R4年8月31日 　評価者：柴田征充

廃棄物処理法 産業廃棄物の委託処理 ＜委託基準＞
・委託先の許可確認 ・委託契約書、許可証の入手、保管 委託契約書
・委託契約、契約書の保管（5年間） ・マニフェスト各種帳票の保管、確認 収集運搬処理許可証
・マニフェストの発行及び管理(回収、照合、保管) ・マニフェスト管理票の状況報告 マニフェスト台帳
　A票(控え)保管
　B２票、D票　90日以内返却
　E票　　　　　180日以内返却

・各票の保管（5年間）

・未回収時の県知事報告（上記期限から30日以内）

・「産業廃棄物管理票の交付状況報告書」の提出 ・前年度(4/1～3/31)交付状況を市長へ報告
県条例     （毎年 6/30までに提出） ・委託処理業者の処理状況の確認（1回／年）

・委託先処理状況の確認 ・委託先での不適正処理時の報告 処理困難通知書
・委託先不適切処理時の県知事への報告

産業廃棄物の保管 ＜保管基準＞
・保管場所の確保と掲示板の表示 ・保管場所掲示板の確認（含む、掲示内容）
・廃棄物の飛散・流出、地下浸透の防止 ・飛散・流出、地下浸透の確認

家電リサイクル法 特定家庭用機器 ・適正な引渡しと料金の支払い ・購入店への引渡し
ﾃﾚﾋﾞ、冷蔵庫、洗濯機 ・運搬・ﾘｻｲｸﾙ料金の支払いと領収書受領
ｴｱｺﾝ、乾燥機

フロン排出抑制法 業務用ｴｱｺﾝ ・適正な引渡しと料金の支払い ・登録された引取り業者への引渡し
・引き取り証明書の受領

・点検と記録 ・点検と記録
自動車リサイクル法 使用済み自動車 ・適正な引渡しと料金の支払い ・登録された引取り業者への引渡し

・引き取り証明書の受領

振動・騒音規制法 特定建設作業 騒音　８５ｄB以下(ﾊﾞｯｸﾎｳ80kw:0.7㎥、107PS以上、 ・7日前までに市長へ届出

以上が対象） ・低騒音・低振動機械の使用
振動　７５ｄB以下

農薬取締法 殺虫剤、殺菌剤、 ・農薬使用基準 ・管理表作成による保管と管理の徹底

成長促進剤他 ・農薬使用の記録

毒物及び劇物取締法 殺虫剤 ・適正な管理（保管方法、在庫管理） ・管理表作成による保管と管理の徹底

環境保全条例 自動車使用に伴う ・駐停車時のｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ ・ｴｺﾄﾞﾗｲﾌ・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの啓蒙
県条例 環境への負荷低減 ・自動車購入時の低公害車購入・使用 ･ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ車等の低公害車の購入検討

〇

※1.家電やエアコンの廃棄及び自動車の処分無し。 ※2.振動・騒音規制に該当する作業無し。 ※3.環境関連法規等の評価の結果、違反は無く、関係当局からの指摘も無し。

・車両運転日報作成
浄化槽法 浄化槽 ・保守点検　3回/年以上

・法定検査　1回/年以上
・保守点検
・法定点検

管理台帳

管理台帳

〇

〇

〇

〇

〇

〇

・異常燃費の確認と処置

点検記録

〇

〇

車両運転日報

〇 土場廃プラ置場掲示板

環境関連法令等
法・条例の適用内容・基準

遵守・管理項目 評価 関連資料
作業・対象 基準・遵守事項

ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ70kw以上、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ40kw
届出書

預託証明書

預託証明書

領収書
預託証明書

作成日：R3年9月30日 作成者：木原隆治

〇



6.環境経営計画の取組結果と評価、今後の取り組み 作成日：R4年9月30日　 作成者：柴田晶代
実施状況

（○、△、×）

〇 （結果）対目標　+7.5%

不要照明、不使用機器等の電源OFF 〇
（評価）節電への取り組みでR2年より1.5%電力使用量が減った。
目標値は達成できなかった。

昼休み、退社時の消灯の徹底 〇
（今後の取り組み）エアコンの温度管理及び節電の継続。

該当なし

〇

ｴｱｺﾝﾌｨﾙﾀｰの清掃（2回/年） 〇

ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ、ｴｺ運転の実施 〇
（結果）エコ運転、特にアイドリングストップについての
教育を実施。

〇 社用車の走行距離及び給油量状況を月毎に収集・整理。

該当なし （評価）全体平均燃費で削減となった。

（今後の取組）エコ運転活動を続け燃費の低減努力を展開す
る。

（結果）熱の漏れを少しでも減らすため、天井ビニールの穴あ
き箇所補修。

（評価）重油使用量は目標値をオーバー。

（今後の取組）保温対策の継続。

一般廃棄物の削減
（事務所）

〇 （結果）一般、産廃共に目標をオーバー。

(評価）一般に関しては目標に近づいている。産廃はプラ鉢更
新が続いている。

（今後の取組）一般は印刷物を減らすためPCメール使用の努
力を継続。産廃はプラ鉢更新作業が終われば削減する見込
み。

(結果･評価）目標をオーバー（+2%）

（今後の取組）継続実施

（結果）農薬保管の記録管理

（今後の取組）保管管理の継続実施

造園工事 （結果・評価）植栽4件、観葉リース2件の新規受注。

観葉植物のリース・　販
売

（今後の取組）　継続実施

（結果・評価）　12月と8月に実施。

（今後の取組）　継続実施

環境目標項目

〇

〇

ガソリン(軽油含む）使
用量の削減

温室保温対策の実施重油使用量の削減

二
酸
化
炭
素
排
出
量

電力使用量の削減
（事務所・温室）

取組内容

照明のＬＥＤ化

漏水のﾁｪｯｸ

取組結果と評価、今後の取り組み

節電の実施

ｴｱｺﾝ温度の管理

〇

〇

〇

〇

車両燃費管理

車両切替時の低燃費車導入推進

社会
貢献

使用済み裏紙の利用

廃棄物分別の徹底
産業廃棄物の削減

（リース部）

廃
棄
物
排
出
量

水
使
用
量

会社周辺の清掃・除草(２回/年)

環境
配慮

節水の徹底

会社周辺の清掃

化
学
物
質

水使用量の削減
（事務所）

植栽の促進

拡販

化学物質の適正管理 保管管理



２．環境活動計画の実施状況

３．環境関連法規の見直し・遵守状況

該当なし。

４．内部・外部からの苦情・称賛等の受付結果

該当なし。

５．問題点の是正・予防報告書

６．利害関係者等の環境情報

該当なし。

なし

なし

なし

なし

変更の理由

1.環境経営方針の変更

4.環境経営実施体制の変更

2.環境経営目標の変更

3.環境経営活動の変更

8.代表者による全体の取組状況の評価及び見直しの結果

１．環境目標とその達成状況

                      代表者による変更の必要性の判断 代表者 柴田　　征充

全体で目標をオーバー。しかし電力使用量、水使用量で目標に近づいている。電力 7つの月で使用量増加。気温の影響
によるエアコン使用日の増加によると思われるが今後の実績で比較していきたい。ガソリン（軽油） 9つの月で増加。昨年
同様、遠方の現場作業の影響で増加と思われる。重油 ボイラー稼働回数が影響かと思われる。更なる保温対策を進めて
いきたい。廃棄物 印刷物削減活動を今後も実施していく。産業廃棄物 プラ鉢更新による増加。計画ではＲ３年度までの
予定なので今後の推移を確認していく。水使用量 微増なので経過観察を続ける。

　　　　　　作成者：木原　隆治

作成日：R4年9月30日
事務局による見直しに必要なコメント

エコ運転は浸透してきているのでアイドリングストップの意識を広げていきたい。
引き続き安全会議でエコ運転活動を伝えていく。

是正処置：電力使用量・廃棄プラスティック量・一般廃棄物量・軽油及びガソリン使用量・重油使用量
　　　　　　　の未達。　使用量のグラフを作成し意識付を計る。

環境事務局への指示事項


