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会社概要

■事業者名
ＮＤＫ株式会社

■本社住所
〒454-0921   愛知県名古屋市中川区中郷二丁目278番地の1

■代表者
代表取締役　山本　順一

■環境管理責任者、担当者
杉本直樹　金山貴生

■担当者連絡先
TEL : 052-364-6595
sugimoto@aegis-group.co.jp

■創立年
2010年

■事業規模
資本金：4,950万円
従業員数：419名
延床面積:本社：（45.1㎡）、千葉支店（55㎡）、福岡事業所（14.5㎡）、東京事業所(45.4㎡）

■事業概要
１．有料道路の料金収受業務及び管理業務
２．有料駐車場の料金収受業務及び管理業務

■本社及び支店所在地、延床面積
本社　：　愛知県名古屋市中川区中郷二丁目278番地1　(45.1㎡）
千葉事業所　：　千葉県千葉市緑区鎌取町795番地１　（55㎡）
福岡事業所　：　福岡県福岡市南区玉川町9-12　　　 （14.5㎡）
東京事業所　：　東京都杉並区西荻南三丁目1番18号　（45.4㎡）

■活動対象範囲
本社、千葉事業所、福岡事業所、東京事業所を対象範囲とします。

■関連組織
イージス・グループ有限責任事業組合
LLP本社　三重県四日市市朝日町１番４号　サンインターナショナルビル４F

mailto:sugimoto@aegis-group.co.jp


本社、千葉事業所、福岡事業所、東京事業所

担当者（各従業員）
 ・計画の実施
 ・改善提案

代表取締役 

 ・方針の決定
 ・環境管理責任者の選任
 ・マネジメントシステムの評価、見直し
 ・環境マネジメントシステム維持のための
　 資金の提供

環境管理責任者

 ・全体の監視
 ・外部との窓口
 ・文書の作成、管理
 ・記録の管理

事業所責任者  ・計画の遂行と確認

各従業員

実施体制
2022年4月22日

代表取締役

環境管理責任者

各事業所責任者



　　　　　　　　　　　        NDK株式会社

　                     　　　　　  　代表取締役　　山本順一

　当社の事業運営にあたり、法規制等の遵守および地球の環境改善のため
に重要であると思われる行動指針を環境方針に基づき設定し、地球への環
境負荷低減にとどまらず、地球環境向上に向けて、社外関係者と一体と
なって活動します。

　　１、当社に適用される法規制、当社が同意するその他の要求事項を
　　　　遵守します。
　　２、温暖化効果ガス、水使用の削減に努めます。
　　３、廃棄物の削減、リサイクルを推進します。
　　４、本方針は全社員に周知します。

　　　                           　　　制定:2015年 3月20日　　　　

環境経営方針

　　環境方針

　当社は日本各地の風土にあったサービスで全力で取組み、安心・安全を
提供するとともに、持続可能な社会の実現に向け、環境問題が重要な経営
課題であると認識し、社員一人ひとりの意識を高めつつ、地域社会とのつ
ながりを大切にして、環境経営を推進することにより、かけがえのない環
境を守っていきます。

  　行動指針



基準年（使用量） 当期目標 中期目標

2020年4月～2021年3月 2021年4月～2022年3月 2023年4月～2024年3月

基準年比 基準年比

1%削減 3%削減

基準年比 基準年比

1%削減 3%削減

基準年比 基準年比

1%削減 3%削減

基準年比 基準年比

1%削減 3%削減

基準年比 基準年比

1%削減 3%削減

基準年比 基準年比

1%削減 3%削減

基準年比 基準年比

1%削減 3%削減

現場事務所においては、契約に依存する、現場によっては負荷データが把握できないなど

の事情から、活動は実施するが、目標からは除外する。

プロセス 車輌の点検・整備の実施

※CO2排出係数は中部電力については0.379 kg-co2/kwh を使用した。(2020年度）

※CO2排出係数は東京電力については0.443 kg-co2/kwh を使用した。(2020年度）

※CO2排出係数は九州電力については0.480 kg-co2/kwh を使用した。(2020年度）

化学物質の使用はありません。

水使用
水使用量

( m3 )

電気・燃料

電力使用量
( kWh )

13,555

16,754

1563.0

―

11.7

62.0

ガソリン使用量
 ( L )

灯油使用量
( L )

環境経営目標（単年度・中長期）

基準年：2020年4月～2021年3月

管理項目

温室効果ガス
CO2排出量
( ㎏-CO2)

45,255

ガス使用量
( ｍ３)

廃棄物
一般廃棄物

　排出量 ( kg )



・コロナ禍の影響で手洗い回数等が増加しているためアルコール除菌との併用

（４）環境に良い製品・サービスの提供に向けての取り組み
・車輌の点検、整備の実施

　

（３）節水に向けての取り組み

 　環境経営計画の取組内容

（１）二酸化炭素排出量削減に向けての取り組み

 　   １） 電力量削減

・不要な照明のこまめな消灯
・昼休みの消灯
・空調温度の適正化
・ブラインドの使用
・こまめなPC電源OFF
・扇風機の併用

 　   ２） 燃料削減
・タイヤの空気圧のチェック
・移動ルートの見直し
・エコドライブ

（２）廃棄物排出量削減に向けての取り組み
・ゴミを出さない意識の向上
・裏紙の使用
・物品等の適切な管理による廃棄物の削減



基準年 当期目標 当期実績
2020年4月～
2021年3月

2021年4月～
2022年3月

2021年4月～
2022年3月

－ 1% 83.6%

45,255 44,802 37,812

－ 1% 66.8%

13,555 13,419 9,053

－ 1% 86.4%

16,754 16,586 14,473

－ 1% 100.0%

11.7 11.6 11.7

－ 1% 72.6%

62 61 45

※CO2排出係数は中部電力については0.472 kg-co2/kwh を使用した。(2017年度）

※CO2排出係数は東京電力については0.462 kg-co2/kwh を使用した。(2017年度）

※CO2排出係数は九州電力については0.463 kg-co2/kwh を使用した。(2017年度）

※CO2排出係数はガソリンについては2.32 kg-co2/kwh を使用した。

※CO2排出係数は灯油については2.49 kg-co2/kwh を使用した。

※当期実績は実績値と基準年比を記載している

※実績は、把握可能な事業所の実績を記載している。

※本社に関しては、温室効果ガス、電気燃料、廃棄物、水道は基準がないため、

　数値が集計でき次第、目標に含める。

水道水
水使用量

( m3 )

契約状況の変化により、大幅に減少した。節
水には日々心がけ、活動も成果も出ている。
次年度も継続する。

プロセス 車輌の点検・整備の実施
点検・整備の
実施ができて

いる

車輌の点検、整備を漏れなく行い、最適な状
態に維持できいる。次年度も継続する。

廃棄物
一般廃棄物
排出量 ( kg )

昨年度と同様の結果となった。次年度も引き
続き分別や再利用などの取組を継続する。

環境経営計画の取組結果と評価・次期の活動内容

管理項目
目標・取組の評価と
次期の活動内容

温室効果ガス
CO2排出量
( ㎏-CO2)

2020年4月より伊豆スカイラインの業務開始
による車両増。当期目標を大きく上回る17
パーセントの削減となった。日頃からエコド
ライブを心がけた成果が表れた。

電気・燃料

電力使用量
( kWh )

掲げていた電力使用量削減の取組みの結果、
当期目標を大きく上回る34パーセントの削減
を達成することができた。次期も引き続き取
組みを継続する。

ガソリン
使用量  ( L )

2020年4月より伊豆スカイラインの業務開始
により車両が増え使用量が全体としては増加
しているが、既存の事業所での取組みの結果
は数値に表れている。次期はエコドライブへ
の意識高揚を図る。



環境関連法規への順守状況並びに違反、訴訟等の有無

当社に適用となる環境関連法令等として、下記の法規制等が該当します。

環境関連法令項目 評価結果

自動車リサイクル法 〇

グリーン購入法 〇

エネルギーの使用の合
理化に関する法律

〇

東京都都民の健康と安
全を確保する環境に関
する条例

愛知県県民の生活環境
の保全等に関する条例

千葉県環境保全条例

福岡県公害防止等生活
環境の保全に関する条
例

〇

関係機関、地域からの苦情や訴訟等も過去３年間ありません。

エネルギー使用の合理化に努める

アイドリングストップの実施
自動車を駐車又は停車するときのエンジン停止

これらの法令等について、順守評価を行なった結果、違反は有りませんでした。

できる限り環境物品等を選択するよう努める

内　　　容

廃棄物処理法

事業活動で生じた廃棄物を自らの責任で適正処理すること。
再利用等で減量に努めること。
国及び地方公共団体の施策に協力すること。

一般廃棄物の運搬又は処分を他に委託する場合、それぞれ一般廃
棄物運搬･処分業の許可取得業者に、基準に従い、委託するこ
と。

産業廃棄物
・委託基準：一廃収集業者の許可の確認
・委託基準：産廃収集運搬・処理業者の許可の
　確認、契約
・保管基準
    60cm×60cm以上表示、
　　飛散・浸透防止
　　衛生管理
・マニフェスト交付
　　B2、D,E票の保管（5年間）、　B2・Ｄ票90
　　日、Ｅ票180日以内に送付されない場合は
　　30日以内の知事への報告
・産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出
・帳簿の作成（特別管理廃棄物）
・自社による運搬時の表示、書類携行

使用済自動車を引取業者へ引渡すこと。
リサイクル費用を資金管理法人に預託すること。

－



　本社も活動範囲に加えて、これまで以上に電力使用の管理やごみの持ち帰り

等廃棄物の抑制などに取り組んできている。2015年4月よりエコアクション２１

の取り組みを開始して、活動の成果も出てきており、社員の意識も高く積極的

に節電や節水に努力している。 

その他の項目に関しても、社員の活動の成果がでている為、

方針や目標は継続して行い、業務の効率化を検討し、次年度も目標達成に向けて、

活動を行う。

　法令等の遵守にも問題はなく、また環境経営方針等について見直したが、

今回は変更せず今後も当該方針に沿って目標、計画を立て遂行できる実施体制を

とっていく。地球の環境改善のために、日々の事業活動を見直していきたい。

2022年4月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表取締役社長　山本順一

代表者による全体評価と見直しの結果


