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（１） 名称及び代表者名
株式会社　アスター
代表取締役　宮川　賢之

（２） 対象範囲及び所在地
本社　長野県千曲市大字八幡1580-1
積替保管施設A(本社隣接地）　長野県千曲市大字八幡1609番1
積替保管施設B(本社隣接地）　長野県千曲市大字八幡1583番1、1577番、1578番、1579番3
積替保管施設C(本社隣接地) 　長野県千曲市大字八幡1583番1
長野営業所（連絡所）長野県長野市川中島町四ッ屋1327-35
上田営業所（連絡所）長野県上田市下塩尻117-2

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者　代表取締役　宮川　賢之　　          TEL:026-273-2610

担当者　総務課    　宮川　知子　      　    TEL:026-273-2610

（４） 事業内容
一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬
下水道管路清掃事業

（５） 事業の規模
創立　　昭和58年3月23日
資本金  1620万円

単位 2021年
売上高 百万 160

ｔ 1,368
従業員 人 17

㎡ 176.63
㎡ 98
㎡ 80.8
㎡ 2.8

（６） 事業年度 ６月～５月　

（７） 対象範囲：全組織、全活動・全従業員が対象である。　

（８） 車輌台数
バキューム車　３ｔ 7台 高圧洗浄車　　２ｔ 1台 ｱｰﾑﾛｰﾙ　車　　４ｔ８ｔ 1台
パッカー車　　２ｔ 2台 高圧洗浄車　　  ４ｔ 1台 軽トラック 　 1台
パッカー車　　３ｔ 3台 強力吸引車  　４t １台 軽バン　 4台

パッカー車　　４ｔ １台 強力吸引車  １０t 1台 軽ダンプ 3台
テレビカメラ車 １台 パワーゲート車 １台 乗用車 1台
冷凍冷蔵車　　３ｔ　軽 １台 クレーン車　　２ｔ １台
ダンプ ２ｔ 2台 ｱｰﾑﾛｰﾙ　車　　４ｔ １台

（９） 許可内容

活動規模

積替保管施設A
積替保管施設B

床面積　　　

処理量

積替保管施設C

１．事業概要
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2015年 1月 1日制定
2019年 1月 1日改定

株式会社　アスター

代表取締役  宮川　隆幸　

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                  

関連する環境の法規制を遵守し、環境汚染の防止や、環境保全の継続的改善を図ります。

事業活動のなかで、特に以下の項目を重点的なテーマとして環境目標を設定し取組、必要
があれば目標を見直すなど継続的に改善向上をはかっていきます。
   ①電気使用量の削減
   ②軽油等の化石燃料の削減
   ③節水活動による水資源の削減
   ④一般廃棄物の削減

環境経営方針

私たちは、美しい環境を守り、創りそして21世紀に伝えます

当社は一般・産業廃棄物収集運搬業等の事業活動及び下水道管路清掃事業　を通じて、環
境経営マネジメントシステムを構築し、環境経営目標・環境経営活動計画を定め継続的な
改善　に努めます。

環境教育を通じて全社員にこの環境方針を周知させると共に、環境教育を実施し、知識・
認識の向上に努め、環境保全活動への認識の向上に努めます。 

     この環境方針は、全社員に周知徹底するとともに、一般に公表します。

地球規模の環境保全が全人類共通の課題であることを認識し、

当社の事業活動のあらゆる分野に、先進の技術で環境負荷の

低減へ継続的に取組み、クリーンな生活環境の実現と、持続

的に発展できる経済社会の実現に寄与します。

２．環境経営
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2022年度 2023年度 2024年度

基準年度比 93% 92% 91% 90%

目標値 162,130 160,405 158,680 158,680

基準年度比 99% 98% 97% 96%

目標値 12,123 12,000 11,878 11,755

基準年度比 93% 92% 91% 90%

目標値 12,841 12,702 12,564 12,426

基準年度比 93% 92% 91% 90%

目標値 40,861 40,422 39,983 39,543

基準年度比 99% 98% 97% 96%

目標値 140 138 136 135

基準年度比 99% 98% 97% 96%

目標値 483 478 473 468

*事業年度　6月1日～5月31日
20216-
2022/5

2022/6-
2023/5

2023/6-
2024/5

2024/6-
2025/5

（２）運用期間：2021年度（2021年6月～2022年5月）

2021年度 実績 達成率 評価

基準年度比 93%

172,479 目標値 162,130 136,882 118% ◎

基準年度比 99%

12,245 目標値 12,122 13,144 92% ×

基準年度比 93%

13,807 目標値 13,128 8,556 153% ◎

基準年度比 93%

43,937 目標値 46,181 42,176 109% ◎

基準年度比 99%

141 目標値 140.0 139 101% ○

基準年度比 99%

488 目標値 483.0 370 131% ◎

年度毎目標

基準値 2021年度

二酸化炭素排出量削減
(電気､車輌；燃料）

2016年度（単位Kg－CO2)

172,479

電力における二酸化炭素排出係数は2018年度、中部電力の実排出係数0.457Kg-CO2/Kwhを使用しました。

（１）中期環境目標                        　　　　　      改定　　2021年6月1日

基準年度

電力使用量の削減
2020年度（単位KWh)

12,245

燃料量使用量の削減
（ガソリン）

2016年度（単位ℓ)

13,807

燃料量使用量の削減
（軽油）

2016年度（単位ℓ)

43,937

一般廃棄物等の削減
2020年度（単位Kg)

141

水資源使用量の削減
(上水）

2020年度（単位㎥)

488

基準年度
基準年度3

2021年度

基準値

目標達成１０％以上◎
目標－５％以内△

二酸化炭素排出量削
減

2016年度（単位Kg－CO2)

電力使用量の削減
2020年度（単位KWh)

燃料量使用量の削減
（ガソリン）

2016年度（単位ℓ)

燃料量使用量の削減
（軽油）

2016年度（単位ℓ)

一般廃棄物等の削減
2020年度（単位Kg)

水資源使用量の削減
(上水）

2020年度（単位㎥)

４．環境目標及びその実績



□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　○ままできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況 次年度

数値目標 ☓
①未使用時の電気消灯の徹底 △ 継続
②冷暖房の温度管理 ○ 継続
③不要な照明の消灯 △ 継続

数値目標 ◎
①アイドリングストップ、空ぶかしストップの徹底 ◯ 継続

◎ 継続

③車輌の燃料使用量と走行距離のチェック ◎ 継続

数値目標 ☓

①ごみの分別を徹底する ◯ 継続

数値目標 ☓

①節水シール等の表示 ◯ 継続

取り組み計画 評　価（結果と次年度の取組内容）
電力による二酸化炭素排出量の削減

□上方修正 □下方修正□基準見直し☑継続
是正処置により基準年を2020年としたが、
目標を達成する事が出来なかった。電気量
が増える夏、冬場の電気量を抑える取り組
みの徹底が必要。

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

□上方修正 □下方修正 □基準見直し ☑継続
効率のいい仕事が出来ている為、毎年の数
値に繋がっている。今後も継続して頑張っ
てもらいたい。

②収集・運搬の効率化

一般廃棄物の削減

□上方修正 □下方修正 □基準見直し ☑継続
是正処置により2020年度を基準年にして、
少しだけ減量出来たので継続して減量出来
るようにしていきたい。

節水

□上方修正 □下方修正 □ 基準見直し☑継続
是正処置により基準値を2020年度に変更
後、大幅に数値を減らす事が出来たので、
次に繋がるように頑張ってもらいたい。

５．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



ｃ

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。

法規制内容 遵守状況
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

道路運送車両法 ◯
道路法 ◯
道路交通法 ◯

◯
◯
◯

◯

◯

◯
◯

◯
〇
〇
〇

フロン排出抑制法

県に届け出 ◯
◯

家電リサイクル法 使用済み電気機器の適正処理 ◯
容器包装リサイクル法容器包装廃棄物の分別収集 ◯

なお、関係当局よりの違反等の指摘は、ありませんでした。

容器包装廃棄物の分別収集による再資源化を図る

浄化槽法
設置・廃止等の届出
法定検査及び、保守の実施 10人浄化槽：自社浄化槽管理士による点検

簡易点検の実施 ○
第一種特定製品の適正管理

受託した家電製品の適正処理

④許可証備え付け

関連法 当社の対応

廃棄物処理法

一般廃棄物処理業（法７） ①県知事許可証確認（年１回／６月）
産業廃棄物処理業（法１４） ②５年毎の更新
長野県環境基本条例 ③運搬車両にステッカー貼付

自動車Nox　PM法

⑤マニフェストの備え付け（その都度）
⑥マニフェスト保管（５年間）

・運行日報の確認と指示

⑦「産業廃棄物交付票等」の県知事への報告
⑧委託契約書の締結確認（随時）
⑨記載内容・排出事業者への報告（随時）
⑩保管確認（年１回／６月）　　Ｂ1・Ｃ2
⑪適正処理の遵守状況確認（年１回／１月）

運行管理 ・廃棄物（箱の容器）の荷崩れ防止の為の固定ベルトの使用
整備管理 ・法定点検・日常管理

・安全運転の実施

・燃料の削減

浄化槽又は汚水ますの内部

クレーン・デリック運転士試験資格者↓
　　　〃　　　　　技術講習終了者

酸素欠乏危険作業主任者及び酸素欠乏硫化水素危険作業
主任者

労働安全衛生法（法１４、１６） 第１４条、１６条
酸素欠乏症等防止規則

酸素欠乏とは、空気中の酸素濃度が１８％未満である場合

クレーン安全規則
（クレーン運転士） 自主点検の実施　月例点検の実施　年次検査の実施
（５t以上　0基、５t未満　1基） （吊り上げ荷重５ｔ以上のクレーン）

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。

◯

◯

労働安全衛生法

毒劇物取締法 盗難又は紛失を防ぐ処置　鍵・棚を設ける
在庫量の定期点検・使用量の把握
医薬用外、毒物、劇物の文字を表示

酸素欠乏危険作業主任者

・積載量の遵守・法定速度の遵守

６．環境関連法規への違反、訴訟の有無



①環境関連法規制等の順守状況（環境関連法規等順守記録による）

＊２０２２年９月１２日に定期評価を実施した結果順守されている

＊基準年を2020年に変更し臨んだが、電気が未達に終わった。

　　　

＊緊急事態に想定した火災対応の試行・訓練は2021年10月に実施した。（問題なし）

③前回までの代表者の指示事項への対応

問題があった場合には報連相を怠らず今後の活動を積極的にしていく。

[周囲の変化の状況]

①外部コミュニケーション記録より

書き方が書いた用紙が入っていたので次回の点検分から前回点検日、ふりがな等必要な所を記入して対応済。

②環境関連法規制等の動向他

・問題なし

[環境経営方針]

・未達成の部分がはっきりしている為、考えられる対策をして次年度は目標を達成出来るようにしていきたい。

[実施体制

・変更なし

[総括]

・定期的に草取りをする事により、敷地内の美化が保たれている。各々が気になったら行動を起こす等して

今後も積極的に活動をしてもらいたい。

　

2022年9月30日
代表取締役　宮川　賢之

[目標・環境活動計画の達成状況]

＊2020年に是正した3部門のうちの電力が未達成に終わった。

＊大町浄化槽組合から要望1件あり、前任者が全てやってくれていた為、今まで印刷後に前回点検月等書いた事がなかった。

[取り組み状況の評価結果]

②問題点の是正処置及び予防処置の状況

７．代表者による全体の評価と見直し


