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（３）

陶磁器くず、廃油

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラス・コンクリート・

設立年月

（２） 所在地

東京都小平市小川東町五丁目１９番２０号

（５） 環境保全管理責任者及び連絡先

資 本 金

支店 〒185-0012

東京都国分寺市本町二丁目２３番６－４１０号

TEL : 042-321-4319

１． 組織の概要

（１） 事業所名及び代表者氏名

連絡先　　TEL : 042-343-4651　　FAX : 042-345-5501

（４） 　昭和３８年　４月

TEL : 042-343-4651　　FAX : 042-345-5501

（常駐なし）

　５千万円

②　 国分寺市資源物及び有害物収集運搬業

１）

　　建設業

（６）

①　小平市一般廃棄物収集運搬業

廃油（揮発油類、灯油類、軽油類）、特定有害産業廃棄物（廃石綿等）

事業の内容

④　特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を除く）

③　産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を含む）

（石綿含有産業廃棄物含む）

責任者　　取締役常務　小 原 　博

２）

一般土木工事、水道施設工事、下水道施設工事、道路舗装工事、

給排水衛生工事

株式会社　大 東 建 興

代表取締役　堀　 敏 明

本社

支店 株式会社　大東建興国分寺支店

支店長　小原　博

本社

〒187-0031

１．会社・事業の概要



従業員数

事業の規模

　積替保管施設面積55.3㎡　最大保管量23.62㎥　最大保管高さ1.7ｍ

運搬委託量

保有車両

総売上高

Ｒ.8.7.25

延床面積

積替保管施設

　本社建物　２１９㎡　倉庫・控室建物　１９１．５㎡

R.6.5.7東京都 特-1第20149号

敷地面積

　軽車両５台

建設業受注件数 　３件/年  

　本社敷地面積993.5㎡　施設全体面積1500㎡

　売上高区分Ａ：５億円未満

産業廃棄物収集 　１１㎥

許可番号 許可年月日許可の種類

（８）

（７） 許認可、届出状況

東京都

R.1.5.8

有効期限許可年月日

東京都

許可一廃第２号 R.4.4.1

第13-57-040693号

第13-10-040693号 Ｒ.3.7.26

Ｒ.3.7.26

小平市

　３９名（役員含む）

許可の種類 許可自治体 許可番号

　特定建設業

Ｒ.8.7.25

　産業廃棄物収集運搬業

　特別管理産業廃棄物収集運搬業

Ｒ.6.3.31

有効期限許可自治体

　一般廃棄物収集運搬業

　塵芥車１３台、キャブオーバ車(平ﾎﾞﾃﾞｨ）７台、

１）



総務経理部門長

２． 対象範囲

推進委員長　　代表者

推進組織体制図

対象事業所　　株式会社　大東建興国分寺支店

対象事業所　　本　社

環境部門長（課長）

（１）

工事部 環境部

環境管理責任者

登録組織名　　株式会社　大 東 建 興

環境管理事務局

工事部門長（主任）

従業員

（２）

従業員

２．推進体制



役　　　割

　③　環境経営システムの構築・運用・維持に必要な人材・設備・資

　　　明確にする。

　　　金・技術技能を準備する。

職　　名

推進委員長

　①　環境管理責任者を補佐する。

　②　環境活動の文書・記録類の管理及び実績集計表を作成する。

　　　・　環境方針の運用及び管理

　各部門内における

　②　環境活動の運営状況・取組結果を代表者に報告する。
環境管理責任者

職名・役割と責任

　①　環境経営に関する最高責任者であり、経営の課題とチャンスを

　③　環境経営に関する経営諸資源の合理的・効果的な運用を図り、

（３）

　　　目標を達成する為に、委員会組織を運営する。

従業員

環境管理事務局

　　　・　環境経営システムの実施及び達成状況の報告

　①　環境経営システムの構築・実施・維持管理する。

　　　行い、必要とする場合は改訂を指示する。

　④　環境経営に関する方針・目標を定める。

　②　環境管理責任者をはじめ、必要な責任者を任命する。

　⑤　環境経営システムの有効性を評価し、システム全体の見直しを

　　　遵守する。

　　　・　問題点の発見及び対処方法の教育・訓練の実施

　②　環境活動への積極的に参加する。

部門長

　　　・　緊急事態への対応マニュアルの作成及び教育・訓練の実施

　①　環境経営システムの実施への取り組みに対する重要性を自覚し



堀　敏明代表取締役

３． 環境経営方針

（１）

⑥　環境教育・訓練及び日頃の活動を通じて、環境意識を高め全従業員で環境

⑤　節水に対する教育を行い水使用量の削減に努めます。

おります。また、建設業に於いても建設廃棄物の低減、 再使用化・再生資源

株式会社　大 東 建 興

　  項に 配慮し、継続的な環境活動の改善を図ります。

②　省資源・省エネルギーの推進に努めます。

③　廃棄物の分別及び排出削減を徹底し、リサイクルにも取り組みます。

④　環境負荷の少ない車両の導入及びエコドライブの推進を図り、二酸化炭素

　 株式会社大東建興は、「地球の環境保全と限りある資源の大切さを理解し、

①　環境関連法令、条例等を遵守すると共に、地域・業界・顧客の環境関連事

努めて参ります。

改定日 令和　２年　４月　１日

務である廃棄物収集運搬業・建設業は、循環型社会形成における重要な役割

循環型社会に貢献しましょう。」を経営理念にしています。当社の主要な業

行動指針

の一員であることを認識し、環境問題へ積極的に取り組む事を使命と考えて

の利用を積極的に行い事業活動を通じて、今後もより一層の環境保全活動に

　　活動に取組み地域社会との協調を図ります。

　 当社は、あらゆる事業活動において環境に何らかの影響を与えていること

　   排出量・燃料の削減に努めます。

基本理念

（２）

を認識した上で、下記の行動指針に基づき積極的に環境保全活動に取組みます。

３．環境経営方針



単位

㎏

kwh

ℓ

ℓ

N㎥

㎥

袋

㎏

㎥

㎥

台

％

％

※　電力の二酸化炭素発生係数は東京電力の2019年度の０．４４１（㎏-ＣＯ2/KWh)を使用

４．

Ｒ.5.10~Ｒ.6.9

改定 令和3年10月

令和4年度 令和5年度

0.3％削減

環境経営目標

二酸化炭素排出量の削減 129995.52 0.25％削減 0.3％削減

令和１年度 令和6年度

38680.00

環　境　目　標

0.3％削減 0.3％削減

基準年 目標（基準比） 目標（基準比） 目標（基準比）

Ｒ.6.10~Ｒ.7.9Ｒ.1.10~Ｒ.2.9 Ｒ.4.10~Ｒ.5.9

燃料使用量の削減（ｶﾞｿﾘﾝ） 3205.00 0.25％削減 0.3％削減 0.3％削減

電力使用量の削減 20298.00 0.25％削減

燃料使用量の削減（CNG） 4637.00 廃止予定 ― ―

燃料使用量の削減（軽油） 0.25％削減 0.3％削減 0.3％削減

プロパンガス使用量の削減 使用廃止 ― ― ―

廃棄物排出量の削減（本社）

一般廃棄物排出量の削減 8.00 維持 1袋削減 1袋削減

一般廃棄物の再使用・再生使用の増 データ不可 ― ― ―

産業廃棄物処分量の削減 5.00 0.25％削減 0.3％削減 0.3％削減

水使用量の削減 635.00 0.25％削減 0.3％削減 0.3％削減

該当なし 該当なし

低公害車(NOx・PM)導入比率の増 100

該当なし

維持維持維持

水資源使用量の削減

低騒音重機使用比率の増 該当なし

燃費基準達成収集運搬車の増 18/20 20/20

本業における環境配慮

20/20 20/20

４．環境経営目標と実績



単位

㎏ 0.1 ％削減

kwh 0.1 ％削減

ℓ 0.1 ％削減

ℓ 0.1 ％削減

N㎥ 0.1 ％削減

㎥

袋 0.1 ％削減

㎏

㎥ 0.1 ％削減

㎥ 0.1 ％削減

台

％

％

○・・・目標達成

△・・・ほぼ達成

×・・・未達成

４． 環境経営目標

改定 令和3年10月

目　標　項　目

基準年
削減目標 目　標　値 実　績

評　価

令和１年度

Ｒ.1.10~Ｒ.2.9 令和3年度（Ｒ.3.10~Ｒ.4.9）

二酸化炭素排出量の削減 129995.52 129865.52 125066.46 ○

電力使用量の削減 20298.00 20277.70 20186.00 ○

燃料使用量の削減（ｶﾞｿﾘﾝ） 3205.00 3201.80 3015.00 ○

燃料使用量の削減（軽油） 38680.00 38641.32 37588.00 ○

燃料使用量の削減（天然ガスLNG） 4637.00 4632.36 4517.00 ○

プロパンガス使用量の削減 使用廃止 ― ― ― ―

廃棄物排出量の削減（本社）

一般廃棄物排出量の削減 120 119.88 120.00 △

一般廃棄物の再使用・再生使用の増 ― ― ― ― ―

産業廃棄物処分量の削減 5.00 5.00 0.00 ○

水資源使用量の削減

水使用量の削減 635.00 634.37 542.00 ○

本業における環境配慮

燃費基準達成収集運搬車の増 18/20 19/20 19/20 19/20 ○

低公害車(NOx・PM)導入比率の増 100 維持 維持 維持 ○

低騒音重機使用比率の増 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし ○

５．環境経営目標の取組み結果



二酸化炭素の排出量

年度 排出量(㎏-CO2）

Ｈ.25年度 2014 166231

26年度 2015 .10 162093

27年度 2016 .10 164720

28年度 2017 .10 158532

29年度 2018 .10 155496

30年度 2019 .10 139064

Ｒ.1年度 2020 .10 129996

Ｒ.2年度 2021 .10 128310

Ｒ.3年度 2022 .10 125067

購入電力二酸化炭素の排出量

年度 排出量(㎏-CO2）

Ｈ.25年度 2014 年 0

26年度 2015 年 12717

27年度 2016 年 12274

28年度 2017 年 12083

29年度 2018 年 13420

30年度 2019 年 9996

Ｒ.1年度 2020 .10 10758

Ｒ.2年度 2021 .10 8754

Ｒ.3年度 2022 .10 10699

集計年月

集計年月

環境への負荷の実績表
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ガソリン使用量

年度 使用量(ℓ）

Ｈ.25年度 2014 年

26年度 2015 年

27年度 2016 年

28年度 2017 年

29年度 2018 年

30年度 2019 年

Ｒ.1年度 2020 .10 3205

Ｒ.2年度 2021 .10 3067

Ｒ.3年度 2022 .10 3015

年度 使用量(ℓ）

Ｈ.25年度 2014 年

26年度 2015 年

27年度 2016 年

28年度 2017 年

29年度 2018 年

30年度 2019 年

Ｒ.1年度 2020 .10 38680

Ｒ.2年度 2021 .10 38714

Ｒ.3年度 2022 .10 37588

集計年月

集計年月

軽油使用量
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水の使用量

年度 使用量(ℓ）

Ｈ.25年度 2014 年 798

26年度 2015 年 774

27年度 2016 年 788

28年度 2017 年 845

29年度 2018 年 846

30年度 2019 年 726

Ｒ.1年度 2020 .10 635

Ｒ.2年度 2021 .10 590

Ｒ.3年度 2022 .10 542

集計年月
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５．

（１） 当社一般廃棄物収集運搬車両からの二酸化炭素排出量（排出ガス）の削減

（２）

（３）

（４）

水資源の適正使用への管理

廃棄物の排出削減

　排出量の管理

　紙類の使用量の削減

　再生紙の使用推進

　用紙の両面活用

○

○ 継続する

○ 継続する

○ 継続する

活　動　計　画 実施結果

継続する

○ 継続する

次年度の計画

○ 継続する
　車両洗車時、大きなごみを掃き出し、洗車時の水

　使用を抑制する

　排風ファン等の使用を控える

活　動　計　画 実施結果 次年度の計画

○ 継続する

○

○ 継続する

○ 継続する

○ 継続する

　事務所、車両休憩室での休憩時間の消灯

　未使用時の設備電源OFF

　冷暖房温度の設定（クールビズ・ウォームビズの推進）

電力の使用節減による二酸化炭素排出量（排出ガス)の削減

　空ふかしを行わない

　急発進、急加速を行わない

　法定速度の厳守、一定速度運転

　車両出庫時の日常点検実施

○ 継続する

○

環境経営計画

活　動　計　画 実施結果 次年度の計画

○ 継続する　アイドリングストップ徹底の実施

継続する

○ 継続する

　省エネ機器への切り替え導入 ○ 継続する

継続する

　給湯使用時のムダをなくす

　節水型トイレタンクによる使用量の削減

活　動　計　画 実施結果 次年度の計画

○ 継続する

６．環境経営計画



（５）

（６）

（７）

　そしてクリーンに」

ＳＤＧsの取り組み

活　動　計　画 実施結果 次年度の計画

　17分野のうち目標７「エネルギーをみんなに
○ 新規計画

本業における環境配慮

省資源化の推進

○ 継続する

　低騒音重機使用比率の増

　教育訓練の実施

　啓発活動の実施

活　動　計　画 次年度の計画

○ 継続する

継続する

○ 継続する

― 対象外

　燃費基準達成車（収集運搬車両）の増

　低公害車(NOx・PM)導入比率の増

○

実施結果

　Ｅメールの活用によるﾌｧｯｸｽﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽを推進する ○ 継続する

活　動　計　画 実施結果 次年度の計画



６． 環境関連法規等の遵守状況の確認及び違反、訴訟等の有無

（１）　適用となる主な環境関連法規等

①　廃棄物の処理及び清掃に関する法律

②　建設リサイクル法

③　特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）

④　資源の有効な利用の促進に関する法律

⑤　フロン排出抑制法

⑥　自動車ＮＯX・ＰＭ法

⑦　自動車リサイクル法

（２）　違反、訴訟等の有無

　当社では環境関連法規等を遵守しており違反はありませんでした。

また、過去においても関係機関等からの指摘等は無く、訴訟等も１件

もありませんでした。

７．環境関連法規等の遵守状況の確認及び違反、訴訟等の有無



７． 代表者による取り組み状況の評価

（１）代表者による全体の評価

　今年度の経営状況は昨年度同様に新型コロナウイルス感染対策の一環として、

マスクの着用での作業となり、特に夏季における炎天下でのゴミの個別収集作業

は厳しく、昼休みなどの休憩室ではエアコンの使用が不可欠となり、電力使用量

の増につながったと思われるが社員みずから設定温度を下げたり使用時間の短縮

を行った事は大変評価できる。

（２）代表者による全体の見直し

　二酸化炭素排出量の削減、電力使用量減少等など確実に環境目標をクリアして

いる。この実施体制、取組項目の更なる向上をかかげエコアクション２１に取組

んでまいります。

（３）代表者による全体の指示

　２０１５年９月、国際サミットで決められた国際社会の共通目標のＳＤＧS（

持続可能な開発目標）への積極的な取組を指示する。

　はじめに、17分野のうち7の環境に関する目標達成を目指してまいります。

８．代表者による全体の評価と見直し・指



目標７「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」のターゲット

　（7-2）2030年までに、エネルギーをつくる方法のうち、再生可能エネルギー

を使う方法の割合を大きく増やす。

　「取組み」平成30年度にLED照明への切り替えや太陽光発電システムの導入を

行いました。

　（7-3)2030年までに、今までの倍の速さで、エネルギー効率をよくしていく。

　「取組み」今期はエネルギー消費率が大きいとされるエアコン（３機）を省エ

ネタイプ（うち２機は吸排気型）に取替えました。また、今後はエコカーへの移

行も進めて参りたいと思っております。



地域の環境活動

（１）市の取組への活動参加項目

・ ごみゼロフェスティバル

・ 環境フェスティバル

・ 市民まつり

・ リサイクルキャラバン

・ きれいなまち専門部会巣箱設置

・ 環境美化週間

・ 産業まつり

・ 防災訓練

（２）地域の環境活動の一環として、事業所周辺道路清掃を基本毎週水曜日に行

っております。

※　現在は新型コロナウイルス感染防止対策として、状況に応じて活動を実施して

　おります。

「地域社会貢献の推進」の取組

８．９．地域の環境活動


