
共栄通商株式会社
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当社は、事業活動において、環境関連法規を遵守すると共に、環境負荷の低減を図り、

全従業員が、自主的及び積極的な取組を推奨します。

1.二酸化炭素排出量の削減を推奨します。（電気、ガソリン、軽油）

2.水道水の無駄を低減します。

3.廃棄物を抑えて古紙、ダンボール、缶、Ｄ/Ｍ、の再資源化を推進します。

4.リユース容器を使用した製品の販売を促進します。

5.漏洩事故を防止する為、人的・物理的対策を策定します。

6.化学物質の適正管理を行います。

7.事業所周辺の美化活動を推進します。

8.本方針を全従業員に周知徹底します。

制定日：2017年4月11日

改定日：2020年6月 1日

  代表取締役 福谷　直也

環境経営方針

〈環境経営理念〉

〈環境保全への行動指針〉

共栄通商株式会社は、化学工業薬品及び関連する一切を取扱う総合商社で
す。昭和４４年の設立以来、多くのお客様から絶大なる信頼とご支援を賜
りながら堅実な経営を営み、皆様のお陰で今日を迎えております。
弊社は、エコアクション２１に基ずく環境経営システムを構築し運用開始
することにより、地球環境に優しい企業を目指して、新たな一歩を踏み出
しました。これを全従業員に周知徹底し、環境意識を高め、継続的に環境
負荷の低減に取り組んで行くことを宣言致します。

ごあいさつ



          共栄通商株式会社

          代表取締役社長　　　　　福谷　直也

　2）所在地

         本社・倉庫　　　　　〒675-0045　　　兵庫県加古川市西神吉町岸100番地の1

         志方倉庫　　　　　　〒675-0314　　　兵庫県加古川市志方町上冨木120番地の77

　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　　　　奥村　知史　　　　

          ＴＥＬ　　079-431-2587

　4）事業内容

        化学薬品、産業資材、産業用設備・機器、高圧ガスの販売

　5）事業規模

本社 志方倉庫 合計

従業員 23名 0名 23名

延床面積（㎡） 513 221 734

　6）事業年度　　　2020年度　　　2020年　6月 ～ 2021年　5月

本社倉庫

物流課

志方倉庫

福谷

1.組織の概要

   １）名称及び代表者

2.環境経営組織図

代表者

環境管理責任者

管理部

環境事務局

管理部事務営業部



・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間等経営資源の準備

・環境管理責任者を任命

・環境経営方針の策定・見直し

・環境経営目標・環境経営計画書を承認

・代表者による全体の評価とみなおし、指示

・環境経営レポートの承認

・経営における課題とチャンスの明確化

・環境経営システムの構築、実施、管理

・関連関係法規等の取りまとめ表を承認

・環境経営目標・環境経営計画書を確認

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの確認

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境経営レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

・事務局と共に問題点の是正、予防処置の実施

・事務局と共に必要な手順書の作成及び手順書による訓練の実施、記録の作成

・環境管理責任者の補佐

・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成

・環境活動の取組結果を代表者へ報告実績集計

・環境関連法規等の取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・環境経営計画の審議

・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

・決められたことを守り、自主性・積極的に環境活動へ参加

単位

ｋｇ-ＣＯ2

ｋｇ

ｋｇ

㎥

環境管理責任者

環境事務局

全社員

項目

二酸化炭素排出量

2020年度

64,282

492

33

231

4.主な環境負荷の実績

173

廃棄物排出量

水使用量

　一般廃棄物排出量

3.体制の役割・責任・権限

　産業廃棄物排出量

492

0

2019年度

67,013

492

0

212

・事務局と共に想定される事故及び緊急事態への対応の為の手順書の作成

環境管理責任者

・環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施

代表者(社長）

役割・責任・権限

73,068

2018年度

環境事務局



　

（目標値）（実績値） （目標）

電力使用量による kWh 17,927 18,169

都市ガスによる ㎥ 43 61

自動車燃料使用量に ガソリン(Ｌ) 11,537 10,218 113

kg-CO2 26,785 23,723 ％

軽油(Ｌ) 13,965 11,993 116

kg-CO2 36,649 31,474 ％

kg-CO2 115

燃料合計© ％

116

％

100

％

取組状況

・空調温度の適正化(冷房：28℃、暖房：22℃) △

・不要照明の消灯 ○

・節電ラベルの貼り付け ○

・業務効率化(就業時間の短縮) ○

○

×

×

kg-CO2

上記二酸化炭素排出量合計

（Ⓐ＋Ⓑ＋©）

98%

70%

×

×

○

○

㎥ 194 194

2020年度

（基準年度の97％）

kg-CO2

Ⓐ
9,111 8,838 8,957

65,396

kg-CO2

Ⓑ
93 90 129

ｋｇ 492 492 492

水道使用量

月一回の持ち回りでの清掃活動

62,780

薬品廃棄物の撲滅

※電力の二酸化炭素排出係数は2016年度の0.493㎏-CO2/kwhを使用。

231 194

６.環境経営計画の取組結果とその評価

62,12655,197

84%

492

194

0 33 0ｋｇ 0

492

0

74,600 72,362 64,282 ○ 71,616 70,870

○63,434

36,271

18,481

二酸化炭素の削減

よる二酸化炭素の削減

活動：◎よくできた　　○：まあまあできた　　△：あまりできなかった　　✕：全くできなかった

取組結果とその評価、次年度の取組内容

今期は、特に事務所内感染予防を考え定期的に換
気を行った。又、新たな空調機器を購入しエアコ
ンとの併用で、使用頻度が増した。次年度も引き
続き状況を踏まえた感染予防対策を講じながら適
正化を図っていく。

電力による二酸化炭素削減

事業所周辺の美化活動

17,742

4142

26,232

一般廃棄物の削減

13,677

11,418

26,508

13,821

17,557

　　二酸化炭素の削減

37,783

達
成
率

2021年度
(基準年度の

96％)

2022年度
(基準年度の

95％)

（目標）

11,894

14,397

27,613

（基準年度実績値）

35,894

2017年度

(基準年度)

44

11,299

評
価

5.環境経営目標及びその実績

評価基準：達成率100％以上(年度目標値以下）　○

8,747 8,656

89 88



都市ガスによる二酸化炭素削減 取組状況

・ガス漏れ点検 ◎

車両燃料による二酸化炭素削減 取組状況

・不必要なアイドリング停止 ○

○

○

取組状況

◎

○

✕

取組状況

×

取組状況

○

✕

◎

取組状況

△

◎

◎

取組状況

◎

・作業ミスによる薬品漏洩

取組結果とその評価、次年度の取組内容

・急加速

・エコ運転の呼びかけシール貼付け

コロナ禍で、一年を通して営業活動範囲が、限ら
れていた為に必然と燃料使用量が抑えられた。ま
た、物流車両も配車状況によって、待機させ使用
量を抑えられた。次年度は営業車両では、効率化
を図りつつ使用増を見込む。また、物流車両で
は、走行距離を抑えて目標達成を目指す。

取組結果とその評価、次年度の取組内容

積荷の落下事故が起こり、幸いにも漏洩には至ら
なった。今後の活動として事故ゼロを目標とし
日々の作業手順の遵守、教育訓練の実施を継続し
て行っていく。

・分別の徹底

・シュレッダー廃紙のリサイクル化

環境に配慮した販売活動

取組結果とその評価、次年度の取組内容

無駄な使用は見受けられず、年末と年度末の構内
工事の為、後半は使用量が増加した。次年度は、
自社工事は予定しておらず使用減の見込み。

・手元コックの取付

薬品廃棄物の撲滅 取組結果とその評価、次年度の取組内容

・作業ミスによる廃棄量の削減 製品開発時サンプルの廃棄

・節水ラベルの貼りだし

・節水弁の取付

水使用量

・両面コピー機の導入

取組結果とその評価、次年度の取組内容

リサイクル品と、一般廃棄物との分別が、継続し
てできているため、排出量を抑える事が出来てい
る。次年度も継続して行っていく。

一般廃棄物の削減

取組結果とその評価、次年度の取組内容

冬場の給湯器の使用量が増えた。また、感染予防
対策として事務所を２箇所に分けそれぞれの給湯
器を使用するようになった。次年度もこの状況
下、冬場の給湯器の使用量が増えることから、基
準値、目標値の見直しを検討する。

・商品の盗難、紛失の予防

・リユース容器の保全

・月一回の持ち回りでの清掃活動

取組結果とその評価、次年度の取組内容事業所周辺の美化活動

事業所周辺は清掃活動は定期的に行われており、
綺麗に保たれている。次年度も継続して行ってい
く。



廃棄物処理法 産業廃棄物(廃プラ等)、処理委託契約・マニフェスト発行・管理、保管基準遵守

水質汚濁法 有害物質(液状)、貯蔵施設、地下水汚染(アンモニア)、事故時の措置、届出

フロン排出抑制法 業務用空調機、簡易点検・記録保存（廃棄後３年）、廃棄時のフロン回収義務

化学物質排出把握管理促進法 第一種指定化学物質、第二種指定化学物質、対象化学物質把握、SDS交付

自動車NOX・PM法 対策地区内で排ガス規制に適合した車両の使用

消防法(危険物) 屋内貯蔵所危険物の保管、貯蔵届出、消火器設置等

毒物及び劇物取締法 飛散、漏れ、流れ出、浸み出し、地下への浸みこみ防止

高圧ガス保安法 帳簿、販売事業届、販売主任者選任届、事故届

8.外部からの環境上の苦情・要請等

7.環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果、並びに違反、訴訟の有無

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りです。

（１）適用となる主な環境関連法規

（２）遵守状況評価結果並びに、違反、訴訟の有無

※遵守状況評価結果について

　環境関連法規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。

（３）違反、訴訟について

遵守状況適用される事項（施設・物質・事業活動等）

遵守

適用される法規制

　違反、訴訟等や、関係当局より違反等の指摘も過去３年間ありませんでした。

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

なし

2020年6月1日～2021年５月31日までの一年間に、外部からの環境上の苦情・要請等はなかった。

また、事業所周辺の美化活動も定期的に行っており、きれいに保たれている。

なし

なし ―

実施日：　2021年8月 1日　　　

全体評価・コメント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　福谷　直也　

4.実施体制、その他　　　

―

―

―

1.環境経営方針

2.環境経営目標

3.環境活動計画

なし

今期は、コロナ禍の状況に非常に左右され、社内では、営業活動・受発注業務等の見直しや感染防止対策
を再考する一年だったと感じています。その中において、弊社今期の売上目標は達成できたことは喜ばし
事と自負いています。永遠のテーマである環境に対する取組と、「ケガ・事故」をゼロにする取り組みを
エコアクション２１を通して行っておりますが、後者にて課題が浮き彫りになりました。今後も社員の意
識向上に努め、かつ環境負荷の低減に努めてまいります。

見直し項目 変更の必要性、指示事項変更の必要性

9.代表者による全体の評価と見直し・指示




