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　　　　　　　　　　　　　ごあいさつ
　　日置運送株式会社では運送業・倉庫業及び関連事業を通じて、地球環境と調和した
会社経営をしていきたいと考えています。変化し続ける地球環境との調和を図り、安全・
安心な一貫輸送を行います。
　　お客様からの求められる輸送の多様化・ 特殊化への対応とサ ポートまで含めた、一
貫輸送サービスシステムの構築を推進してまいりました。今後も「安全第一・お客様第一・
コンプライアンス」の理念を基本に、組織の強化と人材育成を通じ、品質確保に努め、陸
上輸送はもちろん重量物運送や倉庫を利用した陸・海・一貫輸送を行い、人・地球・地域
に優しい企業を目指します。また、産業廃棄物収集運搬・特別管理産業廃棄物収集運搬
の適性管理をおこない安心安全な業務をおこないます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　環 境 経 営方 針

　当社は、自主的・積極的に環境負荷の継続的な削減に取り組み、とりわけ輸送効率を
高めて使用エネルギーの削減に努めることにより環境改善をすすめ、より良い環境を社
員一同で目指します。
　事業活動が地球環境に影響を与えていることを認識し、お客様の期待に応えるサービ
スの提供に努めるとともに、環境経営システムを確立し、全社員で継続的に地球環境へ
の負荷の低減と汚染の予防に取り組みます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定日：２０１６年１月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定日：２０２０年６月９日　改定１

１．事業活動において、次の重点課題に取り組みます。

①　輸送の効率化、エコドライブの実施による二酸化炭素排出量の削減
　　 産業廃棄物収集運搬は環境に配慮した収集運搬に努めます
②　電力消費による二酸化炭素排出量の削減
③　５S　（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の実施
④　廃棄物の分別、減量、再使用、再生利用の推進
⑤　水資源の節減
⑥　環境に配慮した事業活動の推進

なお化学物質の使用はありません。
２．環境関連法規制及び地域やお客様の環境関連要求事項を遵守します。
３．経営における課題とチャンスを定期的に見直し、可能な範囲で、環境経営方針や
　  環境経営目標・環境経営計画に反映し、継続的改善に努めます。
４．環境経営レポートを通じて、環境活動の状況を社内外に公開します。
５．本方針を全従業員に周知します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役
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1.組織・事業の概要

　(1)　事業名及び代表者名

　　　　日置運送株式会社　代表取締役社長　　日置　成行

　(2)　設立
　　　法人化　　　　　　昭和45年8月
　　　資本金　　　　　　50百万円

　(3)　事業名及び所在地
　　（代表）
　　新島営業所（車庫・倉庫）
　　加古郡播磨町新島6番地2番
　　TEL079-441-0771　　FAX079-441-0772

　　本社営業所
　　〒674－0062　兵庫県明石市大久保町谷八木915番地1号
　　ＴＥＬ078－936－4566　　ＦＡＸ078－935－4198

　　二見営業所　明石市二見町南二見1番地9号
　　TEL078-943-1011　　FAX078-942-4588
　
　　二見倉庫　001　明石市二見町南二見12番地5号
　　TEL078-943-0678　　FAX078-943-0678

　　二見倉庫　002　明石市二見町南二見13番地6号
　　TEL078-942-5228　　FAX078-942-5228

　　加西倉庫営業所　加西市常吉町647番地8号
　　TEL0790-47-2258　FAX0790-35-8004

　　加西椿本営業所　加西市朝妻町1140番地
     株式会社椿本チェイン兵庫工場内
　　TEL0790-47-8085　FAX0790-47-8086

　　津山営業所　岡山県津山市新野東1515番地
　　株式会社椿本チェイン岡山工場内
　　TEL0868-36-6776　FAX0868-36-6733
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2.事業内容・規模

　(1)　事業内容

　　一般区域貨物自動車運送業
　　（昭和45年2月、阪神区25番、第640001365）
  　第一種貨物利用運送業(昭和57年4月、大陸119号）
  　第二種貨物利用運送業(平成16年3月31日、国総貨複第208号）
  　倉庫業(平成17年10月26日、神総物第44号）
  　産業廃棄物収集運搬業
　　特別管理産業廃棄物収集運搬業（ＰＣＢ廃棄物収集運搬業作業従事者）
    （産業廃物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証の内容別紙１記載）
  　梱包業
　　諸機械移動据付

　(2)　事業規模等
　　従業員数　　　　　　　 　７９人
　　保有営業車両数　　　　１１１台　（トラック　９４台　その他　１７台）
　　売上高　　　　　　　　　　1500百万円

　(3)　事業年度　　　　　4月～翌年3月

　(4)　認定・登録の対象範囲
　　　登録組織名：日置運送株式会社
　　　対象事業所：本社営業所
                         新島営業所
　　　　　　　　　　　二見営業所
　　　　　　　　　　　二見倉庫001　二見倉庫002
　　　　　　　　　　　加西倉庫営業所
　　　対象外：　　  加西椿本営業所　※
　　　　　　　　　　  津山営業所　　　  ※
　　　※　「㈱」椿本チェイン」のマネジメントシステム内で運用されているため
　　　　　対象範囲外とする
　
  （5）事業活動
　　　　トラック運送、倉庫作業、梱包作業、
　　　　産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業（別紙２記載）

　(6）　環境管理責任者及び担当の氏名と連絡先
　　　　責任者　営業課　岡本　幸太郎
　　　　ＴＥＬ　（079）441-0771　FAX（079）441-0772
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※産業廃棄物収集運搬・特別管理産業廃棄物収集運搬全車兼用

15ｔエアーサス車 １台

備　考

トラクタ

１３台

1５ｔ中低エアサスユニック車 １台

4台

4ｔユニック車 １台 （4ｔ増ｔ）

15ｔ車低床エアーサスユニック ２台

トラクタ （第五輪20ｔ）

軽量トラクタ １台

3.保有車両

車　両　種　類

（第五輪25ｔ・22ｔ）

台　数

トレーラー ３６台

15ｔ低床エアーサス車 ２１台

４ｔウイング車 ２台

3ｔ車 ２台

10ｔショートユニック車

先導車・他 １７台 　（回転灯基準緩和取得）

令和3年度
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３台

4ｔ車 ７台



制定日

改定日

2022年３月１日改定１

対象外範囲

役割・責任・権限
代表者取締役 ・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、技能、技術者を準備
・経営における課題とチャンスの明確化

専務取締役 ・環境管理責任者を任命
・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知
・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見直し・指示の実施
・環境経営レポートの承認

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理
・環境経営関連法規制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
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口
・緊急事態対応手順のテスト、訓練の指導及び総括
・環境経営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
・環境管理責任者の補佐
・従業員への環境経営方針の周知
・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
・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成
・環境経営活動の実績集計
・環境経営関連法規制等取りまとめ表の作成
・環境関連法規制等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施
・従業員に対する教育訓練の実施
・特定された項目の手順書作成
・特定された緊急事態への対応のための手順書作成
・緊急事態対応手順のテスト、訓練を実施、記録の作成
・環境経営レポートの作成、公開（事務所への備付けと地域事務局への送付）

倉庫課係長　 ・自部門における環境経営システムの実施

営業課課長　 ・自部門に関連する環境経営計画の実施及び達成状況の報告
・特定された項目の運用管理
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

営業課課長 ・産業廃棄物収集運搬、特別管理産業廃棄物収集運搬の管理

全従業員 ・環境経営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、自主的・積極的に環境活動へ参加

2016年1月5日
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4.実施体制
代表取締役

専務取締役

倉庫課 係長 営業課 課長

本社車庫

トラック班長

環境配慮指導

環境管理責任者

二見営業所

トレーラー班長

二見倉庫 001 002
責任者

新島営業所

責任者

加西倉庫営業所

責任者
加西椿本営業所

責任者

津山営業所

責任者

エコドライブ推進 環境配慮作業 エコドライブ推進 エコドライブ推進 環境配慮作業 環境配慮作業エコドライブ推進



単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
kg-CO2 3,066,584 2,911,685 2,587,787 2,624,461

ｋWh 281,376 546,849 585,119 454,522

L 15,642 14,503 25,040 13,151

L 1,110,872 1,028,343 887,855 933,233

L 1,955 1,591 1,882 1,677
ｔ 5.000 26.512 88.836 65.632
ｔ 0.400 0.082 0.069 0.058
ｔ 4.600 26.430 88.767 65.574
ｔ 394.750 1,693.270 471.436 414.230
ｔ 3.630 42.150 75.020 59.910
ｔ 391.120 1,651.120 396.416 354.320
㎥ 1,677 1,801 2,220 1,832

　（２）環境経営目標及びその実績

kg-CO2 2,587,787 2,561,910 2,536,032 2,510,154 2,484,275
対基準 － ▽１% ▽2% ▽3％ ▽4%
kWh 585,119 579,268 573,417 567,565 539,271

kg-CO2 234,339 231,996 229,652 227,309 224,965
対基準 － ▽１% ▽2% ▽3％ ▽4%
L 25,040 24,790 24,539 24,289 23,317

kg-CO2 58,093 57,512 56,931 56,350 55,769
対基準 － ▽１% ▽2% ▽3％ ▽4%
L 887,855 878,977 870,098 861,220 818,247

kg-CO2 2,290,669 2,267,762 2,244,856 2,221,949 2,199,042
対基準 － ▽１% ▽2% ▽3％ ▽4%
L 1,882 1,863 1,844 1,826 1,735

kg-CO2 4,686 4,639 4,592 4,546 4,499
対基準 － ▽１% ▽2% ▽3％ ▽4%

ｔ 0.069 0.068 0.068 0.067 0.066
対基準 － ▽１% ▽2% ▽3％ ▽4%

t 88.767 87.879 86.992 86.104 85.216
対基準 － ▽１% ▽2% ▽3％ ▽4%

t

対基準

t

対基準
件

　 対基準
㎥ 2,220 2,198 2,176 2,153 2,131

　　削減 対基準 － ▽1% ▽2% ▽3% ▽4%

-７-

　ガソリン

項　目
二酸化炭素排出量

　（１）主な環境負荷の実績

　　・電力の二酸化炭素排出係数は関西電力(株)の2017年公表値0.418ｋｇ-CO2/kWh(調整後排出係数）を使用。

　灯油

　灯油
　　購入量削減
:2.49

Ⅲ.　収集運搬
産業廃棄物
収集運搬

特別管理産業廃棄物

収集運搬

5.環境経営目標と実績

産業廃物収集運搬
特別管理産業廃棄物収集運搬

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2020年度
基準年度

2021年度 2022年度 2023年度

　産業廃棄物

総排水量

2024年度

収集運搬の適正管理
クレーム・コンプレーンゼロ

収集運搬（合計）

Ⅱ．廃棄物排出量
　一般廃棄物
　　　削減

　電力

　軽油

廃棄物排出量(合計）

　一般廃棄物

Ⅰ．二酸化炭素
　　排出量合計
　電力使用量削減

　ガソリン
　　使用量削減
:2.32

　　・電力の二酸化炭素排出係数はシン・エナジー(株)の2019年実績値0.400ｋｇ-CO2/kWh(調整後排出係数）を使用。

Ⅳ．グリーン購入
0 1 2 3 4

　軽油
　　使用量削減
:2.58

　産業廃棄物
　　　削減

Ⅴ．水使用量

収集運搬の適正管理
クレーム・コンプレーンゼロ



基準

目標 実績 達成度 評価

kg-CO2 2,587,787 2,561,910 2,624,461 98%
対基準 － ▽１% △1％
kWh 585,119 579,268 454,522 127%
kg-CO2 234,339 231,996 182,033 127%
対基準 － ▽１% ▲22％
L 25,040 24,790 13,151 189%

kg-CO2 58,093 57,512 30,510 189%
対基準 － ▽１% ▲47％
L 887,855 878,977 933,233 94%

kg-CO2 2,290,669 2,267,762 2,407,741 94%
対基準 － ▽１% △6％
L 1,882 1,863 1,677 111%

kg-CO3 4,686 4,639 4,176 111%
対基準 － ▽１% ▲9％

ｔ 0.069 0.068 0.058 117%
対基準 － ▽１% ▲15％

ｔ 88.767 87.879 65.574 134%
対基準 － ▽１% ▲25％
㎥ 2,220 2,198 1,832 120%

対基準 － ▽１% ▲17％

ｔ

対基準

ｔ

対基準
件 0 1 1 100%

対基準 － － 1 ー

注)評価欄にて、○：達成、△：やや未達成、×：未達成

※目標＝基準（2020年度）*1％

　達成を100％以上とし、0％に近いほど未達成とする

　実績＝（基準（2020年度）±○○％）

　達成度＝（±○○％±100％）

運用期間の実績

〇

△

〇

○

2021年度実績

収集運搬の適正管理
クレーム・コンプレーンゼロ

収集運搬の適正管理
クレーム・コンプレーンゼロ

　軽油
　　使用量削減

〇

〇

産業廃物
収集運搬

特別管理産業廃棄物

収集運搬

〇

〇

　産業廃棄物
　　　削減

Ⅲ．水使用量削減

○Ⅴ.グリーン購入

△

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2020年度
4月～3月

Ⅰ．二酸化炭素
　　排出量合計
　電力使用量削減

　ガソリン
　　使用量削減 〇

Ⅱ．廃棄物排出量

Ⅳ.産業廃物収集運搬

　一般廃棄物
　　　削減
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　灯油
　　購入量削減



二酸化炭素排出量の削減

①電機使用量の削減・空調温度の適正化（冷房26℃、暖房23℃） ◎
・昼休み時間の消灯 ◎
・使用しない時のトイレ・休憩室・倉庫内の消灯 ◎
・使用しない機器の電源オフ ◎
・窓のブラインド使用での外部の熱・冷気遮断 ◎

②ガソリン使用量削減
・エコドライブ実施・教育 ◎
・アイドリングストップ △
・車両整備徹底 ◎
・公共機関の使用 △
・社用車のハイイブリット車への交換 ◎

③軽油使用量の削減
・エコドライブ実施・教育 ◎
・アイドリングストップ △
・車両整備徹底 ◎
・効率的なルートでの輸送 ○

④灯油使用量の削減
・こまめにオフ ◎
・温度を設置して管理する ◎

⑤一般廃棄物排出量の削減
　一般廃棄物 ・分別のボックス使用して分別の徹底 ◎
　排出量の削減 ・水筒、マイコップ使用 ○
（持込ゴミ紙コップ・ ・5Ｓ活動（整理・整頓・清掃・清潔・躾） ◎
　空き缶・生ごみ） ・ゴミの持ち帰り運動 ◎

　産業廃棄物 ・電子化による印刷物のペーパーレス化 ○
　排出量の削減 ・裏紙の再使用 ○
　（社内ゴミ） ・ダンボール・ポリ袋・封筒のリサイクル ○
⑥産業廃棄物収集運搬
　産業廃棄物 ・適正な管理 ◎
　収集運搬 ・安全な運行管理 ◎

・環境に配慮した収集運搬 ◎
特別管理産業廃棄物・適正な管理 ◎
　収集運搬 ・安全な運行管理 ◎

・環境に配慮した収集運搬 ◎
⑦水道使用量の削減

・節水ポスター掲示 ○
・洗車場にバケツ設置 〇
・洗車ホースの水止め設置 〇

⑧グリーン購入の推進
・環境にやさしい車の導入 〇
・事務用品でのグリーン購入率向上 ◎

⑨環境に配慮した車両保全の実施
・車両の日常点検 ◎
・エアーエレメントの定期交換保守点検 ◎
・オイルとオイルエレメントの定期交換保守 ○
・整備講習会・勉強会 ○

⑩環境に配慮した事業活動推進
・周辺清掃活動 ◎

※実施　 ◎最良好 ○良好 △不十分 ×未実施

6.環境経営計画の取組内容と実施状況

環境目標 主な取組内容
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実施状況



二酸化炭素排出量の削減

1.電気使用量の削減

評価 ・・・・・・・・・昼休み時間の消灯や使用時毎の点灯など全従業員が意識的に節電に努めました
しかし、猛暑により空調温度の２８℃設定は厳しい事を実感しました
今年度は設定温度を２６℃に変更しました

次年度の取り組み
・空調温度の適正化（冷房26℃、暖房21℃） 継続
・昼休み時間の消灯 継続
・使用しない時のトイレ・休憩室・倉庫内の消灯 継続
・使用しない機器の電源オフ 継続
・窓のブラインド使用での外部の熱・冷気遮断 継続
・窓開け運動 継続

2.ガソリン使用量削減

評価 ・・・・・・・・・社用車のハイブリッド化や、軽自動車の活用、軽油自動車の購入にて
ガソリン使用量を削減することが出来ました
今後は公共交通手段を優先的に利用、また環境にやさしい車を優先的に使用して
ガソリン使用量の削減に努めます
従業員にはエコドライブ教育を行います

次年度の取り組み
・エコドライブ実施・教育 継続
・アイドリングストップ 継続
・車両整備徹底 継続
・公共機関の使用 継続
・社用車のハイブリット車へ交換 継続

3.軽油使用量の削減

評価 ・・・・・・・・・エコドライブ運転の周知・教育の成果があったと思いますが
仕事量が増加した為、軽油使用量も上昇しました
また新車の導入により軽油使用量の削減や環境に配慮した輸送を目指します
今後もエコドライブ運転の周知徹底により軽油使用量の削減に努めます
※新車は環境に優しいアドブルーを使用しています

次年度の取り組み
・エコドライブ実施・教育 継続
・アイドリングストップ 継続
・車両整備徹底 継続
・効率的なルートでの輸送 継続
・環境にやさしい新車の導入 継続
・クリーンATノックスからアドブルーへ変更 継続

4.灯油使用量の削減
評価 ・・・・・・・・・冬に多く使用していたため削減に至らず今後の使用の仕方を考えて

削減していきたいと思います

次年度の取り組み
・こまめに消灯 継続
・温度を設置して管理する 継続

２０２１年度の取組内容
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7．環境経営計画結果の評価、及び次年度の取組内容



5.産業廃棄物排出量の削減
　一般廃棄物
　排出量の削減

評価 ・・・・・・・・・・事務所や倉庫及び車庫周辺のゴミは分別し、ゴミは持ち帰りに努めました
その結果、一般廃棄物の削減に繋がりました
今後も廃棄物分別と削減に取り組みます

次年度の取り組み
・分別のボックス仕様と分別の徹底 継続
・水筒、マイコップ使用 継続
・5Ｓ活動（整理・整頓・清掃・清潔・躾） 継続
・ゴミの持ち帰り運動 継続
・分別BOXを新しく設置し、分別の徹底 継続

　産業廃棄物
　排出量の削減

評価 ・・・・・・・・・連絡事項や会議資料などはタブレット端末（iPad）・共有サーバーを利用して
データの共有により、ペーパーレス化に成功しました。また、再生紙や社内文書は
裏紙を利用するなど廃棄物の削減に努めましたが、仕事量が増え梱包資材の
持ち帰りに伴い廃棄物が増加しました、資材は再利用やリサイクルして
活用しています

次年度の取り組み
・電子化による印刷物のペーパーレス化 継続
・裏紙の再使用 継続
・ダンボール・ポリ袋・封筒のリサイクル 継続
・廃棄物の再利用・リサイクル 継続
※すべての廃油は有価償却 継続

6.特別管理産業廃棄物収集運搬適正管理
評価 ・・・・・・・・・今年は事故なく安全に運行が出来ました

今後とも適正な管理と教育をおこない安全運行を
おこなっていきます

次年度の取り組み
・安全教育の実施 継続

7.水道使用量の削減
評価 ・・・・・・・・・節水ポスター設置やバケツ利用で節水の啓発活動を行ったが

雪道の塩化リチウムがトラックにつき、洗車回数が増えたため水道使用量の
削減には繋がりませんでした。今後は高圧洗浄機にて節水に努めます

次年度の取り組み
・節水ポスター掲示 継続
・洗車場にバケツ設置 継続
・高圧洗浄機の設置 継続

8.グリーン購入の推進
評価 ・・・・・・・・・今年度も環境に配慮し新車を導入しました

今後とも二酸化炭素の排出の削減に取り組みます
9.環境に配慮した車両保全の実施

評価 ・・・・・・・・・会社全体で行ってきたため教育がいきわたってきています
今後も全社で教育・訓練などを行い、個々の能力向上に取り組んでいきます

次年度の取り組み
・車両の日常点検 継続
・エアーエレメントの定期交換保守点検 継続
・オイルとオイルエレメントの定期交換保守 継続
・整備講習会・勉強会 継続
・尿素水をアドブルーに変更 継続

10．環境に配慮した事業活動
・周辺清掃活動 継続
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（1）適用となる主な環境関連法規

遵守状況
遵守
遵守
遵守
遵守
遵守
遵守
遵守
遵守
遵守
遵守
遵守
遵守
遵守
遵守
遵守
遵守

※違反・訴訟等

環境関連法規へ違反や訴訟はありません。なお、関係当局により違反などの指摘は、過去

３年間受けておりません。

法規の遵守状況をチェックし、問題がありませんでした。

　火災や不審者の侵入等、緊急事態の対応をする為に、警備会社と契約し、

　２４時間、機械警備を実施しています。

　火災・侵入等の異常事態を発見・受信すると、警備会社より警備員が　直ちに駆けつけ、

　状況を確認し異常であれば関係機関（警察・消防等）に連絡すると共に、

　弊社の職員にも連絡が入ります。

　連絡を受けた職員は、緊急連絡網に従い順次連絡をし対応します。

　また、事務所・倉庫内外に防犯カメラを設置したおり。侵入や火災・地震時の映像を外部からでも

　特別な方法で映像を確認できます

※弊社では、危険物・化学薬品の使用･取扱は有りません。　又、ボイラー等の設備も有りません。

兵庫県・大阪府等各地の環境基本条例

環境基本法

自動車ＮＯx・ＰＭ法

使用済み自動車再資源化法
貨物自動車運送事業法

交通安全・過積載・駐車・停車
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車両入域制限・標章の取付けなど

産業廃棄物収集運搬事業 安全適性管理・安全運行管理
特別管理産業廃棄物収集運搬事業 安全適性管理・安全運行管理

道路運送車両法
道路交通法

主な適用法規等 該当する活動

廃棄物の排出適性処置

水質汚濁止法
下水道法

適正管理

自動車適性整備と運用

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の促進に関する措置法

貨物自動車の運送事業に関する規制

保安基準・点検・整備

9.緊急事態への対応・警備

事業活動全般
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

家電リサイクル法
消防法

フロン排出抑制法 保安基準・点検・整備

排水への油分混入の等管理
排水

使用済み自動車の適正処置

消火設備の設置・維持管理
家庭用電化製品の廃棄管理

8．環境関連法規への違反、訴訟などの有無



これまでエコアクション21に取り組んでまいりまして社員一同に、環境へ理解に大きく影響がありました。
ゴミの分別や環境汚染物の社会的影響などの様々な事の理解につながった結果
企業における社会的責任を確認できSDGS宣言に至りました。
普段からの環境への理解が特別管理産業廃棄物収集運搬に従事するうえで参考になりました。
また特別管理産業廃棄物収集運搬が増えたのもPCB廃棄物の処理期限があった事が背景にあります。
今後は自社からでる産業廃棄物に更なる分別の徹底を行い
再資源としてリサイクルに回す割合を増やすなどまだまだ行える事はあると感じております。
弊社の高品質な製品輸送を提供する事により顧客満足度を向上させ、より㇐層の環境経営を推し
進めていく考えであります。
今後も私たちは資源保護に配慮し、資源エネルギーを大切に使用して行くと共に、
環境経営方針・環境経営目標・環境経営計画、実施体制の見直し（次年度は見直し無しとする）
環境型社会の形成を目指して、3R を実践し環境負荷の低減に努めて行く所存です。

２０２２年５月３０日　代表者取締役　
日置　成行

二見倉庫001　002　　加西倉庫　太陽光発電 ５Ｓ教育（指差呼称安全衛生唱和）

地域活動（神戸まつり須磨太鼓） 社内安全運転エコドライブ教育

災害、防火訓練（放水訓練写真） 救命救急士訓練・ＡＥＤ訓練

１1．環境経営活動の紹介

１0.代表者による全体の評価と見直し・指示
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フォークリフト運転・整備教育 タイヤチェーン取付実習

社内表彰制度 AEDの設置

SDGｓ宣言 働きやすい職場認証制度
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別紙２

産業廃棄物収集運搬事業・特別管理産業廃棄物収集運搬事業の工程

排出された場所から
処分する場所へ運ぶ

大きな廃棄物は、小さく、
有害な場合は、無害化する
（焼却・破砕等）

　環境を損なわないように自然界へ戻す

　　※弊社は赤枠の特別管理産業廃棄物・産業廃棄物収集運搬をおこなっています
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産業廃棄物排出事業者

特別管理産業廃棄物排出事業者

収 集 運 搬

中 間 処 理

最 終 処 分

再資源化・再利用

（リサイクル）


