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①

② 所在地

敷地面積

敷地面積

敷地面積

敷地面積

敷地面積

敷地面積

③ 環境管理責任者及び担当者連絡先
環境管理責任者 水野　圭士
担当者 千葉　孝幸
連絡先 TEL　　　052-892-5681

mail   chiba@ks-ecology.co.jp
④ 事業内容

⑤ 事業の規模
法人設立
資本金 1,300万円
売上
要員 正規社員 33名 2022年12月10現在

収集運搬量（産廃） 3517.62 排水槽清掃 387件 一般建設工事 55件
タンク・ピット清掃 293 貯水槽清掃 125件 廃食油回収 312t
グリストラップ清掃 1320 ダクト清掃 ６２件 空調設備洗浄清掃 380

保管上限33.494㎥ 面積 34.2㎡

最大積載量 台数
7,000ℓ 1
10,000ℓ 2
4000ℓ 1
3000ℓ 1
2700ℓ 1
1500ℓ 1
1500ℓ 1
3000ℓ 1

浸漬槽 8基 乾燥炉 1基

⑥ 事業年度 10月～9月

72㎡

第3工場

第1工場 〒468-0047　　愛知県名古屋市天白区井の森町119番地

148.5㎡　　　　＊積替え保管施設含む

第2工場 〒468-0047　　愛知県名古屋市天白区井の森町118番地

〒468-0047　　愛知県名古屋市天白区井の森町188番地

311㎡

Ⅰ組織の概要
株式会社ケイズエコロジーテクニカル

代表取締役　太田啓介

本社 〒468-0047　愛知県名古屋市天白区井の森町113番地

名称及び
代表者

233.257㎡

第4工場 〒468-0047　　愛知県名古屋市天白区井の森町178番地

第5工場       〒458-0847　　名古屋市緑区浦里２－１２２

162.75㎡

118.34㎡

各種ダクト清掃、空調設備洗浄清掃、部品洗浄、廃食用油の回収・販売
各種タンク・ピット清掃、ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ清掃、排水槽清掃、貯水槽清掃
産業廃棄物収集運搬、特別管理産業廃棄物収集運搬、一般建設業

平成7年1月25日

　　82,625万円

大型超強力吸引車

　☆保有車両（収集運搬車両）

　☆保有施設
積替え保管施設（第1工場）

1基

2t強力吸引車
3tタンクローリー

種類
大型乾湿両用超強力吸引車

大型超強力吸引車

4t強力吸引車
4t強力吸引車
2t強力吸引車

　☆保有設備

高機能ビニール圧縮機
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⑦

該当県
品目

（積替・保管を含まず）

品目
（積替・保管を

含む）
許可番号 許可の年月日 許可の有効期限 品目数

名古屋市

燃え殻、廃プラスチック
類（石綿含有産業廃棄
物を含む）、紙くず、木く
ず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず及
び陶磁器くず（石綿含有
産業廃棄物を含む）、鉱
さい、がれき類（石綿含
有廃棄物を含む）

汚泥、廃
油、廃酸、
廃アルカ
リ、動植物
性残さ、ば
いじん

06410075457 平成28年3月28日 令和8年3月27日
10種類と
6種類

愛知県

燃え殻、汚泥、廃油、廃
酸、廃アルカリ、廃プラス
チック類（自動車等粉砕
物を除く。石綿含有産業
廃棄物を含む）、紙くず、
木くず､繊維くず、動植物
性残さ、ゴムくず、金属く
ず（自動車等破砕物を除
く。)ガラスくず・コンクリー
トくず（工作物の新築、改
装又は除去に伴って生
じたものを除く。）及び陶
磁器くず（自動車等破砕
物を除く。石綿含有産業
廃棄物を含む。）、鉱さ
い、がれき類（石綿含有
産業廃棄物を含む）、ダ
スト類

なし 02300075457 平成28年3月27日 令和8年3月26日 16種類

三重県 なし 02400075457 平成28年4月22日 令和8年4月11日 15種類

岐阜県 なし 02100075457 平成29年5月16日 令和10年5月15日 １５種類

静岡県
汚泥、廃油、廃酸、

廃アルカリ
なし 02201075457 平成29年8月16日 令和10年9月15日 4品目

長野県
汚泥、廃油、廃酸、

廃アルカリ
なし 2009075457 平成28年7月28日 令和8年7月27日 4品目

石川県
汚泥、廃油、廃酸、

廃アルカリ
なし

　
01706075457

平成28年8月3日 令和8年8月2日 4品目

大阪府
汚泥、廃油、廃酸、

廃アルカリ
なし 02700075457 平成28年8月16日 令和8年8月15日 4品目

富山県
汚泥、廃油、廃酸、

廃アルカリ
なし 0160807545７ 平成28年9月2日 令和8年9月1日 4品目

福井県
汚泥、廃油、廃酸、

廃アルカリ
なし 01801075457 平成28年9月2日 令和8年9月1日 4品目

滋賀県
汚泥、廃油、廃酸、

廃アルカリ
なし 02501075457 平成28年9月29日 令和8年9月28日 4品目

許可、登録の内容
　　　産業廃棄物収集運搬

燃え殻、汚泥、廃プラス
チック類（自動車等破砕
物を除く）、紙くず、木く
ず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず（自動車等破砕
物を除く）、ガラスくず、コ
ンクリートくず（工作物の
新築、改築または除去に
伴って生じたものを除く）
及び陶磁器くず（自動車
等破砕物を除く）、がれ
き類　上記１０品目は石
綿含有産業廃棄物ある
ものを含む。廃油、廃
酸、廃アルカリ、動物性
残さ、ばいじん
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該当県 品目（積替・保管を除く） 許可番号 許可の年月日 許可の有効期限 品目数

愛知県

腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ、特
定有害廃油（トリクロロエチレン、テト
ラクロロエチレン、ジクロロメタン、四
塩化炭素、１、2-ジクロロエタン、１，
１、1-トリクロロエタンを含むもの、特
定有害汚泥（水銀、カドミウム、鉛、6
価クロム、砒素、シアン、トリクロロエ
チレン、テトラクロロエチレン、ジクロ
ロメタン、四塩化炭素、1、2-ジクロロ
エタン、１，１、1-トリクロロエタン、セ
レンを含むもの）、特定有害廃酸（水
銀、カドミウム、鉛、6価クロム、砒
素、シアン、セレンを含むもの）、特
定有害廃アルカリ（水銀、カドミウウ
ム、鉛、6価クロム、砒素、シアン、セ
レンを含むもの）

第02350075457号 令和1年5月29日 令和6年5月29日 35種類

55種類

　　☆特別管理産業廃棄物収集運搬

特定有害汚泥（水銀又はその化合
物、カドミウム又はその化合物、鉛又
はその化合物、六価クロム化合物、
砒素又はその化合物、シアン化合
物、トリクロロエチレン、テトラクロロエ
チレン、ジクロロメタン、四塩化炭
素、1，2-ジクロロエタン、1，1-自クロ
ロエチレン、シス1、2-自クロロエチレ
ン、1，1，1-トリクロロエタン、セレン
又はその化合物を含むものに限
る。）、特定有害廃油（トリクロロエチ
レン、テトラクロロエチレン、ジクロロ
メタン、四塩化炭素、1，2-ジクロロエ
タン、1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、シス-1、2-
ジクロロエチレン、1，1，1-トリクロロ
エタンを含むものに限る。）特定有害
廃酸（水銀、又はその化合物、カドミ
ウム又はその化合物、鉛又はその化
合物、六価クロム化合物、砒素又は
その化合物、シアン化合物、トリクロ
ロエチレン、テトラクロロエチレン、ジ
クロロメタン、四塩化炭素、1，2-ジク
ロロエタン、1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、シス-
1、2-ジクロロエチレン、1，1，1-トリク
ロロエタン、セレン又はその化合物
を含むものに限る。）、腐食性廃酸、
特定有害廃アルカリ（水銀又はその
化合物、カドミウム又はその化合物、
鉛又はその化合物、鉛又はその化
合物、六価クロム化合物、砒素又は
その化合物、シアン化合物、トリクロ
ロエチレン、テトラクロロエチレン、ジ
クロロメタン、四塩化炭素、1，2-ジク
ロロエタン、1，1-ジクロロエチレン、
シス-1、2-ジクロロエチレン、1，1，
1-トリクロロエタン、セレン又はその
化合物を含むものに限る。）腐食性
廃アルカリ

三重県 第02450075457号 平成28年12月26日 令和8年12月25日

３



許可の年月日

平成27年1月7日

平成31年3月14日

平成28年6月8日

平成28年12月1日

4名 1名
７名 2名
2名 4名
2名 16名
2名 1名
2名 1名
2名

Ⅱ

1 認証登録範囲

2 事業内容

3 要員

4

許可の有効期限

令和6年3月27日

令和10年7月21日

令和10年11月30日

資格番号

建築物清掃業登録 愛知県28清　第16号

一般建設業
愛知県知事　般-26

100913
令和7年1月6日

愛知県16排　第1号

愛知県12貯　第13号

建築物排水管清掃登録

今回の対象期間は、令和3年10月～令和4年9月としました。

特別管理産業廃棄物管理責任者

本  　　　   社　：　愛知県名古屋市天白区井の森町１１３番地

　特定化学物質等作業主任者

　貯水槽水道衛生管理士

部品洗浄、廃食用油の回収・販売

　　　　　従業員　33名　2022年12月10日現在

産業廃棄物収集運搬、各種タンク・ピット清掃、グリストラップ清掃、一般建設業

注：特別管理産業廃棄物収集運搬の許可は保有しているが、実績が無いため対象から除外

排水槽清掃・貯水槽清掃・浄化槽維持管理、各種ダクト清掃、空調設備洗浄清掃、

第　2　工　場　：　愛知県名古屋市天白区井の森町118番地　
第　3　工　場　：　愛知県名古屋市天白区井の森町188番地
第　4　工　場　：　愛知県名古屋市天白区井の森町178番地（常駐なし）
第　5　工　場　：　愛知県名古屋市緑区浦里2丁目122番地

　排水管清掃作業監督者

積替え保管
施設

（第1工場）

処分業者排出事業者

第　1　工　場　：　愛知県名古屋市天白区井の森町119番地　（積替保管施設含む、常駐なし）

　高圧洗浄作業技能士
　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

　貯水槽清掃作業従事者
　貯水槽清掃作業監督者

　⑧産業廃棄物のフローシート

建築物飲料水貯水槽清掃登録

環境活動レポートの対象期間

対象範囲（全組織・全活動）

安全衛生責任者

危険物取扱主任者
高所作業車運転技術者

職長等監督者
第2種冷媒フロン類取扱技術者

　　⑨有資格者
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環境事務局
千葉　孝幸

総務部・油化事業部兼務

・環境方針の理解

総務部
5名

・自主的・積極的に環境活動へ参加
・環境方針への理解と環境への取り組みの重要性を教育
・想定される事故及び緊急事態への対応の為の手順書作成
・必要な手順書の作成・実施
・環境活動計画の周知・計画
・従業員に対する教育訓練の実施
・環境方針の周知

代表者
（代表取締役社長）

Ⅲ推進体制表

・環境活動の取り組み結果を代表者へ報告
・環境目標・環境活動計画書を承認
・環境関連法規等の取りまとめ表を承認
・環境経営システムの構築、実施、管理

積替保管
施設

第3工場

役割・責任・権限
・環境経営に関する統括責任
・環境管理責任者を任命

第5工場
2名

油化
事業部第4工場

常駐なし

表面処理事業部

環境管理責任者

・全体の評価と見直し・指示を実施
・環境活動レポートの承認

・環境活動レポートの確認
・問題点の発見、是正、予防処置の実施

・環境方針の策定・周知
・環境目標・環境活動書を承認

環境事務局

従業員

・環境目標、環境活動計画書の作成
・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施
・環境管理責任者の補佐

・産業廃棄物の収集運搬,建設工事
・各種、清掃・洗浄業務に従事
・環境目標、環境保全活動に積極的に参加

・環境活動計画の実施状況の確認・評価
・環境活動レポートの作成
・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施
・環境関連法規等取りまとめ表の作成及び最新版管理
・環境活動の実績集計

代表取締役
太田　啓介

環境管理責任者
水野　圭士

7名
12名

業務部
3名

営業部

常駐なし

第2工場
1名

第1工場
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Ⅳ

☆グリーン購入の拡大に努めます

☆環境活動の社会貢献を推進します

☆基本理念

株式会社ケイズエコロジーテクニカル

代表取締役　太田　啓介

「ケイズに頼んでよかった」と常に喜ばれる企業であれ

「私たちを育ててくれた社会に貢献したい。」　　　その願いのもとに平成7年にケイズエコロジーテク
ニカルは誕生しました。私たちにできることで、少しでも地域社会に恩返しができることは何である
かと考え、清掃や廃棄物処理など、環境や衛生に関わる事業を始めました。

☆敷地から排水する水の汚染、汚濁を防止、水の使用量を削減します

【仕事】　　　　プロ意識を持って仕事します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　改定 令和 ４年１月２８日

環境経営方針

【お客様】　　　期待以上を提供します。

【社員】　　　　働きやすさと豊かさを共有します。

【会社】　　　　永続する企業を目指し未来へ貢献します。

【地域・社会】　地域へ貢献し、社会にとって必要とされる企業になります。

3.当社は、次の環境活動を計画的に取組み実施します。

☆電気使用量及び車両の燃料使用量を減らし、CO2の排出量を削減します

1.環境関連法規則を遵守します。

2.環境目標を定め、定期的に見直し、継続的改善に努めます。

                                                                                                               制定　平成27年9月 1日

☆事業活動に伴う廃棄物に関して、分別を積極的に実施することにより、リサイクルの推進、廃棄物を削減します

4.この環境方針は、全従業員に周知、徹底します

☆経営方針（理念への姿勢）
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基準年度

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

単位
２０２0年10月～

２０２１年9月
２０２１年10月～

２０２2年９月
２０２２年10月～

２０２３年９月
２０２３年10月～

２０２４年９月

% ― 3 4 5

kg-CO2 406,364 394,173 390,109 386,046

kg-CO2 150,295 145,786 144,283 142,780

ｋWh 348,712 338,251 334,764 331,276

kg-CO2 27,613 26,784 26,508 26,232

ℓ 11,902 11,545 11,426 11,307

kg-CO2 228,456 221,603 219,318 217,034

ℓ 88,549 85,893 85,007 84,122

t 49 48 47 47

kg 1,325 1,285 1,272 1,259

㎥ 3,266 3,168 3,135 3,103

% 44.5 45.0 46.0 47.0

338 340 343 345

回収の推進 回収の推進 回収の推進 回収の推進

廃棄物排出量削減
（産廃）

Ⅴ　環境目標

基準値を2020年度実績とする

削減目標は電力、ガソリン、軽油、廃棄物、水道水を対象とし、その他は下記記載値とする

取組み項目

対象
期間

目標

削減目標

二酸化炭素排出量
合計

電力使用量の削減
（CO２係数０．３７９）

ガソリン使用量の削減
（CO２係数２．３２）

軽油使用量の削減
（CO２係数２．５８）

★　灯油及び都市ガスについては、冬季のみ及び炊飯利用のため目標から除きます。

廃棄物排出量削減
（一廃）

水道使用量の削減

グリーン購入の拡大

環境配慮の推進
（廃食用油回収の増大）

ｔ

地域貢献活動
（会社周辺の清掃活動）

回／月 1回 1回 1回 1回

次年度より年号表示は西暦表示に統一する。

★化学物質・・・・・・・PRTR該当物質を含む、薬品の使用は有りません。
★二酸化炭素排出係数は中部電力2019年度実績（調整後）０.３７９kg-CO2を使用
★グリーン購入は、事務用品の購入点数の割合です。
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　　Ⅵ環境活動計画

目標１ 二酸化炭素排出量の削減　　　

① 2020年度を基準として、電力使用量をを削減する（全社）

(１)毎月の電気使用量の把握

(2)照明・冷暖房の管理

(3)冷暖房設定温度の管理（夏季　28℃±1℃　冬季　２２℃±１℃）

(４)空調設備点検　（フィルター清掃）

② 2020年度を基準として、化石燃料（ｶﾞｿﾘﾝ・軽油）を削減する　　（業務部）

(1)毎月の使用量の把握及び管理

(2)エコドライブの実践

目標2 廃棄物の削減　　　（総務部）

2020年度を基準として、廃棄物の排出量を削減する

(1)毎月の廃棄物処理量を把握

(2)一般廃棄物の分別の徹底

（3）産業廃棄物の削減

　分別は、徹底されており今後は更に削減する

目標3 水使用量の削減　（総務部・各工場長）

2020年度を基準として、水使用量を削減する

(1)毎月の使用量の把握

(2)定期的に水道設備の点検を行い、余剰な使用量を削減する

目標4 ｸﾞﾘｰﾝ購入　　（総務部）

2020年度を基準として、グリーン購入の推進に努めます

ペーパレスファックスの活用

その他、導入できるものを検討する

目標5 廃食用油回収の増大に取り組みます　（油化事業部）

回収量増大の為に、新規顧客活動を積極的に訪問します

目標6 地域貢献として、会社周辺清掃を、更に推進します　　（営業部）

自治体などでの社会貢献に参加します。
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Ⅶ環境目標の実績

項目 単位 目標 実績 目標達成率 評価

二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2 394,173 411,985 96% 未達成

　・電力使用量の削減 kg-CO2 145,786 141,964 103% 達成

　・ガソリン使用量の削減 kg-CO2 26,784 26,535 101% 達成

　・軽油使用量の削減 kg-CO2 221,603 243,486 91% 未達成

廃棄物の削減（産業廃棄物） t 48.0 146.0 33% 未達成

廃棄物の削減（一般廃棄物） kg 1,285 423 304% 達成

水使用量の削減 ㎥ 3,039 2,737 111% 達成

グリーン購入率の向上 % 45.0 44.0 98% 未達成

環境配慮（廃食用油回収） ｔ 340 312 92% 未達成

１回／月 1回/月 100% 達成

　取組み期間　　　2021年10月1日　～　　2022年9月30日

地域貢献活動（清掃活動）

＊１灯油及び都市ガスは冬季のみ使用で使用量も少ないため目的から除きます
＊２電力のCO2換算係数は中部電力令和１年（2019年）実績（調整前）の0.431を使用
地域貢献活動として、弊社前のセブンイレブンの敷地内側溝の清掃を実施
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Ⅷ　環境活動取組結果の評価と次年度の取り組み内容

*グリーン購入については、コピー用紙などはエコマーク品を使用は前年度同様に使用しております。
　ペーパーレスなど導入計画ではあるが、まだ実現出来ていないのが現状である。

　産業廃棄物の削減に関して

〔リサイクル化〕

改めて、ゴミの削減について、各部署においてミーティングなどの場で話し合います。

　　　削減に力をいれます。

エコマーク商品は、前年度と同様に購入はしているが、拡大は出来ていない。

〔地域貢献活動）

〔グリーン購入の拡大〕

　☆改修や機材の入れ替えなどもあり、産廃の量が多かったので、来年度は目標達成出来るように、

〔水使用量の削減〕
業務量が増えれば、使用量は増えてしまうので、使用方法に無駄が出ないように、取り組みます

前期同様に、自社廃棄物を分類し、リサイクル化する。（鉄類など可能なもの）

　

　〔二酸化炭素排出量の削減〕
１、電力に関する活動計画の継続と充実。
　　　来年度は、電気料金の値上げもあるようです。今までの取り組みについては、引き続き取り組んで

一般廃棄物は、分別の徹底は出来ているので、引き続き継続する。

2、化石燃料（ｶﾞｿﾘﾝ・軽油）では、エコドライブ活動を継続し、大幅な削減は難しいが、更に対策を立てる
　　　　　☆車両を使っての作業が多い為、燃料消費を減らすのは困難であるが、必要時以外の停止など

　　　　　☆不必要なアイドリング停止をさらに心がける。
　　　　　☆ドライブ中は、エコドライブを実践する。
　　　　　☆定期的に進捗状況をまとめ、掲示し、進捗を図る。

　〔廃棄物の削減〕

　　　　　☆燃料使用削減方法などの教育を改めて行う。
　　　　　☆安全運転対策として、車両チェック時に、エコドライブのセルフチェックを行える環境を作る。

　　　　　　　作業中の使用方法なども取り組む

　　　いきますが、大きな削減が出来るかは、微妙ではあります。

　　　　　☆作業効率をあげる為に、作業スケージュールの組み方を業務部において検討します。

会社周辺の清掃を通じて、積極的に地域貢献活動を行っていきます。

廃食用油の需要が増えてきており、新規回収先を増大させ、回収量を増やす。

更に、導入出来るものを取り入れて、更に削減出来る取り組みを行う。

来年度は、目標達成が出来る様に、回収量の増大に取り組みます

〔環境配慮〕

SDGsをはじめ、世界的な環境保全意識の向上など、資源の有効活用への関心が増えてます
廃食油リサイクルも需要が増えてきています。

SDGｓの取り組みの一つで、大高中学校の生徒が、職場訪問で来社しました。環境活動の報告を実施。

≪全体評価≫
削減目標を達成出来ていない項目である自社廃棄物は、工場などの設備や機材の入れ替えなどで、

電気使用量についても、今年も暑い日が続き、夏季については、温度設定を下げてしまう日が多かった

*地域貢献活動の会社周辺の清掃は、弊社本社前のセブンイレブンの側溝清掃を実施。
*環境配慮の廃食用油の回収量は、少しづつ回復傾向であるが、まだまだ目標達成には届いていない

　他にも、定期的に会社周辺の朝の清掃も継続して実施しており、目標を達成出来た。

≪次年度の取組内容≫

前年度よりも大幅に増えてしまった。長年使ってきたものの更新であったり、理由は様々ではあるが、
来年度は、削減目標を達成出来るように取り組みたい。
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(１)適用となる主な環境関連法規
廃棄物処理法、名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例、
市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例（名古屋市）、
自動車リサイクル法、家電リサイクル法、フロン排出抑制法、道路運送車両法、自動車NOx・PM法
消防法、グリーン購入法、悪臭防止法、オフロード法、名古屋下水道条例
毒物及び劇物取締法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビル衛生管理法）、
水質汚濁防止法　名古屋市火災予防条例

(2)違反、訴訟の有無
上記関連法については、遵守チェック表により、確実に法規を遵守していることを確認しました。

活動結果については、達成項目が増えたのは良い結果でしたが、未達成項目の今後の取り組みが
大きな課題です。まずは環境活動について理解し、全社員が取り組むように努力してください。
 コロナなど、まだまだ不安定な時期が続きますが、あらためて、環境活動を通して、
ムダ・ムリ・ムラを無くし、達成出来るように、　個々の活動を見直し、レベルアップを図ってください。
環境負荷削減活動の基本は、PDCAをうまく回すことです。
環境活動への取り組みを全社員で取り組まなければ、大きな結果は出ません。
地域貢献活動の一つで、セブンイレブン野並店周辺の側溝清掃を実施した事は、大きな成果であった。
今後も地域連携活動に取り組み、地域から喜ばれる活動を実践していってください
SDGｓの取り組みで、名古屋市内の中学生が、弊社に職場訪問に来ました。環境活動への取り組みを
発表しました。今後も、SDGSを通して、環境活動への取り組みを継続します。

産廃ネットに、会社情報を掲載しました。
認証制度取得に向けて準備中です。

Ⅸ　環境関連法規制等への違反、訴訟等の有無

Ⅹ　代表者による全体評価と見直し結果

Ⅺ　優良産業廃棄物処理業者認定制度
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基準年度

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

単位
２０２0年10月～

２０２１年9月
２０２１年10月～

２０２2年９月
２０２２年10月～

２０２３年９月
２０２３年10月～

２０２４年９月

% ― 3 4 5

kg-CO2 406,364 394,173 390,109 386,046

kg-CO2 150,295 145,786 144,283 142,780

ｋWh 348,712 338,251 334,764 331,276

kg-CO2 27,613 26,784 26,508 26,232

ℓ 11,902 11,545 11,426 11,307

kg-CO2 228,456 221,603 219,318 217,034

ℓ 88,549 85,893 85,007 84,122

t 49 48 47 47

kg 1,325 1,285 1,272 1,259

㎥ 3,266 3,168 3,135 3,103

% 44.5 45.0 46.0 47.0

338 340 343 345

回収の推進 回収の推進 回収の推進 回収の推進

Ⅻ　　　次年度兼中期環境目標

基準値を2020年度実績とする

削減目標は電力、ガソリン、軽油、廃棄物、水道水を対象とし、その他は下記記載値とする

取組み項目

対象
期間

目標

ｔ

地域貢献活動
（会社周辺の清掃活動）

回／月 1回 1回 1回 1回

廃棄物排出量削減
（産廃）

水道使用量の削減

★　灯油及び都市ガスについては、冬季のみ及び炊飯利用のため目標から除きます。

★化学物質・・・・・・・PRTR該当物質を含む、薬品の使用は有りません。

★グリーン購入は、事務用品の購入点数の割合です。
★二酸化炭素排出係数は中部電力2019年度実績（調整前）０.４３１kg-CO2を使用

環境配慮の推進
（廃食用油回収の増大）

削減目標

二酸化炭素排出量
合計

電力使用量の削減
（CO２係数０．３７９）

ガソリン使用量の削減
（CO２係数２．３２）

軽油使用量の削減
（CO２係数２．５８）

廃棄物排出量削減
（一廃）

グリーン購入の拡大
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