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(1)　事業所名及び代表者名

秋田マテリアル株式会社　代表取締役　佐藤　佑介

(2)　所在地

本　　社 〒018-0402 秋田県にかほ市平沢字深谷地16番地8

TEL　0184-74-5277 FAX　0184-74-5278

ホームページ http://akita-material.com/

三森工場 〒018-0403 秋田県にかほ市三森字高田20番地

第2ヤード 〒018-0403 秋田県にかほ市三森字高田57番地1

(3)　事業概要

設立年月日 平成19年9月

事業内容 再生資源(金属、プラスチック等)の回収、加工、販売

産業廃棄物の収集運搬　中間処理

古物商

(4)　事業規模

敷地面積 本　　社 4,730㎡

三森工場 7,943㎡

第2ヤード 6,414㎡

309.01ｔ

488.86ｔ

1.組織の概要

3ｔクレーンゲート1台　大型セルフクレーン1台

資本金

売上高

従業員数

トラックスケール2台(40ｔ)

フォークリフト8台　バックホウ3台

湿式ナゲットプラント1台

ホイルローダー1台

産業廃棄物収集運搬量　　　　

産業廃棄物中間処理量

8ｔヒアブ1台　4ｔ平ボディ1台

受託した

産業廃棄物の処理量

主要設備

収集運搬車両

2,500万円

5億8193万円

27名

蛍光X線分析計1台　プレス機2台　破砕機1台

プラズマ切断機2台　アリゲーターシャ―1台



(5)　許可及び登録内容

区域 許可番号 許可年月日 有効期限

秋田県 00525142130 平成30年8月6日 平成35年5月1日

秋田県 00525142130 平成30年12月5日 平成35年12月4日

秋田県 231160000245 平成25年7月11日

N05K-01063 平成25年9月21日 令和4年9月20日

破砕施設

(廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず

ゴムくず、金属くず、ガラスくず、

コンクリートくず及び陶磁器くず)

圧縮施設

(廃プラスチック類、金属くず)

廃プラスチック類、紙くず、木くず、ゴムくず、金属くず、

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

以上6品目（特別管理産業廃棄物であるものを除く。）

(6)　産業廃棄物の処理工程図

産業廃棄物収集運搬の許可品目

産業廃棄物の種類、施設の種類 処理能力

2.624ｔ/日

7.68ｔ/日

許可証

産業廃棄物処理業

産業廃棄物収集運搬業

古物商

再生資源回収事業者認定証

廃棄物受け入れ

破 砕

圧 縮

売 却

処 分



(7)　組織図と実施体制

組織図

事業所名　秋田マテリアル株式会社

実施体制

・環境経営方針の理解と環境への取組の重要性の自覚

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動への参加

・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（事務所に備え付けと地域事務局への送付）

・環境経営計画の審議

・環境活動実績の確認、評価

・環境管理責任者の補佐

・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、環境経営計画の原案の作成

・環境活動の実績集計

・環境関連法規等取りまとめ表の作成及び最新版管理

全従業員

・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、時間等け経営資源を準備

・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

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

代表取締役

環境管理責任者

EA推進委員会

・代表者による全体の評価と見直し、指示

・環境経営レポートの承認

・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連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

・環境経営レポートの確認



全ての事業、すべての組織を認証・登録範囲とする。

〈環境理念〉

　近年、地球温暖化や様々な環境問題が深刻化するなか、風光明美な秋田富士「鳥海山」

を望む、秋田マテリアル株式会社は、企業の社会的責任を深く認識し、基本方針を定め、

循環型社会形成に貢献します。

　豊かな自然を未来へ継承するため、地域社会と連携し、環境保全活動に取り組みます。

〈基本方針〉

　環境関連法規制や条例、その他当社が同意する公害防止協定書(にかほ市)の要求事項を

遵守します。

また3R、省エネルギーを推進し、社会に貢献できる事業を展開していきます。

　そのために、受け入れ廃棄物の徹底的な解体による分別を推し進め、マテリアルリサイ

クル率を高めるように努めます。

〈行動指針〉

1.　二酸化炭素排出量(軽油、ガソリン、電気等)の削減に努めます。

2.　自社の産業廃棄物、事業系一般廃棄物の分別、リサイクルを徹底し排出量削減に努め

　　ます。

3.　節水を心がけ、排水量(水使用量)の削減に努めます。

4.　場内外美化緑化活動を積極的に行います。

　この環境方針は全従業員に周知するとともに、社外にも公表し、地域との

コミュニケーションを大切にしていきます。

制定日：平成28年3月3日

秋田マテリアル株式会社

代表取締役　佐藤　佑介

2.対象範囲

3.環境方針



基準年実績 15期 16期 17期

2017.9～2018.8 2021.9～2022.8 2022.9～2023.8 2023.9～2024.8

削減目標 -0.2% -0.3% -0.4%

二酸化炭素排出量（ｋｇ-CO₂） 111,927 365,567 466,336 615,371

軽油使用量（L) 35,867 117,146 154,155 205,538

ガソリン使用量（L） 1,064 3,475 4,571 6,095

電気使用量（kwh） 22,921 74,863 98,453 131,270

灯油使用量（L） 636 2,077 2,732 3,643

自社廃棄物の削減（ｔ） 51.4 168 221 294

水使用量削減（㎥） 135 441 580 773

グリーン購入の推進 エコ商品8個 エコ商品10個 エコ商品12個 エコ商品14個

場内外美化緑化活動
草刈3回・季節毎場
内花植え・場外清掃

活動1回

草刈3回・季節毎場
内花植え・場外清掃

活動2回

草刈3回・季節毎場
内花植え・場外清掃

活動2回

草刈3回・季節毎場
内花植え・場外清掃

活動2回

＊電力の二酸化炭素排出係数はオノプロックスの0.527を使用

*基準はH27(2015年9月～2016年8月)の値とする

*基準年売上高を原単位として目標値を算出

4.環境目標

項　　　　目



11期売上高 15期売上高

174,610,028 581,936,690 750,000,000 1,000,000,000

-2.00% 目標値 -3.00% 目標値 -4.00% 目標値

0.000641011 0.000628191 365567.4 0.000621781 466335.7 0.000615371 615370.8

0.000205412 0.000201304 117146.1 0.000205540 154154.8 0.000205538 205538.4

0.000006094 0.000005972 3475.156 0.000006095 4571.124 0.000006095 6094.831

0.000131270 0.000128644 74862.82 0.000131270 98452.85 0.000131270 131270.5

0.000003642 0.000003570 2077.255 0.000003643 2732.16 0.000003643 3642.881

0.000000294 0.000000288 167.8788 0.000000294 220.7785 0.000000294 294.3713

0.000000773 0.000000758 440.9267 0.000000773 579.8638 0.000000773 773.1517

16期売上予想(長期事業計画より) 17期売上予想(長期事業計画より)

11期を基準とした原単位



項目 取組内容 スケジュール 責任者

①   車両、整備点検表を用いて実施 随時 村上　高博

②   タイヤの空気圧の点検を定期的に行う 年3回 村上　高博

③   アイドリングストップの実施 村上　高博

・台貫に乗るとき、車外作業時 村上　高博

④   適切なエンジン回転数での作業を行う

　・回転数の切替チェック
　・高回転作業時エアコンOFF

毎日 村上　高博

⑤   急発進・急加速をしない/早めの減速を行う 毎日 村上　高博

⑥   効率的な運搬ルートを組む 毎日 村上　高博

⑦   バックホウの積込作業時は、旋回角度が小さくなるよう配置する 随時 木内　亮

⑧   タイヤ空気圧の点検を定期的に行う 年3回 木内　亮

⑨   アイドリングストップの実施 毎日 木内　亮

⑩   急発進・急加速をしない/早めの減速を行う 毎日 木内　亮

⑪   エアコンフィルターの清掃 ｴｱｺﾝ使用期間 木内　亮

⑫   エアコンの設定温度を夏27度以上、冬21度以下とする ｴｱｺﾝ使用期間 木内　亮

⑬   未使用機器のコンセントを抜く 毎日 木内　亮

⑭   パソコン、プリンターを使用しない時は省エネモードに　切替える 毎日 木内　亮

⑮   業務終了時に配電盤のブレーカーを落とす 毎日 木内　亮

⑯   バッテリーフォークリフトの未使用時は電源をオフにする 毎日 木内　亮

灯油使用量削減 ⑰   暖房は必要なときのみ使用し、消し忘れのないようにする 暖房使用期間 大坂　瑞貴

自社廃棄物排出量の削減 ⑱   固形燃料の原材料となるように分別を徹底します 毎日 木内　亮

⑲   蛇口の閉栓確認 毎日 大坂　瑞貴

⑳   手洗い、流し台、洗車時の節水 毎日 大坂　瑞貴

㉑　トイレの節水（タンクの中にステンレスの重しをいれます） 毎日 大坂　瑞貴

㉒  3ヶ月に一度、漏水点検を行う 3ヶ月に一度 大坂　瑞貴

㉕　季節に応じた草花の植え替え、水やり 随時 村上　高博

㉖　地域の清掃活動の実施 年2回 村上　高博

㉗  緊急事態を想定した訓練の実施 年1回 木内　亮

㉘　全体会議での進行状況の報告 随時 木内　亮

㉙　従業員でEAの勉強会を行う 年1回 木内　亮

教育訓練

ガソリン使用量削減
(営業車)

5.環境活動計画

軽油使用量削減
(トラック･重機)

毎日

電気使用量削減

水使用量削減

場内外美化緑化活動



目標値

(△0.2%)
実績値

二酸化炭素排出量(kg-CO₂) 111,927 365,567 120,466 〇 303%

軽油使用量（L） 35,867 117,146 37,247 〇 315%

ガソリン使用量（L） 1,064 3,475 1,548 〇 225%

電気使用量（kwh） 22,921 74,863 37,360 〇 200%

灯油使用量（L） 636 2,077 380 〇 547%

自社廃棄物排出量 51 168 380 × 44%

水使用量（㎥） 135 441 147 〇 300%

グリーン購入の推進 エコ商品3個 エコ商品10個 エコ商品21個 〇 達成できた

草刈3回 草刈実施3回 草刈実施3回

季節毎場内花植え 季節毎場内花植え 季節毎場内花植え

場外清掃活動1回 場外清掃活動2回 場外清掃活動1回

＊1：実績の増減数は、基準値の売上を原単位とした対比　

＊電力の二酸化炭素排出係数はオノプロックスの0.527を使用

場外内外美化緑化活動 △
活動できたが不

十分

6.環境目標の実績

目標項目
基準値【11期】

(2017.9～2018.8)

【15期】

(2021.9～2022.8)
評価

実績の削減数

(*1)



項目 取組内容 評価 取組結果コメント 次年度の取組内容

①   車両、整備点検表を用いて実施 〇 取組継続

②   タイヤの空気圧の点検を定期的に行う 〇 取組継続

③ アイドリングストップの実施
　 台貫計量時、車外作業時

〇 取組継続

④ 適切なエンジン回転数での作業を行う
　・回転数の切替チェック
　・高回転作業時エアコンOFF

〇 取組継続

⑤ 急発進・急加速をしない
　 早めの減速を行う

〇 取組継続

⑥   効率的な運搬ルートを組む 〇 取組継続

⑦ バックホウの積込作業時は、
　 旋回角度が小さくなるよう配置する

〇 取組継続

⑧   タイヤ空気圧の点検を定期的に行う 〇 取組継続

⑨   アイドリングストップの実施 〇 取組継続

⑩ 急発進・急加速をしない
　 早めの減速を行う

〇 取組継続

⑪   エアコンフィルターの清掃 〇 取組継続

⑫ エアコンの設定温度を夏27度以上、
　 冬21度以下とする

△ 実施できなかった
取組継続
(設定温度の見直し)

⑬   未使用機器のコンセントを抜く 〇 取組継続

⑭  パソコン、プリンターを使用しない時は
   省エネモードに　切替える

〇 取組継続

⑮   業務終了時に配電盤のブレーカーを落とす 〇 取組継続

⑯  バッテリーフォークリフトの未使用時は
   電源をオフにする

〇 取組継続

灯油使用量削減
⑰  暖房は必要なときのみ使用し、
   消し忘れのないようにする

〇 取組継続

自社廃棄物排出量の削減
⑱  固形燃料の原材料となるように
   分別を徹底します

〇 取組継続

⑲   蛇口の閉栓確認 〇 取組継続

⑳   手洗い、流し台、洗車時の節水 〇 取組継続

㉑ トイレの節水（タンクの中に
   ステンレスの重しをいれます）

〇 取組継続

㉒ 3ヶ月に一度、漏水点検を行う 〇 取組継続

㉓ 環境に配慮した商品の購入を推進 〇 取組継続

㉔ グリーン購入に関する知識を深めるため
   勉強会等の実施

〇 取組継続

㉕ 季節に応じた草花の植え替え、水やり 〇 取組継続

㉖ 地域の清掃活動の実施 〇 取組継続

㉗ 緊急事態を想定した訓練の実施 〇 取組継続

㉘ 全体会議での進行状況の報告 〇 取組継続

㉙ 従業員でEAの勉強会を行う 〇 取組継続

グリーン購入の推進

場内外美化緑化活動

教育訓練

7.環境活動計画の取組結果と評価ならびに次年度の取組

軽油使用量削減
(トラック･重機)

ガソリン使用量削減
(営業車)

電気使用量削減

水使用量削減



〇2022年7月　場外ゴミ拾い

〇2022年5月　場内花植え

8.環境活動の紹介



(1) 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、訴訟等御の有無

当社事業が適用を受ける主な環境関連法規として、廃棄物処理法、消防法、

浄化槽法、公害防止協定などがありますが、遵守確認を行った結果、環境関連法規

について過去3年間に違反や行政指導はありませんでした。

(2) 外部からの苦情等の受付

取組期間中、周辺地域からの苦情はありませんでした。

(1) 全体評価

KS推進委員の取組みで秋田県SDSsパートナーに登録することができたことは非常に良かった。

申請するプロセスで環境・持続可能性に関する意識がチームで高まった。また県内にアピール

することもできた。社内では引き続きゴミ拾い、花植えを行えたことが良かった。

(2) 見直し

チームの意識が高まり、秋田県SDSsパートナー登録制度に登録できたことは良かったが、

社内の意識はそれほど高まっていない。今後は社内の意識が向上する施策を講じ、委員会活動

を浸透させていくことを目指す。

環境経営方針 ☑変更なし □変更あり

環境経営目標・計画 ☑変更なし □変更あり

実施体制 ☑変更なし □変更あり

9.環境関連法規等への違反・苦情等の有無

10.代表者による全体評価と見直しの結果


