
改定　　令和　4　年　3 月　26日

エ コ ア ク シ ョ ン ２ １

環 境 経 営 レ ポ ー ト

対象期間　令和2年7月～令和3年6月

株式会社　本多工業

作成　　令和　4　年　2 月　20日



目　　　次

１．組織の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

　　(1)　事業所名及び代表者氏名

　　(2)　所在地

　　(3)　環境管理責任者及び担当者連絡先

　　(4)　事業の内容

　　(5)　事業の規模

　　(6)　対象範囲

２．実施体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

３．環境方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

４．環境目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

５．環境活動計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

６．環境目標の実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

７．環境活動計画の取組結果とその評価、今後の取組内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

８．環境関連法規等の遵守状況の確認・評価結果と違反、訴訟等の有無 ・・・・・ ８

９．代表者の全体の評価と見直し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９



１．組織の概要

⑴　事業所名及び代表者氏名

株式会社　本多工業

代表取締役　本多　幹

⑵　所在地

本社・倉庫　 愛知県豊田市若林東町竹陽46番地

⑶　環境管理責任者氏名及び担当連絡先

環境管理責任者　及び　連絡担当者

都築　臣樹

0565-77-8899 / 090-3557-0351

⑷　事業の内容

防水工事業・塗装工事業・建築工事業

愛知県知事　許可　（特‐２６）　第５８３６８号

⑸　事業の規模

法人設立年月日 平成12年3月15日

資本金 2,000万円

売上高 28,909万円　(令和2年度)

従業員 17名　(令和3年6月)

延べ床面積 818.74㎡

⑹　認証・登録の対象範囲

対象組織 本社・倉庫

対象活動 防水工事業・塗装工事業・建築工事業
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２．EA２１実施体制図

代表者

　代表取締役　本多　幹

環境管理責任者

　取締役　都築　臣樹

総務部門 工事部門

　本多　しのぶ 　都築　臣樹

担当 役割・責任・権限

代表者 本多　幹 ・環境経営方針の策定及び全従業員への周知

・環境管理責任者の任命

・資源（人員・設備・費用等）の準備

・代表者による全体の評価と見直し

環境管理 都築　臣樹 ・環境経営システムを構築・運用・維持し、

責任者  その状況を代表者に報告

・外部からの苦情等の受付

・環境活動レポートの作成

部門長 都築　臣樹 ・自部門の環境経営システムの実施

本多　しのぶ ・自部門の環境経営目標及び環境経営計画の運用管理

全従業員 ・環境経営方針の理解と環境への取組みの重要性の自覚

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加
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３．環境経営方針

当社は防水工事業・塗装工事業・建設工事業の事業活動において

環境に影響する業務があることを認識し、環境経営システムの構築及び

運用することにより、自主的・積極的に、環境への取組みを推進します。

１．環境関連法規則や当社が約束したその他の要求事項を尊守します。

２．次の事項について具体的な環境目標・環境活動計画を定め、

　　継続的な改善に努めます。

　①省エネルギーに取り組み二酸化炭素の排出量を削減します。

　②分別の徹底・リサイクルの推進につとめ廃棄物排出量を削減します。

　③節水につとめ水の使用量を削減します。

　④化学物質の使用量の適正管理に努めます。

　⑤事務用品のグリーン購入を推進します。

　⑥環境に配慮した工事を提案します。

　⑦社会貢献活動を積極的に行います。

３．本方針を全従業員に周知徹底します。

制定日　平成28年　8　月　18　日

株式会社本多工業

代表取締役　　本多　幹
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４．環境経営目標

　環境経営目標は前年度の環境負荷の実績を基準に目標を設定しました（事業形態から年度によって負荷がばらつくため前年度実績を基準としている）

環境経営目標項目 単位 年度目標 実績 年度目標 実績 年度目標 実績 年度目標 実績 年度目標 実績

(負荷の自己チェックを踏まえて) 2７年度

二酸化炭素排出量の削減 ㎏‐CO2 38,788 38,400 26,432 38,016 37,168 36,796 35,713 35,356 30,235 29,933 28,379

電力使用量の削減(現場) kwｈ 3,942 3,903 0 データ把握 8,626 8,540 4,083 4,042 1,083 1,072 1,916

ガソリン使用量の削減(現場) L 9,478 9,383 2,567 2,541 2,441 2,417 3,175 3,143 2,788 2,760 2,778

軽油使用量の削減(現場) L 2,770 2,742 3,742 3,705 5,503 5,448 5,077 5,026 4,445 4,401 3,364

電力使用量の削減(事務所) kwｈ 5,679 5,622 6,576 6,519 10,557 10,451 8,628 8,542 10,964 10,854 10,678

ガソリン使用量の削減(事務所) L 2,033 2,012 3,156 3,120 3,415 3,381 3,096 3,065 2,896 2,867 3,151

一般廃棄物の削減 ㎏ データなし データ把握 22 21 22 21 21 21 21 21 21

産業廃棄物の削減 kg 31,000 30,690 51,000 50,490 42,320 41,897 46,075 45,614 48,580 48,094 83,784

水使用量の削減 ㎥ 15 15 26 26 25 25 44 44 67 66 54

化学物質使用の適正管理 ㎏ データなし 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理

事務用品のグリーン購入 購入件数 データなし データ把握 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

環境配慮塗装の提案（民間工事） 件数 データなし 全件 全件 全件 全件 全件 全件 全件 全件 全件 全件

近隣挨拶 件数 データなし 全件 全件 全件 全件 全件 全件 全件 全件 全件 全件

事務所・倉庫周辺の清掃実施 件/月 データなし １回/月 １回/月 １回/月 １回/月 １回/月 １回/月 １回/月 １回/月 １回/月 １回/月

◍購入電力の排出係数は中部電力の2020年調整後排出係数(0.379㎏-CO2/kwh)を使用

◍今年度はLPGの使用があったが来年度もあれば項目を増やすことを検討する

４
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５．環境経営計画

　令和2年度（令和2年7月～令和3年6月）の環境経営計画

冷暖房の温度管理を徹底(夏28度/冬20度) 全部署

不要な照明の消灯(始業前,休憩時,就業後,トイレ等) 全部署

OA機器は省電力設定にする　OA機器不使用時の電源オフ 全部署

空調機フィルターを２回/年清掃する 総務部

クールビズ・ウォームビズの推進 全部署

エコドライブの徹底 全部署

アイドリングストップの徹底 全部署

効率的なルートで運行 全部署

エコドライブの徹底 全部署

アイドリングストップの徹底 全部署

効率的なルートで運行 全部署

一般廃棄物の分別の徹底 総務部

コピー用紙の削減(両面コピー、裏紙活用) 総務部

産業廃棄物の分別の徹底による削減 工事部

マニフェスト管理の徹底 工事部

節水シールによる意識向上 全部署

手洗い時の節水の励行 全部署

水道配管からの漏水を定期的に点検する(2回/年) 総務部

化学物質の在庫管理（1回/3カ月) 工事部

SDSの収集・管理 工事部

事務用品のグリーン購入 事務用品のグリーン品購入 総務部

環境配慮塗装(遮熱・水性塗料)の提案（民間工事） 工事部

工事開始前の近隣への事前挨拶・説明の徹底 工事部

会社周辺の清掃 会社周辺の清掃実施(１回/月) 全部署

　　　　　　　　　　　５

一般廃棄物の削減

産業廃棄物の削減

水使用量の削減

化学物質の適正な維持管理

環境配慮工事の提案

軽油使用量の削減

環境経営目標項目 取組内容 担当部門

電力使用量の削減

ガソリン使用量の削減



６．環境経営目標の実績

環境経営目標項目 単位 年度目標 実績 年度目標 実績 年度目標 実績 年度目標 実績 年度目標 実績 達成度 評価

(負荷の自己チェックを踏まえて) 2７年度 ％ 〇△✕

二酸化炭素排出量の削減 ㎏‐CO2 38,788 38,400 26,432 38,016 37,168 36,796 35,713 35,356 30,235 29,933 28,379 105 〇

電力使用量の削減(現場) kwｈ 3,942 3,903 0 データ把握 8,626 8,540 4,083 4,042 1,083 1,072 1,916 55 ✕

ガソリン使用量の削減(現場) L 9,478 9,383 2,567 2,541 2,441 2,417 3,175 3,143 2,788 2,760 2,778 99 〇

軽油使用量の削減(現場) L 2,770 2,742 3,742 3,705 5,503 5,448 5,077 5,026 4,445 4,401 3,364 130 〇

電力使用量の削減(事務所) kwｈ 5,679 5,622 6,576 6,519 10,557 10,451 8,628 8,542 10,964 10,854 10,678 102 〇

ガソリン使用量の削減(事務所) L 2,033 2,012 3,156 3,120 3,415 3,381 3,096 3,065 2,896 2,867 3,151 90 〇

一般廃棄物の削減 ㎏ データなし データ把握 22 21 22 21 21 21 21 21 21 100 〇

産業廃棄物の削減 kg 31,000 30,690 51,000 50,490 42,320 41,897 46,075 45,614 48,580 48,094 83,784 57 ✕

水使用量の削減 ㎥ 15 15 26 26 25 25 44 44 67 66 54 122 〇

化学物質使用の適正管理 ㎏ データなし 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 〇

事務用品のグリーン購入 購入件数データなし データ把握 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 100 〇

環境配慮塗装の提案（民間工事） 件数 データなし 全件 全件 全件 全件 全件 全件 全件 全件 全件 全件 100 〇

近隣挨拶 件数 データなし 全件 全件 全件 全件 全件 全件 全件 全件 全件 全件 100 〇

事務所・倉庫周辺の清掃実施 件/月 データなし １回/月 １回/月 １回/月 １回/月 １回/月 １回/月 １回/月 １回/月 １回/月 １回/月 100 〇

◍購入電力の排出係数は中部電力の2020年調整後排出係数(0.379㎏-CO2/kwh)を使用

◍今年度はLPGの使用があったが来年度もあれば項目を増やすことを検討する

　　　　　　　６

28年度 29年度 30年度 2年度1年度



７．環境経営計画の取組結果と評価、今後の取組

　〇できた　　△あまりできなかった　　✕全くできなかった

実施 実施
部署 結果

電力使用量の削減

冷暖房の温度管理を徹底(夏28度/冬20度) 全部署 〇 取り組めている

不要な照明の消灯(始業前,休憩時,就業後,トイレ等) 全部署 〇

OA機器は省電力設定にする　OA機器不使用時の電源オフ 全部署 〇

空調機フィルターを２回/年清掃する 総務部 〇

クールビズ・ウォームビズの推進 全部署 〇

ガソリン使用量の削減

エコドライブの徹底 全部署 〇 取り組めている

アイドリングストップの徹底 全部署 〇 仕事量に影響を受ける

効率的なルートで運行 全部署 〇

軽油使用量の削減

エコドライブの徹底 全部署 〇 取り組めている

アイドリングストップの徹底 全部署 〇 仕事量に影響を受ける

効率的なルートで運行 全部署 〇

一般廃棄物の削減

一般廃棄物の分別の徹底 総務部 〇 取り組めている

コピー用紙の削減(両面コピー、裏紙活用) 総務部 〇

産業廃棄物の削減

産業廃棄物の分別の徹底による削減 工事部 〇 取り組めている

マニフェスト管理の徹底 工事部 〇 仕事量に影響を受ける

水使用量の削減

節水シールによる意識向上 全部署 〇 取り組めている

手洗い時の節水の励行 全部署 〇 実績を把握し目標値を定める

水道配管からの漏水を定期的に点検する(2回/年) 総務部 〇

化学物質の適正な維持管理

化学物質の在庫管理（1回/3カ月) 工事部 〇 　取り組めている

SDSの収集・管理 工事部 〇

事務用品のグリーン品購入

事務用品のグリーン品購入 総務部 〇 　取り組めている

環境配慮工事の提案

環境配慮塗装(遮熱・水性塗料)の提案（民間工事） 工事部 〇 　取り組めている

工事開始前の近隣への事前挨拶・説明の徹底 工事部 〇

会社周辺の清掃

会社周辺の清掃実施(１回/月) 全部署 〇 　取り組めている

７　

取組内容 評価と次年度の取組内容



８．環境関連法規等の遵守状況の確認・評価結果と違反、訴訟等の有無

当社に適用となる環境関連法規等

証　拠 判定

産業廃棄物の適正処理（収集運搬、処分業者との委託） 委託契約書 〇

産業廃棄物管理表（マニフェスト）の交付と保管 マニフェスト 〇

産業廃棄物の保管基準の遵守（掲示板による必要事項の表示） 現地確認 〇

管理表交付状況の県知事への年度報告（6月30日期限） 報告書 〇

浄化槽の設置・変更の提出 届出書 〇

保守点検（1回/3カ月）及び清掃（1回/年）の遵守 点検・清掃記録 〇

愛知県民の
自動車の駐停車時のアイドリングストップ及び社員教育義務 現地確認 〇

生活環境保全条例
産業廃棄物を運搬、処分する委託先の処理する能力確認 委託先が優良事業者 〇

家電リサイクル法 使用済特定家電の引取業者への適正な引渡し ﾘｻｲｸﾙ料金の支払い 〇

自動車リサイクル法 使用済自動車の引き取り業者への適正な引渡し ﾘｻｲｸﾙ料金の支払い 〇

違反・訴訟等

当社に適用される環境関連法規等の遵守状況を確認・評価の結果は環境関連法規への違反はありません。

なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去３年間ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８　

法規制等の名称 適用する要求事項

遵守評価

廃棄物処理法

浄化槽法



９．代表者の全体評価と見直し

令和4年2月20日

代表者　本多　幹

１．見直しに必要な情報

評価・コメント

1 環境目標の達成状況 　達成事項が増えている

2 環境活動計画の実施及び運用結果 　取り組めている

3 環境法令等の尊守状況 　遵守されている

4 外部からの環境に関する苦情や要望等 　取組中に特になし

5 前回の指示への取組結果 　取り組めている

２．変更の必要性

項目 変更の必要性 変更「有」の場合の指示事項

1 環境方針 　　　有　　　無

2 環境目標 　　　有　　　無 実績を把握し影響を受ける項目を見直す

3 環境活動計画 　　　有　　　無

4 環境経営システム 　　　有　　　無

３．総括：評価及び指示事項

施工条件に大きく影響を受ける環境の中での評価は難しいが

実績を把握し、環境に対する理解を深めることに意義があると考える。

唯一季節性が反映されると考えられる事務所の電力使用量の目標達成は励みとなる。

引き続き取り組みに務める。

　　　　　　　　　　９　

項　　目


