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環境経営方針 

環境経営理念 

 

我社は、葬祭業及び、一般家庭ごみの収集･運搬業務、訪問居宅ヘルパーケアステーション、屋外看板設置業にお

いて、環境及び経営理念を下記のとおり定めております。 

１．御客様に評価される実績と信用を積み上げる。 

２．省資源、省エネルギーの取り組み 

３．地球環境の保全に配慮して行動します。 

 

行動方針 

（１）二酸化炭素排出量・削減の推進 

事業所内の整理・整頓・清潔・清掃に留意します。事業活動に於ける電力・ガソリン・軽油などの削減

による二酸化炭素排出量の低減を推進します。また社有車における、アイドリングストップ、エコドライ

ブに努めます。 

（２）廃棄物排出量・削減の推進 

事業所から出る廃棄物は分別とリサイクルに努め、排出量の削減を推進します。 

（３）総排水量・削減の推進 

    事業所内で使用する使用水量の削減により、総排水量の削減に努めます。 

（４）一般家庭ゴミの収集･運搬業務，葬祭業務等及び、サービスにおける環境配慮   

（５）葬儀時火災防止、ローソク転倒による火災被害の防止策、電気ローソクの対応呼びかけ。 

（６）環境関連法規制等の遵守 環境関連法規制等を遵守することを誓約します。 

（７）長期的に働く若い、人財育成の徹底。 

（８）エコアクション21の広報活動を致します。 

（９）上記取組を従業員に周知徹底をさせます。 

      

2021年4 月1日改定 

有限会社脇田グループ  

                            代表取締役 竹内 靖人 
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１．組織の概要 
 

（１）事業所名 

有限会社脇田グループ  

代表取締役 竹内 靖人  

（２）所在地 大阪府門真市三ツ島6丁目17-2 

（３）   〒571-0015 

   電話番号    072-884-2336 

   ＦＡＸ番号   072-884-8307 

（３）設立年月日1993年11月17日 

（４）資本金1,000万 

（５）事業活動：一般家庭ごみ収集業務、葬祭業務、訪問介護業務 
（６）事業規模 収集運搬業 

   

 単位 2021年度（1月～12月） 

収集・運搬量 トン（１月～12月） 1750 

売上高 万円 8000 

従業員数 人  20 

延床面積 ｍ２    500(本社) 

 

（７）対象範囲（取組の対象組織） 

    有限会社脇田グループ 

 本社 

    西成営業所：大阪市西成区花園北二丁7-7 

(下記の事業所については、2022年に拡大する予定) 

【2022年拡大】 

事業所  あじさいケアセンター・ヘルパーステーション 

    所在地  門真市一番町1-24 

 

（８）事業内容 

  ①葬祭業及び、一般家庭ごみ収集業務、葬祭業務、訪問介護業務 

  ②廃棄物の種類  家庭ごみ 

  ③許可地域  門真市委託 

  ④許可年月日 2022年4月1日 

  ⑤有効期限  2024年3月31日 

  ⑥収集・運搬車両 塵芥車2台 
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２．組織図 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

環境保全関係の担当者連絡先 

   環境管理責任者          

担当者 竹内 靖継      

連絡先 電話：072-884-2336   ＦＡＸ：072-884-8307 

 

 

実施体制図
代表者：

１．環境管理責任者の任命
２．環境経営方針の制定
３．環境経営システムの実施および管理に必要な資源の準備
４．環境経営システムの定期的見直しの実施
５．社内情報の外部公開可否決定

環境管理責任者：
１．環境経営システムの確立、実施および維持するための処置
２．社長に対し、環境経営システムの実施報告
３．推進機関であるＥＡ２１ＥＭＳ事務局の責任者として事務局運営
４．環境経営システムの教育・訓練の計画・実施責任者

　　　ＥＡ２１ＥＭＳ事務局：
　　　環境管理者を補佐し、構成員の全員参画によるＥＡ２１の
　　　運営改善を推進する。
　　　ＥＡ２１関連文書の作成、改廃、保管、伝達の業務を推進する。

　・当社は環境管理責任者の下に具体的取組事項を推進する。
　・具体的取組の推進状況の調整は、環境管理責任者と話し合い会合でまとめる。
　・環境管理責任者は、エコアクション２１の要求事項を満たす環境経営システムを構築し、実施し、
　　管理する。
　・環境管理責任者は、代表者に代わってエコアクション２１全体の構築及び運用に責任を持つととも　
　　に、必要な権限を与えられる。
　・各部の担当者は、自らが組織の中でどのような役割を担っているのかを確認し、環境管理責任者の
　　指示のもとに行動する。

一般家庭ゴミ部門 竹内靖継 葬祭施設管理部門；
④整理・整頓・清掃・清潔の徹底

総務人事部門；
☆省資源・省エネルギーの推進

①アイドリングストップ
エコドライブの推進

②節水・節電・紙消費量の削減

 
 
 

代表取締役 

環境管理責任者 

ＥＡ２１窓口 

家庭ごみ部 葬祭施設 総務人事部
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３．対象範囲 

（１）認証登録範囲：葬祭業及び、一般家庭ごみの収集･運搬業務、訪問介護業務 
 

４．許可の内容 自治体との契約に基づく 

５．過去の環境活動の実績 
 
当社の過去3年間の実績は以下の通りです。  
 

 

2019年度 

1月～12月 

2020年度 

1月～12月 

2021年度 

1月～12月 

二酸化炭素排出量 総量（㎏-ＣＯ２） 17,125 17,241 17,345 

廃棄物排出量 総量（kg/年） 240 292 280 

水使用量 総量（㎥/年） 254 308 297 

 

６.運用の結果と評価 

（１） 目標と結果 

2021年１月～2021年12月の運用結果実績・目標・達成度 
          
 

 
 

2020年 

１月～12月 
1年間実績 

2021年 
１月～12月 
1年間目標 

2021年 
１月～12月 
1年間実績 

達成度（結果

／目標） 
（％） 

評価 
○/× 

電力の削減 
kWh 22,301 22,078 22,692 97  △ 

kg-CO2 11,061 10,950 11.255   

軽油の削減 

Ｌ 429 424 423 100  〇 

kg-CO2 1,126 1,115 1,110   

ガソリンの削減 
L 2,177 2,155 2.145 100 ○ 

kg-CO2 5,054 5,004 4,980   

二酸化炭素排出量 
 

kg-CO2 17,241 17,069 17,345 98 △ 

一般廃棄物出量 
の削減 

kg 308 289 280 103 〇 

水使用量 
の削減 

㎥ 254 305 297 102   〇 

◎：大幅達成(110％以上) ◯：達成(110未満～100%以上) △：ほぼ達成(100未満～95%以上) ×：未達成(95%未満) 
二酸化炭素電力排出係数：0.496kg-CO2/kWh（関西電力2015年度） 
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（２）取組結果とその評価 

① 二酸化炭素排出量；「目標値の1.6%増加」で目標達成している。。 
② 今後は化石燃料による削減に勤める。 
③ 廃棄物排出量；目標達成、引き続き廃棄物の分別処理を徹底する。 
④ 水使用量；目標達成、引き続き節水の取組を強化し水使用量削減に努める。 

 

７．今後の環境経営目標 

下記の二酸化炭素排出量・廃棄物排出量と水使用量について、今後2020年度の実績から毎年1％削減する。 
 
2020年度以降の目標値 

年間総量 2021年度 2022年度 2023年度 

二酸化炭素排出量 ㎏-CO2 17,069 17,896 17,723 

廃棄物排出量 ㎏ 289 286 283 

水使用量 ㎥ 305 302 299 

 

８．今後の環境経営計画   

数値目標を達成するための取り組み  
（１） 二酸化炭素排出量 

１）電力の削減 ：  
     ①室内空調は、夏 28℃、冬は 24℃を原則とする。但し、ショールーム等の外来者スペースにおいて

は夏22℃、冬26℃とする。 
  ②電化製品を交換する場合、省エネを選択条件として更新する。 
 ③照明器具は、使用しない時消灯する。 

    ２）ガソリン,軽油の削減 
① 社用車でのエコドライブを推進する。 
② 社用車における、引取り・納車時の効率的・合理的な運行を行う。 
③ 社用車のエコ整備を行う。 

 
（２） 廃棄物排出量 

① 一般廃棄物：新聞紙・ダンボール・かん・ビン・その他可燃ごみを分別し再生利用化と削減に努

める。 
② 古封筒の再使用と裏面のメモ用紙化を行う。 

 
（３） 水使用量 

車輌洗車用ホース先端のワンストップノズルを活用して節水を図ると共に、 
汚れの程度を判断して、節水に努める。 

 
 （４）環境関連法規の遵守 
   環境関連法規を遵守することは、 環境経営を進める上で重要であることを従業員に朝礼等の場で認識さ

せていく。 
 
（５）その他 

① 事務用品に、環境配慮型商品を、採用する。 
② 朝礼・会議・研修会の機会を利用し、環境やEA21の理解を深めていく。 
  （代表取締役） 
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９．教育による社員の意識高揚 

 環境とＥＡ２１への従業員の意識や関心を高める必要がある。そのために、朝礼、会議、研修会の機会を 
利用し理解を深めていく。 

10. 緊急事態の対応 ローソク転倒の火災時の即座に対応すること、誰もいない時は電気ローソク 
   での対応。 

１１．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、訴訟等の有無 

（１）環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果 評価は2021年4月 

主な適用法規等 該当する活動 評価 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 廃棄物の排出適正処理 遵守 

消防法 消火設備の設置、維持管理 遵守 

使用済自動車の再資源化に関する法律 使用済自動車の適正な処理 遵守 

大阪府環境基本条例 事業活動全般 遵守 

門真市環境保全条例 事業活動全般 遵守 
水質汚濁防止法 水の排出適正処理 遵守 
フロン排出抑制法 フロンの漏えい防止管理 遵守 
   
   

 

（２） 違反、訴訟等 

環境関連法規への違反や訴訟はありません。なお、関係当局より違反等の指摘は、過去4年間あ 
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。 
 

１２．代表者による全体の評価と見直・指示の結果(見直し日は 2022 年 4 月) 

 （１）エコアクション21を初めて４年になりましたが環境に対する意識が高まりました。 

      電力の使用量の削減の目標はほぼ達成でしたが、自動車燃料（ガソリン・軽油）、水道、 

廃棄物に関しては目標を達成しました。引き続き、電力の使用量の削減に努めます。 

・環境経営方針 環境経営目標及び環境経営計画 実施体制を見直した結果 

変更はありませんでした。 

 

 

以 上 


