
レポートの対象期間　　平成 ３１年３月～令和 ２年２月

総合物産　株式会社

環 境 活 動 レ ポ ー ト

平成３１年度

エコアクション21

発行日　：　令和 ２年 ４月３０日



 ２）所在地　　
本　　　    　社

　〒922-0401  石川県加賀市新保町ワ４６  

ＦＡＸ　0761-74-0559

リサイクル工場 　〒922-0302　石川県加賀市打越町ソ38番１

ＦＡＸ　0761-74-1305

運　 　輸　　部
　〒923-0342 石川県小松市矢田野町５５－２００－５

ＦＡＸ  0761-74-1305

管 理 責 任 者 　沢野　太志

連 絡 先 　　ＴＥＬ　0761-74-1304 FAX　0761-74-1305

E - m a i l  　 sogo-recycle@samba.ocn.ne.jp

 ４）事業規模及び事業内容

設 立 年 月

資 本 金 1000 　万円

従 業 員 21 　名

延 べ 床 面 積 7386.24 　ｍ
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　　平成３１年度売上高 46,200 万円  （リサイクル部7割・運輸部3割）

　　事業活動の範囲

1    産業廃棄物処分業

2   産業廃棄物収集運搬業

3    再生砕石・製造販売

4    運送業

    認証登録の範囲

事 業 活 動 　　産業廃棄物の収集運搬業・中間処分業

　　再生砕石製造及び販売

　　一般貨物運送業

対 象 事 業 所 　　石川県加賀市新保町ワ４６番地（本社）

関 連 事 業 所 　　石川県加賀市打越町ソ３８番地１（リサイクル工場）

　　石川県小松市矢田野町５５－２００－５（運輸部)

21 名

Ⅰ．　　事業活動の概要

 １）事業社名及び代表社名

事業社名　　　　総合物産株式会社

代表者名　　　　代表取締役　清田　信昭

　認証登録範囲の従業員数　　

　　　ＴＥＬ　0761-74-0526

　　　ＴＥＬ　0761-74-1304
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　　　ＴＥＬ  0761-74-1306

昭和63年4月18日

 ３）環境管理責任者及び担当者の連絡先



許可内容

許可者 許可年月日 有効期間

石川県 平成29年10月10日 平 成 36 年 8 月 24 日

石川県 平成27年10月16日 平 成 34 年 5 月 20 日

富山県 平成31年 6月 3日 平 成 36 年 6 月 2 日

福井県 平成31年 6月20日 平成36年 6月19日

　※平成２４年　８月２８日　「産業廃棄物処分業」の優良認定を取得

　※平成２５年　１月３１日　石川県より「エコドライブ推進事業所」の認定を取得

　※平成２７年１０月１６日　「産業廃棄物収集運搬業」優良認定を取得

1-2)廃棄物の種類

「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」（コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、石破片に限る）

がれき類（コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、石破片に限る）

これらのうち特別管理産業廃棄物であるもの及び石綿合有産業廃棄物であるものを除く以上2種類

処理能力　　 ９６０ｔ/日

処理実績　　 86,671 ｔ

2)廃棄物の種類（収集運搬）石川県・富山県・福井県

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず＊・汚泥（建設汚泥、上水汚泥、砕石汚泥に限る）

廃プラステック類＊・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず＊

がれき類（＊自動車等破砕物であるものを除く）

これらのうち判定基準に適合に適合しないもの、特別管理産業廃棄物であるもの及び石綿合有産業廃棄物

であるものを除く以上9種類

収集運搬

平成29年 平成30年 平成31年 種類 比重（t/㎥）

がれき類(t)
27,506 40,003 31,184

がれき類

石破片(t)
47 209 103

石破片

木くず(t)
59 15.29 17.19

木くず

汚泥(㎥）
143 81.93 6.15

汚泥 1.10

廃プラ(t)
0.75 5.5 15.5

中間処理　（リサイクル量）

平成29年 平成30年 平成31年

がれき類(t) 91,523 112,566 85,508

石破片(t) 771 1,314 1,163

許可番号

第01700072126号

産業廃棄物収集運搬業
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産業廃棄物収集運搬業

1-1）事業の範囲　事業区分　中間処理　（破砕）

第01720072126号

第01802072126号

平成31年度（Ｈ31/3～R2/2）　　

産業廃棄物処分業

許可の種類

第01601072126号産業廃棄物収集運搬業



施設の状況及び保有車両 収集運搬保有車両

 1台 10台

 1台  1台

 3台  1台

 1台  1台

 1台  1台

 1台  2台

 1台  1台

 1台

　

１次破砕 １次破砕

鉄筋　→　売却

120ｔ/ｈ 16ｔ/ｈ

鉄筋

鉄筋　→　売却

80-0

オーバー４０

２次破砕

80ｔ/ｈ

鉄筋→　売却

3

コンクリートガラ・アスファルト

ホッパー　

選別ふるい機

ジョークラッシャー

インパクトクラシャー

営業車両

ＰＣ-210

タイヤ　ＷＡ－320

磁選機

クラッシャー

１０tダンプ

トラクター

※３ｔダンプ

タイヤ　ＷＡ－380

※４ｔキャブオーバー

１０tセルフ

ジョークラシャー　　

ＰＣ-200

フルイ

コンクリート２次製品

セミトレーラー

※４ｔダンプ

アンダー40

（※の車両については、北浜建設株式会社と

「車両賃借契約書」を結んだ車両です。）

　　処理工程図

売　　却

　インパクトクラシャー　

磁選機

４０－０

磁選機 磁選機

ホッパー　



Ⅱ　環境方針

《基本理念》

総合物産株式会社は産業廃棄物の適正処理を指針に資源循環の

有益かつ効率を注視し環境再生と循環型社会に努める。

《行動指針》

1、電力・重機・発電機及び運搬時の二酸化炭素の削減に努める。

２、廃棄物の削減及び再利用・再資源化の推進に努める。

３、水道、地下水の適正かつ有効使用に努める。

4、法規の熟知、遵守に努める。

5、地球にやさしい環境保全に努め安全な循環型社会構成の向上に努める。

環境方針及び方針に基づく環境目標、環境活動を全従業員に周知し、従業員一同方針に基づいた

活動に努めるように精進する。

令和2年4月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合物産株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　清田　信昭
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Ⅲ

現在

← → ← →

【責任・権限】

製造部 ②環境衛生に配慮し、安全運転と平衡して行動する

③電力・水の管理

環境関連法律の最新版の確認と評価

事務局

運行管理者

運輸部

経理部

エコアクション２１の活動責任者

データ収集・管理

5

エコアクション21エコアクション21エコアクション21エコアクション21　　推進体制表　　推進体制表　　推進体制表　　推進体制表

運転技術と維持管理の指導及びエコドライブの推進教育に努める

産業廃棄物・貨物運搬に係るエコドライブ・燃費向上

事務所内の水道光熱費・コピー用紙の削減・有効使用

安全衛生

推進者

環境管理責任者の任命

環境保全に関する人材・物資・資金の提供

全案件に対する確認・最終決定

環境管理責任者の補佐

経理・事務

連絡

情報共有

①重機設備の効率的燃費をはかりCＯ2の削減に努める

代表者

環境活動レポートの作成、公開

環境目標、計画の作成と進捗管理

事業所の安全・衛生に関する事項を統括管理する

環境管理

責任者

環境方針の制定

令和2年3月31日

総合物産株式会社

代　表　者

運　輸　部

連絡

情報共有

製　造　部

環境管理責任者

安全衛生責任者

運行管理者



平成30年度を基準に中期目標を令和3年度までの目標値を設定。

中期環境目標中期環境目標中期環境目標中期環境目標

（5）製造する再生砕石の不良品ゼロを維持する。

年度別　目標値

注）3　「高圧電力のコストダウン」を環境目標としていましたが、「会社全体の電力のコストダウン」に変更します。
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目標

（6）平成30年度を基準に令和2年3月までに「高圧電力のコストダウン」3％削減します。

目標値

Ⅳ　中期環境経営目標　（平成31年～令和3年）

㎥

％ 99.95 99.95以上

1,007,977kg-ＣＯ2 1,038,831

（1）平成30年度を基準に令和3年度までに「二酸化炭素排出量」を３％削減を目標とする。

（2）「産業廃棄物のリサイクル率」については、既に高い水準に到達しているので現状維持とする。

（3）平成30年度を基準に令和3年度までに「水使用量」を３％削減する。

（4）平成30年度を基準に令和3年度までに「一般廃棄物排出量」を３％削減する。

30年度 令和元年度

指標

基準年度

11.41

令和2年度 令和3年度

3,005,001 2,974,951

66

0 0

21,127

107,238

1-2営業車の燃費の向上

99.95以上 99.95以上

1　二酸化炭素排出量の削減 排出量 1,028,443 1,018,158

1-1プラントの重機の燃費の向上

108,344

11.53重機燃費 ℓ/Ｈ

ｋｗｈ

11.76 11.64

車両燃費 ｋｍ/ℓ

2.83

110,555 109,449

2　産業廃棄物のリサイクル率の向上 リサイクル率

営業車燃費 ｋｍ/ℓ 2.80

高圧1-4電力の使用の削減（プラント）

1-5電力の使用の削減（事務所） 21,340

1-3車両の燃費の向上 19.36

2.86 2.88

19.17 19.56 19.75

注2）　二酸化炭素の排出量につきましては、「リサイクル工場の重機」及び運搬部門の「産業廃棄物収集運

搬・砕石運搬・建設現場・一般貨物輸送」全般を含みます。

1,070

117119

低圧 ｋｗｈ 20,913 20,700

使用量

3-1上水道使用量の削減

使用量 ㎥ 121 120

68排出量

3　水使用量の削減

4　一般廃棄物排出の削減 kg 67

6　電力のコストダウン

0不良品率

円 3,035,355金額

1103

注１）　目標1～3は受託した産業廃棄物及び運搬貨物の環境配慮に関する環境経営を兼ねています。

3-2地下水使用量の削減 1,092 1,081

05　再生砕石の不良品ゼロにする ％

67

2,945,202



Ⅴ　環境経営計画　（平成31年～令和3年）Ⅴ　環境経営計画　（平成31年～令和3年）Ⅴ　環境経営計画　（平成31年～令和3年）Ⅴ　環境経営計画　（平成31年～令和3年）

　

目   標 担当

7

二酸化炭素排出量の削減

工場内の電力削減

発電機を電力に切替えたので出力を20％減で稼働させる

事務所電力の削減

室内のエアコンの温度管理夏・２８℃、冬・２０℃を徹底する

営業車両と車両

燃料の削減

アイドリングストップ及び、空ぶかし、急発進、急ブレーキなどに

注意しエコドライブに心がける

昼休みの証明の消灯を徹底する

自動販売機の照明をＯＦＦにする

重機は、稼働時間及び燃料使用量を記入して削減に努める

具体的取組内容

一般廃棄物排出量の削減

・社内資料の

　両面印刷の推進

・分別回収の徹底

　トナー類・缶・

　ペットボトル

・紙類はリサイクル

ムダな運転・アイドリングストップなどに気を付ける

受託した廃棄物リサイクル率 選別

重機燃料の削減

重機は、燃料効率の悪化防止のために毎月点検する

橋出

水使用の削減

漏水の点検節水

に努める

「節水」の掲示をして意識喚起する

足洗い場は常に清掃する

コピー用紙などの裏面使用（ＦＡＸ、社内連絡メモなど）

橋出

エコドライブの教育・実施から二酸化炭素削減に努める

エコドライブ推進項目15ヶ条を厳守して運転する

不要な証明消灯に努める

OA機器の不使用時の省電力ﾓｰﾄﾞに努める

燃えるごみの分別を徹底し、紙などのリサイクルへ廻す

空き缶・空き瓶・ペットボトルなどは、自動販売機の業者に回収を

依頼する

品質向上のために努める

再生砕石不良品ゼロ

コンガラ・ＡＳ・石片の配合を考えて製造する

電力のコストダウン

毎週月曜日の朝礼にてＥＡ２１の話をし意識高揚にをはかる

橋出電力会社変更し電力の料金の削減

西出

重機及び事務所のエアコンのフロンガス漏れ点検（年4回）

その他 沢野

教育訓練

ＥＡ２１導入の意義を年度初め、中間期に教育する

沢野安全ミーティング・危険予知活動の記録を作成する

粉砕時及び重機移動の時のホコリ飛散防止に注意する

西出

西出

規格に合う大きさになるように機械の調整・点検を行う

混在しているゴミを取り除く

使用済みのトナー、カートリッジなどは業者に回収してもらいリサ

イクルに廻す

西出

沢野

沢野

受託廃棄物のリサイクル率を現状維持（９９．５％以上）する

燃料効率の悪化防止のために３ヶ月ごとに点検する



Ⅵ-1　平成31年度の環境経営目標及びその実績と評価

評

価

評価者

〇 沢野

× 沢野

〇 沢野

△ 沢野

× 沢野

○ 沢野

○ 沢野

× 沢野

〇 沢野

× 沢野

○ 沢野

× 沢野

1、二酸化炭素の削減　（電力の排出係数　北陸電力0.462ｋｇ/ＣＯ2/ｋｗｈ　中央電力　0.45ｋｇ/ＣＯ2/ｋｗｈ）

2、水使用の削減

3、一般廃棄物の削減

8

0 0

①保管していた書類など処分したので一般廃棄物は増加しましたが、コピー用紙は裏面使用、使用済封筒など

は社内で使用、最終的にリサイクルへ出しました。

⑤事務所の電力についてはＯＡ機器や休息室・トイレなどのスイッチをこまめに消したことで目標を達成できました。

①二酸化炭素の排出量が減少しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4、電力のコストダウンは電力消費量と同じよう令和2年終了後再度見直すことにします。

円 3,148,769

99.95以上

①上水道の使用見直しが必要です。「節水」などのポスターの掲示を増やして従業員に徹底します。

②地下水は飛散防止のためスプリンクラーや散水車の頻度を増やす。　天候が悪く雨の中が多く使用量が若干

下回りました。これからも近隣住民に粉塵の被害がでないよう、定期的に散水を実施して配慮します。

5　再生砕石の不良品ゼロ 不良品率 ％ 0

一般廃棄物

排出の削減

80

121

（基準年度を平成30年度として平成31年度の実績を評価致しました。）

2　産業廃棄物の

             リサイクル率 の向上

3　水使用量の削減

3-1　上水の使用量の削減

3-2　地下水使用量の削減

4　一般廃棄物排出の削減

地下水の

使用量

令和2年4月28日

110,555

kg

9121103

120

㎥

㎥

68 67

109,449

1092

1-4電力使用量の削減

     （プラント）

上水の使用量

99.98

受託した

リサイクル率

1-5電力使用量の削減(事務所）

99.98

kwh

％

18.17

ℓ/H

km/ℓ

高圧

低圧

km/ℓ

車両燃費

11.76

kwh

環境目標

1　二酸化炭素排出量の削減

1-1　構内で使用する重機の

  燃費の向上

1-2営業車両の燃費の向上

二酸化炭素

排出量

1-3運搬車両の燃費の向上 車両燃費

指標

重機燃費

単位

18.35

113,038

21,127

kg－CO2

24.45

18,700

11.64

令和元年

実績

1,038,331

基準年度

平成30年

令和元年

目標

2.8 2.83 2.82

143

999,247

11.99

1,028,443

21,340

3,035,355

④電力会社変更に伴い低圧電力「事務所内」の使用量は減少しましたが、高圧電力「プラント」の使用量は削減

できま　　　　　　せんでした。電力会社の変更が途中だったので令和2年終了後再度見直します。

6　電力のコストダウン 3,005,001

②営業車輛の燃費の向上◎です。

③車両については燃費の若干向上。従業員の「エコドライブ」への意識向上していると思われる。



平成29年度 平成30年度 平成31年度

二酸化炭素排出量 ｋｇ－CO2

1,087,312 1,038,331 999,247

収集運搬量 t

27,756 40,315 31,326

産業廃棄物の処分量 t

92,294 113,880 86,674

総排水量 ㎥

598 1224 441

一般廃棄物量 ｋｇ
120 68 80
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Ⅵ-2　環境負荷の推移

年間総数量

リサイクル工場 ＋ 運輸部

(電力の排出係数　北陸電力　　0.462ｋｇ－ＣＯ2/ｋｗｈ）

適応範囲

(電力の排出係数　中央電力　　0.450ｋｇ－ＣＯ2/ｋｗｈ）



Ⅶ　環境活動計画及び実施状況の評価と今後の方向

活動期間：平成31年3月～令和2年2月

　

評価

結果の原因と今後の方向

○

○

×

○

○

○

○

○

○ 出力の稼働を監視する

○ 灯光器の使用に注意する

○

○

○

○

○

○

「節水」の掲示をして意識喚起する ×

地下水は洗車・散水などに使用する ×

○

○

○

○

○

○

○

出来た再生砕石に不純物が入っ

てないか確認し従来とおり不良

品がないことをチェックする

電力

コストダウン

×

今年度は途中からの切り替え

のため令和2年1年間の数量で

見直す
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重機燃料の削減

営業車両と車両

燃料の削減

事務所の電力の

削減

空き缶・空き瓶・ペットボトルなど、

自動販売機の業者に回収を依頼する

工場内の電力削減

目標 具体的取組内容

達成

状況

評価者

電力会社変更し電力の料金の削減

自動販売機の照明をOFFにする

コピー用紙の裏面使用する

（ＦＡＸ、社内連絡メモなど）

再生砕石の

不良品ゼロ

西出

二酸化炭素

排出量の削減

社内での伝言メモなどは、裏

紙を使用。使用済みの封筒な

ども社内で使う

天候不良の時は、コンガラ・ＡＳ・石片

の配合を考えて製造する

使用済みのトナー・カートリッジなど業

者に回収してもらいリサイクルへ廻す

照明の昼休みの消灯を徹底する

ＯＡ機器の待機電力なくすためにこまめ

にＯＦＦにする

品質向上のために「廃プラ・木くず」の

分別に努める

混在しているゴミを取り除く

〇：できた　△：あまりできなかった　×：まったくできなかった

西出

西出

稼働時間と燃料使用量の記入

燃料効率の悪化防止のために3ヶ月ごと

に点検する

走行距離と燃料消費の数値から二酸化炭

素削減に努める

ムダな運転・アイドリングストップなど

に気をつける

室内のエアコンの温度管理

夏・２８℃、冬２０℃を徹底する

沢野

受託廃棄物リサイクル率の現状維持

（99.5％以上）する

アイドリングスットプ及び、空ぶかし、

急発進、急ブレーキなどに注意しエコド

ライブに心がける

発電機を高圧電力に切替えたので稼働出

力20％減する

評価日　令和2年4月20日

営業車両の燃費の向上は◎で

す。具体的な取り組み内容や

「エコドライブ15か条」など

各自気を付けているのがわか

るが、数値に現れないが残念

です

廃棄物の受入数量が減少しま

したが、プラント稼働させる

為の試運転などを減らすこと

が出来なかった

重機は、燃料効率の悪化防止のために毎

月点検する

重機は、稼働時間及び燃料使用量を記入し

て削減に努める

木くず・廃プラの分別を徹底

する

散水の削減も強化する必要で

すが、ホコリの飛散防止も注

意する

規格に合う大きさになるように機械の調

整・点検を行う

エアコンの温度設定を

徹底する

エコドライブ推進項目１５ヶ条を厳守し

て運転する

沢野

入室していない時は灯光器は使用しない

常に製品の状態を確認する

橋出

水使用量の削減

受託した廃棄物

　リサイクル率

一般廃棄物

排出量の削減

西出

橋出

燃えるごみの分別を徹底し、紙などはリ

サイクルへ廻す



評価

結果の原因と今後の方向

○

○

○

○

スプリンクラーや散水車など

で飛散防止に努めた結果です

○

日常重機の点検しているが確

認の為令和元年1月より点検

記録簿を年4回記録する
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粉砕時及び重機移動の時のホコリ飛散防

止に注意する

安全ミーティング・危険予知活動の記録

を作成する

毎週月曜日の朝礼にてＥＡ２１の話をし

意識高揚にはかる

十分出来たので今後も継続・

維持する

ＥＡ２１導入のを年度初め、中間期に教

育する

目標 具体的取組内容

達成

状況

評価者

工場内重機及び事務所のエアコンの

フロンガス漏れの点検記録簿を作成

その他 沢野

沢野教育訓練



○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

〇 沢野

○ 沢野

■中間処分に関して■中間処分に関して■中間処分に関して■中間処分に関して

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

■収集運搬に関して■収集運搬に関して■収集運搬に関して■収集運搬に関して

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

処置

△×の

場合

・運搬車には「収集運搬」「事業者名」「許可番号」を表示すること（法１２条）

評価

者

沢野

・再委託をしないこと（法１４条）

・保管数量が、処理施設の一日当たりの処理能力の14倍を超えないようにすること（法12条）

・管理票の交付を受けていないにも拘わらず、産業廃棄物の引き渡しを受けないこと

廃棄物

処理法

・保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しない

ように          措置を構ずること（法12条）

・保管場所の表示（600×600以上の掲示板を使用、廃棄物の種類、管理者名、連絡先）（法12

条）

法律名

・処分施設は、県知事の許可を受けること（法１５条）

・運搬車は、管理票、許可証の写し常時携帯すること（法１２条）

・帳簿を備え付け、５年間保存すること（法１４条）

・屋外に保管する場合は周囲に囲いを設けること（法12条）

・屋外保管野場合、囲いの内側は囲いの高さより50ｃｍ以下とし、2ｍ以上の内側は勾配50%以

下とする      （法12条）

■排出事業者として

・最終処分についての委託契約書の締結と認可証の確認及び委託契約書の5年間保存

（法12条）

          （法１４条の２）

・マニュフェスト交付状況の報告（毎年6月までに石川県へ報告）　（法12条の3）

○

最新版確認日・遵守評価日　令和2年4月20日（年1回）　確認者・評価者　沢野　太志

Ⅷ　環境関連法規の遵守状況の確認及び評価並びに違反、訴訟の有無Ⅷ　環境関連法規の遵守状況の確認及び評価並びに違反、訴訟の有無Ⅷ　環境関連法規の遵守状況の確認及び評価並びに違反、訴訟の有無Ⅷ　環境関連法規の遵守状況の確認及び評価並びに違反、訴訟の有無

■収集運搬・中間処分共通

・優良企業取得にため（継続）７年ごとの許可の更新を受けること（法１４条）

・産業廃棄物処理責任者及び技術管理者を置くこと（法１２条、法２１条）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇：順守している　△：一部順守しているが徹底していない　×：順守されていない

順守

評価

・産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる恐れがあるときは、書面により通知すること

（法１４条の７）

・管理票交付者に必要事項を記載し、写しを１０日以内に返送すること（法１４条の３）

順守事項

・マニュフェスト発行及び保存（A,B,D,E票を5年間保存）　（法12条の3）

・マニュフェスト返送遅延時の届出（運送90日以内、最終180日以内）　（法12条の3）
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（遵守評価リスト2／2）

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

沢野

沢野

○ 沢野

○ 沢野

地域との

　取り決め

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

環境関連法規等の遵守状況を確認・評価しました結果、違法はありませんでした。

なお、関係当局からの違反・訴訟等の指摘は過去３年間ありませんでした。
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石材組合と

の取り決め

年１回、知事が指定する機関（石川県浄化槽協会）による水質等の法定点検をうける（法１１条）

近隣町内との協定に基づき、工場周辺の清掃・草刈・泥上げなどは、年１回又はその状況に応

じて従業員全員で作業行う

・コマツより指定された講習及び資格取得をする

自動車ＮＯx・

ＰＭ法

・法規規則の遵守（速度・過積載の注意）

水質汚濁

　防止法

　速やかに回収処置をとるとともに県知事に報告（法１４条）

・事故時の措置（破砕施設・貯油施設等）の破損事故で油等が流出したときは、

４ヶ月に１回の頻度で（保守点検業者による）保守点検を受けること（法10条）

浄化槽法

○

・防火管理者責任者を置く

・消防用設備の設置

消防法

・産業廃棄物委託契約書の作成、マニフェストの提出及び５年間の保管

・石破片の分別（軟石・御影石・墓石・庭石）

評価

者

順守

評価

コマツとの

取り決め

道路運送

車両法

道路交通法

・積荷も確認

・点呼記録簿・作業日報・チャート紙・定期点検整備記録の保管（保管期間１年間）

・指定自動車、特殊自動車の排出基準の遵守

・車両の登録及び法定点検

・交通規則の遵守

・過積載（最大過積載量を超えた積載）運転の禁止

ダンプカー

　規制法

・ＮＯＸ・ＰＭ法の対策の確認及び届け出

・車両の両側面及び後面に許可番号表示

順守事項

・運転手台帳・車両台帳・乗務員の記録の記録の保管（保管期間３年間）

法律名

・積載重量の自重計の取り付け（対象：最大積載量6.5ｔ以上のダンプ）



Ⅸ　次年度に向けての環境経営計画Ⅸ　次年度に向けての環境経営計画Ⅸ　次年度に向けての環境経営計画Ⅸ　次年度に向けての環境経営計画

目   標 担当

混在しているゴミを取り除く

規格に合う大きさに機械の調整・点検を行う

電力コストダウン 全員

工場内の

電力削減

発電機を電力に切替えたので出力を20％減で稼働させる

入室していない時は灯光器は使用しない

西出

その他

粉砕時及び重機移動の時のホコリ飛散防止に注意する

重機及び事務所のエアコンのフロンガス漏れ点検（年4回）

沢野

教育訓練

ＥＡ２１導入の意義浸透

沢野安全ミーティング・危険予知活動報告書記を作成する。

毎週月曜日朝礼にてＥＡ２１の話をし意識高揚にをはかる

電力の経費削減

一般廃棄物排出量の削減

コピー用紙などの裏面使用（ＦＡＸ、社内連絡メモなど）

橋出

使用済みのトナー、カートリッジは業者に回収してもらいリサイクルに廻す

空き缶・空き瓶・ペットボトルなどは、自動販売機の業者に回収を依頼する

燃えるごみの分別の徹底及び紙などのリサイクルへ廻す

天候不良の時などはのコンガラ・ＡＳ・石片の配合を考えて製造する

再生砕石不良品ゼロ

受託した廃棄物リサイクル率

受託した廃棄物リサイクル率の現状維持（９９．５％以上）

沢野

品質向上のために「廃プラ・木くず」の分別に努める

水使用の削減

節水の取組

西出

洗車・散水には地下水を使う

事務所電力の

削減

室内のエアコンの温度管理夏・２８℃、冬・２０℃を徹底する

橋出

照明の管理（昼休み消灯の徹底）

ＯＡ機器の待機電力消費の削減ためにこまめにＯＦＦにする

自動販売機の照明をＯＦＦにする

重機は、稼働時間及び燃料使用量を記入して削減に努める

営業車両と車

両燃料の削減

アイドリングストップ及び、空ぶかし、急発進、急ブレーキなどに注意し

安全運転に心がける

沢野

燃料効率の悪化防止のために３ヶ月ごとに点検する

走行距離と燃料消費の数値から二酸化炭素削減に努める

エコドライブ推進項目15ヶ条厳守して運転する
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西出

令和2年4月25日

具体的取組内容

二酸化炭素排出量の削減

重機燃料の削減

重機は、燃料効率の悪化防止のために毎月点検する

西出ムダな運転・アドリングストップなどに気を付ける



要請 長野県長野市

参加協会 一般社団法人　石川県産業資源循環協会

期間 令和元年11月15日 ～ 令和元年11月23日

参加人数 2名　（3ｔダンプｘ1台）

経緯 令和元年10月15日に発生した台風19号の災禍に遭った長野県長野市へ復旧支援要請を受け参加した

被災地での作業内容としては、千曲川堤防決壊による氾濫で流された建造物、生活物資の廃棄物

を収集、決められた仮設場所へ搬送する

参加者の意見 報道されているよりも現場の状況は悪く、大量のゴミが撤去待ちの状態であった

撤去されていない廃棄物の臭いが強く、天候も雨に見舞われたこともあり作業は非常に困難であった

現場で様々な業種の参加者たちと協力し合い、少しでも被災地の復興になればという気持ちで

努めさせて頂いた

このような緊急時や災害時における作業手順や現地の状況を実際に見聞きすることが出来たことで

有事の際の助力となるようにしたい所存である

長野県災害復旧支援に参加



　環境方針

《基本理念》

総合物産株式会社は産業廃棄物の適正処理を指針に資源循環の有益かつ効率を注視し

環境再生と循環型社会に努める。

《行動指針》

１、電力・重機・発電機及び運搬時の二酸化炭素の削減に努める。

２、廃棄物の削減及び再利用・再資源化の推進に努める。

３、水道、地下水の使用削減に一層努める。

４、環境に関する法律・規則の遵守に努める。

５、地球にやさしい環境保全に努める。

環境方針及び方針に基づく環境目標、環境活動を全従業員に周知し、従業員一同方針に基づいた

活動に努めるよう精進する。

令和2年4月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合物産株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　清田　信昭



環境経営目標

平成30年度基準に中期目標を令和3年までの目標値を設定します。

中期環境経営目標
（1）平成30年度を基準に令和3年度までに「二酸化炭素排出量」を3％削減します。
（2）「産業廃棄物のリサイクル率」は、既に高い水準に到達しているので現状維持を目標にします。
（3）平成30年度を基準に令和3年までに「水の使用量」を3％削減します。
（4）平成30年度を基準に令和3年までに「一般廃棄物排出量」を3％削減します。
（5）製造する再生砕石の不良品ゼロを維持する。
（6）平成30年度を基準に令和3年までに「高圧電力のコストダウン」3％削減します。

年度別 目標値

注1） 目標1〜3は受託した産業廃棄物及び運搬貨物の環境配慮に関する環境経営を兼ねています。

注2） 二酸化炭素は重機及び輸送車両全般も含みます。

注3） 電力は高圧・低圧「会社全体の電力コストダウン」に変更します

0
6 電力のコストダウン 金額 円 3,035,355 3,005,001 2,974,951 2,945,202

5 再生砕石不良品ゼロにする 不良品 ％ 0 0 0

1,070

4 一般廃棄物排出の削減 排出量 ｋｇ 68 67 67 66
3-2地下水使用量の削減 使用量 ㎥ 1,103 1,092 1,081

99.95
3 水の使用量の削減 使用量 ㎥ 121 120 119 1173-1上水道使用量の削減

2 産業廃棄物のリサイクル率の向上リサイクル率 ％ 99.95 99.95 99.95

107,238

1-5 電力の使用の削減（事務所） 低圧 ｋｗｈ 21,340 21,127 20,913 20,700

1-4 電力の使用の削減（プラント）高圧 ｋｗｈ 110,555 109,449 108,344

18.72

1-3 車両の燃料の削減 車両燃費 ｋｍ/ℓ 2.80 2.83 2.86 2.88

1-2 営業車の燃料の削減 営業車燃費 ｋｍ/ℓ 18.17 18.35 18.54

1,007,977

1-1 構内で使用する燃料の削減 重機燃費 ℓ/Ｈ 11.76 11.64 11.53 11.41

1 二酸化炭素排出量の削減 排出量 ｋｇ−Ｃｏ2 1,038,831 1,028,443 1,018,158

目標 指標 基準年度 目標値
30年度 令和元年 令和2年 令和3年



環境経営計画環境経営計画環境経営計画環境経営計画

　

目   標 担当

電力コストダウン 全員

沢野安全ミーティング・危険予知活動の記録を作成する

毎週月曜日の朝礼にてＥＡ２１の話をし意識高揚にをはかる

その他

粉砕時及び重機移動の時のホコリ飛散防止に注意する

沢野

重機及事務所のエアコンのフロンガス漏れ点検（年4回）

混在しているゴミを取り除く

電力の経費削減

教育訓練

ＥＡ２１導入の意義を年度初め、中間期に教育する

西出規格に合う大きさになるように機械の調整・点検を行う

天候不良の時などのコンガラ・ＡＳ・石片の配合を考えて製造する

水使用の削減

「節水」の掲示をして意識喚起する

西出

洗い場の滞積土の始末をする

一般廃棄物排出量の削減

コピー用紙などの裏面使用（ＦＡＸ、社内連絡メモなど）

橋出

使用済みのトナー、カートリッジなどは業者に回収してもらいリサ

イクルに廻す

空き缶・空き瓶・ペットボトルなどは、自動販売機の業者に回収を

依頼する

燃えるごみの分別を徹底し、紙などのリサイクルへ廻す

再生砕石不良品ゼロ

西出

入室していない時は灯光器は使用しない

受託した

廃棄物リサイクル率

受託廃棄物のリサイクル率を現状維持（９９．５％以上）する

沢野

品質向上のために「廃プラ・木くず」の分別に努める

事務所の電力の

削減

室内のエアコンの温度管理夏・２８℃、冬・２０℃を徹底する

橋出照明の昼休みの消灯を徹底する

自動販売機の照明をＯＦＦにする

令和2年4月20日

具体的取組内容

二酸化炭素排出量の削減

重機燃料の削減

重機は、燃料効率の悪化防止のために毎月点検する

西出ムダな運転・アドリングストップなどに気を付ける

重機は、稼働時間及び燃料使用量を記入して削減に努める

営業車と車両

燃料の削減

アイドリングストップ及び、空ぶかし、急発進、急ブレーキなどに

注意しエコドライブに心がける

沢野

燃料効率の悪化防止のために３ヶ月ごとに点検する

走行距離と燃料消費の数値から二酸化炭素削減に努める

エコドライブ推進項目15ヶ条を厳守して運転する

工場内の電力削減

発電機を電力に切替えたので出力を20％減で稼働させる



法律名 遵守項目
■収集運搬・中間処分共通
・優良企業取得で（継続）7年ごとの許可の更新を受けることができる（法14条）
・再委託しないこと（法14条）
・帳簿を備え付け、5年間保存すること（法14条）
・管理票交付者に必要事項を記入し、写しを10日以内に返送すること（法14条の3）
・産業廃棄物の処理をてきせいに行うことが困難となる恐れがあるある時は、書面より通知すること（法14条の
7）
■中間処分に関して
・処分施設は、県知事の許可を受けること（法15条）
・産業廃棄物処理責任者及び技術管理者を置くこと（法12条・法21条）
・屋外に保管する場合は周囲に囲いを設けること（法12条）
・保管場所の表示（600×600以上の掲示板を使用、廃棄物の種類・管理者名・連絡先)（法12条）
・保管場所から一般廃棄物が飛散・流出・及び地下にに浸透・並びに悪臭が発散しないように措置を準ずること
（法12条)
・屋外保管の場合、囲いの内側は囲いの高さより50㎝以下とし2ｍ以上の内側は勾配50％以下とする（法12条）

・保管数量が処理施設の一日当たりの処理能力の14倍を超えないようにすること         （法12条）
■収集運搬に関して
・管理票の交付を受けていないにも拘らず産業廃棄物の引き渡しを受けないこと     （法12条の2）
・運搬車には「収集運搬・事業者名・許可番号」を表示すること（法12条）
・運搬車は、管理表・許可証の写しを常時携帯すること（法12条））
■排出事業者として
・最終処分についての委託契約書の締結と認可証の確認及び委託契約書の5年間保存      （法12条）
・マニフェスト発行及び保存（Ａ、Ｂ2、Ｄ、Ｅ票を5年間保存）（法12条の3）
・マニフェストの返送遅延時の届出（運送90日以内・最終180日以内）（法12条の3）
・マニフェスト交付状況の報告（毎年6月までに石川県へ報告）（法12条の3）

環境関連法規の遵守の取りまとめ

廃棄物処理法



法律名 遵守項目
・車両登録及び法定点検
・交通規則の遵守
・過積載（最大積載量を超えた積載）運転禁止
・運転手台帳・車両台帳・乗務員の記録の記録の保管（保管期間3年間）
・点呼記録簿・作業日報・チャート紙・定期点検整備記録の保管（保管期間1年間）
・指定自動車・特殊自動車の排出基準の遵守
・ＮＯＸ・ＰＭ法の対策の確認及び届出
・車両の側面及び後面に許可番号表示
・積載重量の自重計の取り付け（対象：最大積載量6.5以上のダンプ）
・法規規則の遵守（速度・過積載の注意）
・積荷の確認
・防火管理者を置く
・消防用設備の設置

水質汚濁防止法・事故時の措置（破砕施設・貯油施設等）の破損事故で油等が流出したときは速やかに回収処置を取るとともに県
知事に報告する（法14条）
・4ヶ月に1回の頻度で（保守点検業者による）保守点検を受けること（法10条）
・年1回知事が指定する機関（石川県浄化槽協会）による水質とうの法規点検を   受ける（法11条）

地域との
取り決め

・近隣町内との協定に基づき工場周辺の清掃・草刈り・泥上げなどは、年1回又はその状況に応じて従業員全員で行
う。
・産業廃棄物処理委託契約書の作成・マニフェストの提出及び5年間の保管
・石破片の分別（軟石・墓石・庭石・御影石）

消防法

浄化槽法

石材組合との
取り決め

道路輸送
車両法

自動車ＮＯｘ
ＰＭ法

ダンプカー
規制法

コマツとの
取り決め



現在

← → ← →

【責任・権限】

事務局

環境管理責任者の補佐

データ収集・管理

運行管理者 運転技術と維持管理の指導及びエコドライブの推進教育に努める

運輸部 産業廃棄物・貨物運搬に係るエコドライブ・燃費向上

経理部 事務所内の水道光熱費・コピー用紙の削減・有効使用

安全衛生

推進者

事業所の安全・衛生に関する事項を統括管理する

製造部

①重機設備の効率的燃費をはかりCＯ2の削減に努める

②環境衛生に配慮して安全運転と平行して行動する

③電力・水の管理

代表者

環境方針の制定

環境管理責任者の任命

環境保全に関する人材・物資・資金の提供

全案件に対する確認・最終決定

環境管理

責任者

環境関連法律の最新版の確認と評価

エコアクション２１の活動責任者

環境活動レポートの作成、公開

環境目標、計画の作成と進捗管理

経理・事務

連絡

製　造　部

連絡

運　輸　部

情報共有 情報共有

運行管理者

         実施体制表         実施体制表         実施体制表         実施体制表

令和2年3月31日

総合物産株式会社

代　表　者

環境管理責任者

安全衛生責任者



緊急事態対応手順書

火災が発生しないよう予防対策をする。
場内においての車両事故・プラント内災害に迅速に対応出来るようにする。
地震・台風等、大規模な災害時の避難場所の確認。

作業手順
予防対策 喫煙場所は昼、帰宅時に確認し吸い殻は確認時ごとに
① タバコは所定の喫煙所を設置し厳守する。 適切に処理する。
② 危険物保管場所は火気厳禁とする。 給油スタンドに「吸着マット」を設置する。
③ 各所に消火器を設置する。
④ 場内安全の為、一方通行の交通ルールを定め順守する
⑤ 災害、事故時の避難場所を定める。
⑥ 給油スタンドのオイル漏れに注意する。

社内連絡
① 火災・車両事故・プラント内災害等が発生した際、発見者は 事務所内の常勤者に連絡し、責任者へ報告。
安全を確保し、速やかに周囲の作業者に支援、救助、応援 責任者の指示を仰ぎ、消防、警察等の要請が必要な場合は
を求める。 速やかに連絡する。

消火・救助活動
① 初期災害の場合は設置してある消火器を用い消火活動を行う。
② 救護者の救助及び手当に向かい、安全な場所に避難する。

外部連絡 連絡先
① 事態に緊急性および社外等広範囲に影響を及ぼす可能性が 加賀・小松警察署
ある場合は自ら消防、警察等関連機関に連絡する。 消防署

② 各機関の連絡先は、事務所の目視しやすい場所に掲示する。 加賀市役所
小松労働基準監督署

3

4

No.

1

2

令和2年4月27日

承認 作成

沢野 橋出

目的



１．緊急事態発生の場合 対応及び対処方法
①火災発生 ①-1

①-2 
①-3 

②地震発生 ②-1 
②-2 

②-3 地震などで安全が確認できない場合は、
②-4

③現場内での事故
③-1
③-2
③-3

④オイル漏れ ④-1
④-2
④-3
④-4

２環境の配慮
①工場場内のほこりなど

②騒音・振動に対して

③場内の車の進行方向などに
   ついて 

④近隣の道路清掃
 ⽉に2〜3回清掃⽇を設け、従業員が各所清掃する。
 ただし状況によっては随時清掃する。
・積荷が落下しないように積込時に積荷が安定しているか
 状況を確認する。
・場内外において、車両速度制限を遵守する。

・工場内の出入口、車両通路などは砕石やゴミが落下する為、

 地下水を散布する。
 （その日の気候に応じて一日の散水回数が変わります）
・営業時間内のみ重機を稼働、近隣協定を順守する。
・特に騒音への配慮として、防音壁・植栽を設ける。
・振動については、重機の稼働に十分配慮する
・低騒音・低振動型の重機を使用し、日常点検を徹底する。
・受入台数が多い場合は、車の一方通行を徹底し、
 車の衝突、接触事故が起きないように規制をする。
・場内の徐行など、互いに注意を払うよう喚起する。

・強風などによるほこりには、散水車・スプリンクラーを使用し

設備に異常が無いことを確認出来たら作業に戻る
人身災害時は、周囲の安全を確認してから被災者の救護に向かう。
二次災害防止の為、事故現場の立入禁止措置等を行ってから、
作業担当者は迅速に責任者に連絡する。
責任者は直ちに現地に向かい、事故処理を指示する。
速やかに当該箇所の応急措置を行い漏れを止める
状況に応じて砂、オイル吸着マットでオイルの拡散防止を
行う
漏れ箇所の修理を行う
日常点検を励行する。

作業担当者は現場責任者の指示を受けて行動する。

総合物産 株式会社

火災発生時は発見者が速やかに事務所に連絡する.
とともに消火活動にあたる。
連絡を受けた事務所は、他の従業員に消火の応援要請
事務所員は消防署、現場責任者に連絡
地震発生時は、まず自己の安全を確保する。
地震が収まったら施設内の社員の人数確認を行う。
重機や工場内に異常がないことを確認し、
状況を現場責任者に連絡する。
地震による設備の倒壊等で安全が確認できない場合は、

令和2年4月30日

緊急事態及び環境事態の対策、問題の是正及び予防 承認 確認

清田 沢野



環境関連法規への違反・起訴等の有無
環境関連法規の違反・起訴等などは無し。
行政からの注意・指導などは、無し。
近隣のからの苦情、無し。
上記対策を随時見直し近隣の方に注意を払い法規などの厳守に努る。
火災・地震以外の災害の想定はされない。



○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

〇 沢野

○ 沢野

■中間処分に関して■中間処分に関して■中間処分に関して■中間処分に関して

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

■収集運搬に関して■収集運搬に関して■収集運搬に関して■収集運搬に関して

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

・マニュフェスト発行及び保存（A,B,D,E票を5年間保存）　（法12条の3）

・マニュフェスト返送遅延時の届出（運送90日以内、最終180日以内）　（法12条の3）

道路運

送車両

法

道路交

通法

・車両の登録及び法定点検

・交通規則の遵守

・過積載（最大過積載量を超えた積載）運転の禁止

・運搬車は、管理票、許可証の写し常時携帯すること（法１２条）

・管理票の交付を受けていないにも拘わらず、産業廃棄物の引き渡しを受けないこと

■排出事業者として

・最終処分についての委託契約書の締結と認可証の確認及び委託契約書の5年間保存　（法12

条）

○ 沢野

          （法１４条の２）

・運搬車には「収集運搬」「事業者名」「許可番号」を表示すること（法１２条）

処置

△×の

場合

廃棄物

処理法

■収集運搬・中間処分共通

・優良企業取得にため（継続）７年ごとの許可の更新を受けること（法１４条）

・再委託をしないこと（法１４条）

・帳簿を備え付け、５年間保存すること（法１４条）

・管理票交付者に必要事項を記載し、写しを１０日以内に返送すること（法１４条の３）

・産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる恐れがあるときは、書面により通知すること

（法１４条の７）

・処分施設は、県知事の許可を受けること（法１５条）

・産業廃棄物処理責任者及び技術管理者を置くこと（法１２条、法２１条）

・屋外に保管する場合は周囲に囲いを設けること（法12条）

・保管場所の表示（600×600以上の表示板を使用、廃棄物の種類、管理者名、運搬先）（法12

条）

・保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよ

うに          措置を構ずること。（法12条）

・屋外保管野場合、囲いの内側は囲いの高さより50ｃｍ以下とし、2ｍ以上の内側は勾配50%以下

とする      （法12条）

・保管数量が、処理施設の一日当たりの処理能力の14倍を超えないようにすること（法12条）

・マニュフェスト交付状況の報告（毎年6月までに石川県へ報告）　（法12条の3）

　環境関連法規の遵守状況の確認及び評価並びに違反、訴訟の有無　環境関連法規の遵守状況の確認及び評価並びに違反、訴訟の有無　環境関連法規の遵守状況の確認及び評価並びに違反、訴訟の有無　環境関連法規の遵守状況の確認及び評価並びに違反、訴訟の有無

遵守評価日　令和2年年4月25日（年1回）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇：順守している　△：一部順守しているが徹底していない　×：順守されていない

法律名 順守事項

順守

評価

担当



（遵守評価リスト2／2）

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

消防法 ○ 沢野

○ 沢野

沢野

沢野

○ 沢野

○ 沢野

地域との

取り決め

○ 沢野

○ 沢野

○ 沢野

環境関連法規等の遵守状況を確認・評価しました結果、違法は、ありませんでした。

なお、関係当局より違反・訴訟等の指摘は過去３年間ありませんでした。

近隣町内との協定に基づき、工場周辺の清掃・草刈・泥上げなどは、年１回又はその状況に応じ

て従業員全員で作業行う。

石材組

合との取

り決め

・産業廃棄物委託契約書の作成、マニフェストの提出及び５年間の保管

・石破片の分別（軟石・御影石・墓石・庭石）

水質汚

濁防止

法

・事故時の措置（破砕施設・貯油施設等）の破損事故で油等が流出したときは、

○

　速やかに回収処置をとるとともに県知事に報告（法１４条）

浄化槽

法

４ヶ月に１回の頻度で（保守点検業者による）保守点検を受けること（法10条）

年１回、知事が指定する機関（石川県浄化槽協会）による水質等の法定点検をうける（法１１条）

・消防用設備の設置

・点呼記録簿・作業日報・チャート紙・定期点検整備記録の保管（保管期間１年間）

自動車Ｎ

Ｏx・ＰＭ

法

・指定自動車、特殊自動車の排出基準の遵守

・ＮＯＸ・ＰＭ法の対策の確認及び届け出

ダンプ

カー規制

法

・車両の両側面及び後面に許可番号表示

・積載重量の自重計の取り付け（対象：最大積載量6.5ｔ以上のダンプ）

コマツと

の取り決

め

・法規規則の遵守（速度・過積載の注意）

・コマツより指定された講習及び資格取得をする

・積荷も確認

・防火管理者責任者を置く

・運転手台帳・車両台帳・乗務員の記録の記録の保管（保管期間３年間）

法律名 順守事項

順守

評価

担当



環境経営計画の実施状況及びその評価結果

活動期間：平成31年3月～令和2年2月

　

評価

結果の原因と今後の方向

○

○

×

○

○

○

○

○

× 出力の稼働を監視する

○ 灯光器の使用に注意する。

△

○

○

○

○

○

「節水」の掲示をして意識喚起する。 ×

地下水は洗車・散水などに使用する。 ×

○

○

○

○

○

○

○

出来た再生砕石に不純物が

入ってないか確認しながら不

良品をなくす。

電力

コストダウン

今年度は途中からの切り替え

のため令和2年1年間の数量で

見直す。

木くず・廃プラの分別を徹底

する。
規格に合う大きさになるように機械の

調整・点検を行う

天候不良の時は、コンガラ・ＡＳ・石

片の配合を考えて製造する

電力会社変更し電力の料金の削減

空き缶・空き瓶・ペットボトルなど、

自動販売機の業者に回収を依頼する。

燃えるごみの分別を徹底し、紙などは

リサイクルへ廻す。

再生砕石の

不良品ゼロ

混在しているゴミを取り除く

西出

水使用量の削減 西出

散水の削減も強化する必要で

すが、ホコリの飛散防止も注

意する

一般廃棄物

排出量の削減

コピー用紙の裏面使用する。

（ＦＡＸ、社内連絡メモなど）

橋出

社内での伝言メモなどは、裏

紙を使用。使用済みの封筒な

ども社内で使う

使用済みのトナー・カートリッジなど

業者に回収してもらいリサイクルへ廻

エアコンの温度設定を徹底す

る。

照明の昼休みの消灯を徹底する。

ＯＡ機器の待機電力なくすためにこま

めにＯＦＦにする。

自動販売機の照明をOFFにする

受託した廃棄物

リサイクル率

受託廃棄物リサイクル率の現状維持

（99.5％以上）する

沢野 常に製品の状態を確認する。

品質向上のために「廃プラ・木くず」

の分別に努める。

工場内の電力削減

発電機を高圧電力に切替えたので稼働

出力20％減する

西出

入室していない時は灯光器は使用しない

二酸化炭素

排出量の削減

重機燃料の削減

重機は、燃料効率の悪化防止のために

毎月点検する

西出

燃料効率の悪化防止のために3ヶ月ご

とに点検する。

走行距離と燃料消費の数値から二酸化

炭素削減に努める。

エコドライブ推進項目１５ヶ条を厳守

して運転する。

稼働時間と燃料使用量の記入

事務所の電力の削

減

室内のエアコンの温度管理

夏・２８℃、冬２０℃を徹底する

橋出

廃棄物の受入数量が減少しま

したが、プラント稼働させる

ための試運転などを減らす事

が出来なかった。

ムダな運転・アイドリングストップな

どに気をつける

重機は、稼働時間及び燃料使用量を記

入して削減に努める

営業車両と車両

燃料の削減

アイドリングスットプ及び、空ぶか

し、急発進、急ブレーキなどに注意し

エコドライブに心がける。

沢野

営業車両の燃費の向上は◎で

す。具体的な取り組み内容や

「エコドライブ15か条」など

各自気を付けていることがわ

かるが、数値に現れないのが

残念です。

〇：できた　△：あまりできなかった　×：まったくできなかった

評価日　令和2年年4月28日

目標 具体的取組内容

達成

状況

評価者



評価

結果の原因と今後の方向

○

○

○

○ 沢野

スプリンクラーや散水車など

で飛散防止に努めた結果で

す。

○ 沢野

日常重機の点検しているが確

認の為令和元年11月より点検

簿記録年4回記録する

その他

粉砕時及び重機移動の時のホコリ飛散

防止に注意する。

工場内重機及び事務所のエアコンのフ

ロンガス漏れの点検記録簿を作成

教育訓練

ＥＡ２１導入のを年度初め、中間期に

教育する。

沢野

十分出来たので今後も継続・

維持する

安全ミーティング・危険予知活動の記

録を作成する

毎週月曜日の朝礼にてＥＡ２１の話を

し意識高揚にはかる。

目標 具体的取組内容

達成

状況

評価者



作成　令和2年4月10日

承認 作成

　　環境関連苦情/要望

沢野 橋出

受付月日　　

訪問者

連絡先

苦情・要望内容

原　　因

検討参加者

回答月日

評価　

調査・検討結果

改定検討結果

調査・検討内容

平成31年3月1日から令和2年2月29日まで苦情・要望は無し



その他

近隣町内会からの依頼 （平成22年より依頼をされる）

農繁期になる前に会社周辺の整備を依頼される。

近隣の産廃業者と協力して会社周辺の草刈り泥あげを行う。

近隣の国道清掃（状況に応じて行う）

対策

○　運行経路・待機場所を事前に運転手に伝達

○　地図又は、現場担当者の連絡先などを教える。

○　運行経路・待機場所の変更など現場での変更を各自が会社に連絡する。

国道清掃 国道清掃

検討

○　業者担当者と運輸部の担当者が打ち合わせ

○　地図や待機場所などで確認する

○　現場で打ち合わせる。

産業廃棄物収集運搬及び砕石運搬に関する要望

平成26年5月1日より要望要請

要望

○　産業廃棄物や砕石運搬に入るときの現場まで運行経路

○　現場内での速度および待機場所



緊急事態対応手順書

火災が発生しないよう予防対策をする。
場内においての車両事故・プラント内災害に迅速に対応出来るようにする。
地震・台風等、大規模な災害時の避難場所の確認。

作業手順
予防対策 喫煙場所は昼、帰宅時に確認し吸い殻は確認時ごとに
① タバコは所定の喫煙所を設置し厳守する。 適切に処理する。
② 危険物保管場所は火気厳禁とする。 給油スタンドに「吸着マット」を設置する。
③ 各所に消火器を設置する。
④ 場内安全の為、一方通行の交通ルールを定め順守する
⑤ 災害、事故時の避難場所を定める。
⑥ 給油スタンドのオイル漏れに注意する。

社内連絡
① 火災・車両事故・プラント内災害等が発生した際、発見者は 事務所内の常勤者に連絡し、責任者へ報告。
安全を確保し、速やかに周囲の作業者に支援、救助、応援 責任者の指示を仰ぎ、消防、警察等の要請が必要な場合は
を求める。 速やかに連絡する。

消火・救助活動
① 初期災害の場合は設置してある消火器を用い消火活動を行う。
② 救護者の救助及び手当に向かい、安全な場所に避難する。

外部連絡 連絡先
① 事態に緊急性および社外等広範囲に影響を及ぼす可能性が 加賀・小松警察署
ある場合は自ら消防、警察等関連機関に連絡する。 消防署

② 各機関の連絡先は、事務所の目視しやすい場所に掲示する。 加賀市役所
小松労働基準監督署

参加者 4名

釼地 克弘
   北村 悟北村 悟
   井上 善政井上 善政
   ⻄出 勉⻄出 勉

※手順書は有効であり
変更の必要はありません

令和元年8月12日
オイル漏れ訓練

3

4

2

令和2年4月27日

承認 作成

沢野 橋出

目的

No.

1



　環境目標と実績

平成   30年度の目標値を設定致しました。

ただし電力の使用量につきましては、4月の半ばから電力会社を変更致しました。

天候が悪く雨の日が多く地下水の使用量が若干下回りましｔ。。

これからも近隣住民に粉塵の被害が出ないよう、定期的に散水を実施し配慮する。

☆　二酸化炭素の排出量は減少しました。

☆ 電力会社を変更に伴い低圧電力「事務所内」の使用量は削減しましたが、高圧電量「プラント」の使用量

は削減できませんでした。電力会社の変更は途中からっだたので令和2年終了後に再度見直します。

☆　上水道の使用見直しが必要。「節水」などのポスターの掲示を増やして従業員に徹底する。

☆　地下水は、飛散防止の為スプリンクラーの増設、散水車の散水頻度を増やす。

☆　一般廃棄物削減に関しては、コピー・ＦＡＸ・社内連絡事項等は裏紙を使用。使用済みの封筒なども社内

で再利用に努める。紙類については細かく分別することで一般廃棄物が増加したが、産廃業者へ持ち込み

環境に配慮した適切な処理を行う。

電力のコストダウン 円 3,035,355 3,005,001 3,148,769 ×

一般廃棄物排出の削減 kg 68 67 68 ×

地下水の使用量 ㎥ 1,103 1092 912 ○

水の使用量 ㎥ 121 120 143 ×

受託したリサイクル率 ％ 99.98 99.95以上 99.98 ○

電力（事務所） kmh 21,340 21,127 18,700 ○

高圧電力（プラント） kmh 110,555 109,449 113,038 ×

運搬車燃費 km/ℓ 2.80 2.83 2.82 △

営業車燃費 km/ℓ 18.17 18.35 24.45 ○

重機燃費 ℓ/H 11.76 11.64 11.99 ×

二酸化炭素排出量 ＫＧ－ＣＯ２ 1,038,331 1,028,443 999,247 ○

単位

平成30年度

基準年度

令和元年度

目標

令和元年度

実績

評価



☆　営業車両にハイブリッド車を導入。

燃費使用量減少、走行距離も伸びたので大幅に燃費向上

☆　工場内の重機は、使用燃料・稼働時間も減少したが燃費は目標を達成できませんでした。工場内の重機は、使用燃料・稼働時間も減少したが燃費は目標を達成できませんでした。

☆ 車両については、使用燃料・走行距離とも増えたが燃費は向上

従業員の【エコドライブ】への意識の徹底が向上していると考えられる。

☆ 運輸部の運搬配送及びリサイクル工場内の稼働重機のさらなる二酸化炭素排出削減に努める。

走行距離（km） 使用燃料数量（ℓ） 燃費（km/ℓ）

平成30年度（基準値）

営業車両

20,852 1,147 18.18

令和元年 23,901 978 24.45

走行距離（km） 使用燃料数量（ℓ） 燃費（km/ℓ）

平成30年度（基準値）

運搬車両

758,518 270,616 2.80

令和元年 776,733 275,163 2.82

平成30年度（基準値） 重機 91,505 7,784 11.76

令和元年 重機 88,231 7,356 11.99

使用燃料数量（ℓ） 稼働時間（H） 燃費（ℓ/H）



　代表者による全体の見直し　代表者による全体の見直し　代表者による全体の見直し　代表者による全体の見直し

総合物産株式会社　清田　信昭

見直しと
評価

エコアクションの認証後、二酸化炭素排出量・使用燃料の削減、及び環境に配慮
したエコ商品使用の推奨を継続する
重機の燃料使用率は目標達成できなかったが、ハイブリッド車を導入している営
業車両においては目標以上の達成率を上げることが出来た

水の使用については飛散防止による散水で近隣・公共道路に弊害が発生しないよ
うこまめに注意し、排水汚れの状況確認を徹底する
今後も【環境目標】達成に努めるよう社内全体で取り組む

運搬車両は目標達成したものの、エコドライブの徹底等による目標向上に努めた
い

場 所 総合物産 リサイクル工場

出席者 代表者：清田信昭  環境管理責任者：沢野太志  橋出恵子   村田幸重

参考資料

・環境目標の達成状況・環境活動の実施及び運用状況
・環境関連法規制の遵守状況・内外からの苦情及び要望
・環境活動レポート
・事業内容の変更・受注状況・環境関連法規の改正など

実施日 令和2年4月30日

代表者の見直しと評価
承認 作成者

清田 村田


