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環　境　方　針
＜基本理念＞

　　　地球環境の悪化に伴い、世界規模での環境保全が求められています。

　　　環境保全に一役を担う、一般廃棄物収集運搬業務に携わる弊社は、

　　　事業活動を通じて、社員一丸となって環境保全活動に取り組みます。

<行動指針＞

　　　１、　関連する法規制等を遵守します。
　　　２、　資源・エネルギーの削減に努めます。
　　　３、　廃棄物の削減に努めます。
　　　４、　水使用量の削減に努めます。
　　　５、　環境にやさしいエコドライブに努めます。

　　　６、　社会貢献活動に努めます。      

      ７、　環境に配慮した営業活動に努めます。

　　　8、　グリーン購入やグリーン調達に努力します。

　　　この環境方針を、全従業員に周知いたします。

制定日　２００７年１１月１日

改定日　２０１4年11月20日

あさひ　株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　代表取締役 　　駒井　清子



1.事業活動の概要

１、事業所名 あさひ株式会社
２、代表者 代表取締役　駒井清子
３、所在地 大阪府堺市中区土塔町２０４４番地１６

４、連絡先 ＴＥＬ　０７２－２３７－０８８８

ＦＡＸ　０７２－２３９－５３８３
５、環境管理責任者 駒井　謙軌
６、事業内容 一般廃棄物収集運搬業
７、許可内容

①　一般廃棄物収集運搬業（堺市）
　　　委託契約　平成26年４月１日
②　一般廃棄物収集運搬業許可（堺市）
　　　：許可　Ｈ27，７，１　有効　Ｈ２9，６，３０　許可番号　第　８８　号
③　産業廃棄物収集運搬業(大阪府・堺市）（但し、実績は無）

　　　：大阪府　許可　Ｈ25，７，１８　有効　Ｈ30，７，１７

　　　　　　　　許可番号　第２７００１０１６６３号
８、事業規模

①　資本金　　 １，０００万円

②　法人設立 1985年10月1日

③　従業員数 ２９名（契約社員含む）

④　床面積 ２，０３５㎡

⑤　収集運搬車　　：2トンパッカー車　6台　3トンパッカー車　9台
   　　　　　　　　　　：６トンパッカー車　6台　２トンダンプ車   2台  
　　 　　　　　　　　　：軽四トラック車　  2台　軽四乗用車　　　２台
⑥　処理量　 21.120トン　　（平成27年度一般廃棄物収集運搬）

９、認証・登録の対象組織・活動
登録事業者名：あさひ株式会社
対象事業所：本社
活動：一般廃棄物収集運搬業



2　環境目標とその実績
基準年 2015年目標値 2014年実績 2015年（実績） 2016年(目標値) 2017年(目標値) 2018年(目標値)
基準値 15年4月～16年3月 14年4月～15年3月 15年4月～16年3月 16年4月～17年3月 17年4月～18年3月 18年4月～19年3月

電力 2009年 基準年比 目標値 30,298 29,987 29,679 29,370 29,061

（kＷh） 30,916 △3％ 実績 17,541 16,903 ｜ ｜ ｜

軽油 2012年 基準年比 目標値 146,217 144,726 143,234 141,741 140,250

（Ｌ） 149,202 △3％ 実績 145,256 141,267 ｜ ｜ ｜

ガソリン 2012年 基準年比 目標値 4,733 4,685 4,637 4,589 4,540

（Ｌ） 4,830 △3％ 実績 4,899 3,645 ｜ ｜ ｜

水 2009年 基準年比 目標値 1,335 1,321 1,307 1,293 1,280

（㎥） 1,362 △3％ 実績 1,411 1,333 ｜ ｜ ｜

廃棄物 2013年 基準年比 目標値 32,725 32,386 32,052 31,719 31,384

（枚数） 33,388 △3％ 実績 18,124 22,082 ｜ ｜ ｜

ＣＯ２排出量 基準年：414,457 基準年比 目標値 406,168 402,023 397,879 393,734 389,589

（ｋｇ） △3％ 実績 399,205 385,584 ｜ ｜ ｜

社会貢献活動 美化清掃回数
目標値 12回 １２回 １２回 １2回 12回
実績 12回 １２回 ｜ ｜ ｜

グリーン購入
事務用品は基本的
にグリーン購入を
実施。

目標値 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

実績 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

* 関西電力二酸化炭素排出係数＝0.378ｋｇ－CO2/kＷh(２０07年度係数を適用）

*廃棄物の削減は、事業活動の要因により、紙の使用量が増加となり2014年以降の目標を、2013年実績基準とする。

3　主要な環境活動計画の内容と取組み結果の評価
2015年 4月～2016年 3月の目標と実績についての評価

項目 評価 取組み内容 結果の評価と次年度の取組

電力
達成

・エアコンの節電 エアコンの温度設定、こまめな消灯、使用してない電力の節電の徹底により、

・節電シールの貼り付け 目標達成することができました。

（ｋＷh） 56% ・待機電力の節電 今後も使用していない電力への節電の徹底に取り組んでいきます。
・不用時の消灯

軽油 達成 ・アイドリングストップ エコドライブ運転の従業員一同徹底に取り組み、燃費向上などに、取り組んでいきます。
（km/L） 95% ・エコドライブ運転

水
未達成

洗車場 洗車時、汚水槽の清掃など、水の使用量の増加に伴い、節水ガンの使用し、

・ホースにガン設置 水使用時後の水漏れ確認の徹底に、今後取組みながら、目標達成に取組みます。

（㎥） 101% ・水使用後ホウキ使用

・手洗い場節水こま設置

廃棄物
達成

・印刷ミス防止 契約書、お知らせ等により、使用量の増加

・縮小・両面コピー活用 今後も、印刷ミスによる、紙の使用をへらし、節紙に取り組んでいきます。

（枚数） 68% ・電子化による記録保存

CO2 達成
工場の変更などにより、走行距離の変動により、排出量も増えるが、今後も従業員一同、環境問題に

・電力・軽油に同じ
対して、エコドライブの徹底に取り組んでいきます。

排出量 96%

社会貢献活動
・事業所内・外清掃 今後も清掃活動に会社周辺などを徹底し、子供の避難場所など継続的に取り組んでいきます。

・１１０番避難場所設置

グリーン購入 購入推進
車輌購入時に環境配慮車輌を購入する。



4.環境関連法規への違反、訴訟等の有無

１）　主な法律

名　　　称
遵守状況

遵守 否

堺市環境基本条例 ＥＡ２１で環境負荷、低減努力 ○ ー

廃棄物処理法
契約書更新(４月１日)

○ ー
許可の有効期間（平成27年６月３０日）

道路運送車輌法 車検証確認 ○ ー

道路交通法 交通事故・違法駐車なし ○ ー

家電リサイクル法 特定家庭機器廃棄時の適正な処理 ○ ー

改正リサイクル法
使用済パソコンの再生資源・利用への適正な
処置 ○ ー

フロン回収破壊法 業務用空調機の廃棄時の適切な処理 〇 ー

改正フロン法
第1種特定フロン使用空調機の定期点検によ
る洩れ防止

〇 ー

自動車ＮＯＸ・ＰＭ法 全車適合、ステッカー表示 ○ ー

大阪府条例（流入車規制） 全車適合、ステッカー表示 ○ ー

消防法 消火器設置届出書と設置確認 ○ ー

２）　違反、訴訟等の有無

　　　①　自社の事業活動に関する法令違反はありません。

　　　②　利害関係人から訴訟を提起されることもありません。
　　　③　これまで、過去３年間違反・訴訟等はいっさいありません。

5　社会貢献

　１）　事業所内外の美化清掃

　　　　・　毎月　第４月曜日事業所周辺の清掃

　　　　・汚水漕の清掃
　２）　こども１１０番に協力しています
　　　　・　こどもたちの避難場所として出入り口に１１０番の家の旗を設置し、事務所・休憩所・
　　　　　　収集運搬車輌を提供しています。収集運搬車輌（15台）にはステッカーを貼り、こども
　　　　　　たちが避難してきたら適切に対応できるよう指導しています。
　３）　防犯灯
　　　　・　会社周辺を安心して通行できるように、防犯灯３基を設置し、夜中(夕方から朝まで）
　　　　　点灯しています。
 
6　代表者見直し結果

授業員一同エコアクションを理解していく事により、環境配慮、
経費削減に対する意識の向上により、全体的に効果がでてきている。
これからも、全従業員エコアクションに取り組んでいきます。

次回発行予定　2017年5月



承　認 作　成

駒井 松宮

作成日　：　2014年　5月　1日

あさひ株式会社　環境経営システム組織図

代表者
社長　駒井　清子

管 理 責 任 者　　　　　　　　　　　　　
　　　　　駒井　謙軌 EA会議事務局　

松宮　良輔

業務課 営業課 車両管理課
稲葉　聡 近藤　正行 東野勝幸

全　従　業　員


