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私たちは浄化槽維持管理の事業活動を通し、
社員一人一人が企業としての社会的責任を認識し、
環境への意識を互いに高め、
地域の水環境を「水のプロフェッショナル」として守ります。

当社は自社の事業活動に基づいた環境経営システムを構築し、環境維持に努めます。

1）化石燃料・電力等のエネルギー消費を可能な限り削減し、CO2排出低減を目指します。

2） Reduce, Reuse, Recycleの３Rを実践し、廃棄物の排出量を削減します。

3）地域の水環境保全を常に意識し、資源の有効活用に努めます。

4）環境関連法規等を遵守します。

5）社員自らが積極的に情報を収集し、考え、動く。
   人に「してもらう」のではなく、自ら「する」自主性を大事にします。

　 6）顧客へ浄化槽維持管理の必要性を対話と図を用いて説明することに努めます。

   7)災害時におけるトイレ問題について行政と協力し市民の自助活動への支援に努めます。

8）この環境方針は社内に掲示し、全社員に周知させ環境活動レポートを作成し社外へも公表します。

　　　　　　　　　　　　代表取締役　山　本　麻　美

基本理念

基本方針

制定日：平成21年2月1日
第三回改定日：平成27年9月3日
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事業所名 株式会社　富　永　事　業 2019年6月1日現在

代表者名 代表取締役　山本　麻美

所在地　 本店：島田市中河町8969-4
初倉支店：島田市中河846-1

設立年月日　 昭和36年6月1日  創立   資本金：　500万円
昭和63年6月1日　法人化

EA21認証登録日

環境管理責任者 ・石垣　圭悟　
環境管理事務局 ・森永　宏

・連絡先　（0547）36-6755
・E-mail　info@tominaga-jigyo.co.jp
・URL： 　http://www.tomiｎaｇa-jigyo.co.jp

事業内容
1） 浄化槽維持管理業

・浄化槽保守点検業
登録番号　63第353号
登録有効期間　平成30年12月16日から令和3年12月15日まで

　　　・浄化槽清掃業
島環下第　40号
許可期間　平成29年7月1日から令和元年6月30日まで

2）一般廃棄物処理業
・し尿・浄化槽汚泥　収集運搬

島環下第　37号
許可期間　平成29年７月1日から令和元年6月30日まで

3）建築物飲料水貯水槽清掃業
登録番号　静岡県17貯第3号
登録有効期間　平成29年6月23日から令和5年6月22日まで

事業規模 社員数： 26名
車両台数：　 2.7ｔ　 1台

3.0ｔ 5台
3.3 t 1台
軽自動車 10台 　　点検車

事務所床面積 本店：　198.74㎡　初倉支店：212.34㎡

一般廃棄物処理量　 2018年度実績  12,807㎥
（2018年5月1日～2019年4月30日）

主要取引先 島田市立島田市民病院　月坂団地汚水処理場
島田消防署　医師住宅　市民プール　バラの丘公園
ローズアリーナ　看護学校
特別養護老人ホーム　ぎんもくせい　
特別養護老人ホーム　永福荘
特別養護老人ホーム　あすか　　　　　他多数

平成21年9月16日

　　バキューム車
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                                  2019年5月1日現在

　　○2018年5月1日より開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作成日付：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年6月1日
　　○エコアクション21の取り組みは全組織・全社員が対象である　　　　　　　　　　　　　作成者：石垣

　 本　　店  　 初倉支店

管理部長
近藤

社員
鈴木 道典

社員
山下

社員
佐野 航

社員
永谷

社員
金城

社員
酒井

環境管理副責任者
平野

代表取締役
山本

環境管理責任者
石垣

環境管理責任者の役割

・ システムの総責任者としての役割権限を
他の責任者にかかわらず持つ

・ システムの実績を代表者に報告
・ 文書の作成、管理
・ 一般教育の実施

・ 経営方針を定める
・ 環境管理責任者を指名
・ 資源（人材・資金・技術）の用意
・ システムを見直す

環境管理副責任者兼

環境管理事務局
森永

環境責任者
阿久津

社員
後藤

社員
岡平

相談役
鈴木 洋

パート社員
曽根

環境管理事務局の役割
電話、メール対応

社員
松井

環境責任者
池谷 環境責任者の役割

・部門の計画立案
・作業教育の実施

・実施状況の確認・記録

社員
齋藤

パート社員
滝川

店舗毎で電力削減の取り
組みを行う

社員
鈴木 和俊

社員
杉崎

パート社員
浅原

総務部長
樽脇

パート社員
岡村

社員
大畑

社員
佐野 卓
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単位
2017年度

実績（基準）

2018年度
目標

基準比-1％

2019年度
目標

基準比-2％

2020年度
目標

基準比-3％

2021年度
目標

基準比-4％

2022年度
目標

基準比-5％

㎏-CO２ 82,199 81,377 80,555 79,733 78,911 78,089

使用量 L 21,499 21,284 21,069 20,854 20,639 20,424

指標 ＊ 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66

L 5,458 5,403 5,349 5,294 5,240 5,185

ｋWh 26,755 26,487 26,220 25,952 25,685 25,417

㎥ 60 59 59 58 58 57

一般 ㎏ 1,194 1,182 1,170 1,158 1,146 1,134

産業 ㎥ 6 6 6 6 6 6

ｍ3 467 462 458 453 448 444

○　 2009年9月1日より島田本店と初倉支店の両店舗にて営業を開始

○　 購入電力による二酸化炭素排出係数は2017年の0.476(ｋg-CO2/kWh）を使用する
○　軽油欄の指標(*)とはバキュームカーの汚泥運搬量を軽油使用量で除したもの（数値が大きいほど運搬効率が良い）
〇　お客様に浄化槽の清掃と点検の必要性について説明を定期的におこなう

LPG

項目

二酸化炭素排出量

廃棄物

軽油

○　 数値は島田本店（横井）・初倉支店の合計値

水の使用量

ガソリン

電力

中 長 期 環 境 目 標
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2018年5月1日～2019年4月30日

状況に合わせてバキューム車の燃焼装置をOFFにする

車のエアコンのＯＮ・ＯＦＦを意識する

衣類乾燥機のフィルターの清掃（毎日）

一般廃棄物で処理できるものを廃棄しない

薬品・スプレーの容器は中身を使いきって廃棄する

点検車両に社名ロゴとデザインを入れる

倉庫内の消毒剤の数量管理の徹底

交通安全の学習

ＫＹ活動の実施

○　活動項目は毎日全員が行う

○　赤文字は今年度の新規活動

産業廃棄物排出量の削減
（責任者　森永）

お客様に浄化槽の維持管理の必要性について説明文を配布する

作業現場での水の使用量削減

会社内での水の使用量削減再確認

自主改善・提案の意識向上
（責任者　石垣・平野）

電気使用量の削減
(責任者　樽脇）

水使用量の削減
（責任者　近藤）

化石燃料使用量の削減
（責任者　永谷）

分別、再利用、再生利用の徹底

取組目標 活動項目

急発進・急加速をせず、アイドリングストップの心掛け

エアコン設定温度上限を夏28℃・冬22℃にする

一般廃棄物排出量の削減
（責任者　池谷）

コピーミス・無駄プリントの削減・裏紙の再使用

2018年度環境活動計画
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単位
2017年度
実績(基準)

2018年度
目標基準比

-1％

2018年度
実績

2018年度
目標達成率

評価

㎏-CO２ 82,199 81,377 89,777 110% ×

使用量 L 21,499 21,284 23,103 109% ×

指標 ＊ 0.61 0.62 0.55 - ×

L 5,458 5,403 6,758 125% ×

ｋＷｈ 26,755 26,487 28,023 106% ×

㎥ 60 59 38.6 65% ○

一般 ㎏ 1,194 1,182 1,018 86% ○

産業 ㎥ 6 6 4.2 71% ○

㎥ 467 462 339 73% ○

○　2009年9月1日より島田本店と初倉支店の両店舗にて営業を開始
○　数値は島田本店・初倉支店の合計値
○　購入電力による二酸化炭素排出係数は2017年の0.476(ｋg-CO2/kWh）を使用する
○　軽油欄の指標(*)とはバキュームカーの汚泥運搬量を軽油使用量で除したもの
     （数値が大きいいほど運搬効率が良い）
〇　お客様に浄化槽の清掃と点検の必要性について説明を定期的におこなう

軽油

水の使用量

ガソリン

電力

項目

二酸化炭素排出量

LPG

廃棄物

環境目標の実績2018年度環境目標の実績
評価

本店が耐震工事のため2018年9月か
ら仮の事務所に移転しました。今まで
の実績値に比べ変動がありました。

軽油
増加しました。
これは、仮の事務所で営業を行う中で
バキューム車の運用を変更したことに
よるものです。

ガソリン
増加しました。
仮の事務所から作業現場へ移動する
距離が増えたことによるものです。

電気
増加しました。
仮の事務所の設備が古く電気消費量が増
えたことが原因と推定します。

廃棄物
減量できています。

仮の事務所での仕事の中でゴミをできる
だけ減らすことに配慮したためです。

水
減量できています。
仮の事務所では洗車ができないため
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急発進・急加速をせず、アイドリングストップの心掛け
状況に合わせてバキューム車の燃焼装置をOFFにする
車のエアコンのＯＮ・ＯＦＦを意識する
エアコン設定温度上限を夏28℃・冬22℃にする
衣類乾燥機のフィルター清掃
主要機器の仕分け作業
コピーミス・無駄プリントの削減・裏紙の再使用
分別、再利用、再生利用の徹底
一般廃棄物で処理できるものを廃棄しない
薬品・スプレーの容器は中身を使いきって廃棄する
作業現場での水の使用量削減
会社内での水の使用量削減再確認
点検車両に社名ロゴとデザインを入れる
お客様に浄化槽の維持管理の必要性について説明文を配布する

倉庫内の消毒剤（PRTR法対象外）の数量管理の徹底
交通安全の学習
ＫＹ活動の実施

　　　満足に取り組めなかった

○　2018年5月1日～2019年４月30日活動項目は毎日全員が行う
○　赤文字は今年度の新規活動

　本店は仮の事務所に移ったことにより、今までとは違う環境の中での取り組みと
なりました。
　特に一般廃棄物を出来る限り出さないように努力をしました。
　結果、本店と初倉支店合わせて14％の削減となりました。
　引き続きゴミ排出の削減に努めてまいります。

　社内防災訓練に交通安全と交通事故を起こした際の連絡手段の練習を
取り入れて、車両の安全についても積極的に研究をしました。

　点検車両に社名ロゴとデザインを入れ、お客様に新しい富永事業の車を
お見せすることができています。
　清潔なデザインにご好評をいただいています。

　お客様に浄化槽の維持管理の必要性について、分かりやすく説明をした
文面を配布しながらお話をしました。

電気使用量の削減
(責任者　樽脇）

水使用量の削減
（責任者　近藤）

満足に取り組めた

活動項目

評価

取組目標

一般廃棄物排出量の削減
（責任者　池谷）

産業廃棄物排出量の削減
（責任者　森永）

化石燃料使用量の削減
（責任者　永谷）

自主改善・提案の意識向上
（責任者　石垣・平野）

2018年度環境活動結果及び評価
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急発進・急加速をせず、アイドリングストップの心掛け

車のエアコンのＯＮ・ＯＦＦを意識する

エアコン設定温度上限を夏28℃・冬22℃にする

衣類乾燥機のフィルターの清掃（毎日）

コピーミス・無駄プリントの削減・裏紙の再使用

使用済み封筒、使用済み包装紙等を古紙回収に出す

事業系廃棄物で処理できるものを廃棄しない

薬品・スプレーの容器は中身を使いきって廃棄する

作業現場での水の使用量削減

会社内での水の使用量削減再確認

新型バキューム車の購入

お客様に浄化槽の維持管理の必要性について説明文を配布する

倉庫内の消毒剤（PRTR法対象外）の数量管理の徹底

交通安全の学習

ＫＹ活動の実施

○　2019年5月1日～2020年４月30日活動項目は毎日全員が行う
○　赤文字は次年度の新規活動
○　次年度計画からは削除された昨年度以前の活動項目は継続して行う

　　最新式のバキューム車を購入することにより燃料消費率を改善させる事と
　作業中の臭気を低減させる。

産業廃棄物排出量の削減
（責任者　森永）

新型バキューム車の購入

お客様に浄化槽の維持管理の必要性について説明文を配布する

水使用量の削減
（責任者　山下）

自主改善・提案の意識向上
（責任者　石垣・平野）

浄化槽維持管理の知識を得ていただき、適正な点検と清掃をおこなうようにする。
なぜ、浄化槽には点検と清掃が必要なのかを、お客様に説明して

取組目標

一般廃棄物排出量の削減
（責任者　池谷）

電気使用量の削減
(責任者　樽脇）

化石燃料使用量の削減
（責任者　永谷）

活動項目

次年度新規活動項目

2019年度（次年度）環境活動計

画
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訓練日：2018年7月10日
訓練場所：本店・初倉支店
参加者：全社員

　

　演技が終わった後、皆で伝わりやすかった言い回し、誤解してしまった
内容を指摘し合いました。

　事故を起こしたドライバーは気が動転していて自分が、今どこに

　ドライバー、総務部共に地図を見ながら番地を確認することにより正確な
場所を伝えることができました。

　事故の被害を伝えるのはさらに難しく、ドライバーが「バンパーがへこん
でいます」と言った報告では、実際には自走することが不可能な状況
だったにもかかわらず、総務部は、かすり傷程度と勘違いをしました。

　今後も引き続き取り組みを続け電話連絡を正確にするようにします。

報告を受ける総務部の役を決めて実際に演技をしました。

いるかを、電話で正確に伝えることが難しい事が分かりました。

●　総　評　●

エ コ アク シ ョ ン 2 1 防 災 訓 練

業務車事故時の電話連絡対応

　業務で使用している車両が交通事故を起こした際に、現在位置と事故の
状況を正確に自社の総務部に伝えることができるように訓練をしました。

　事故を起こしたと仮定して、事故を起こしたドライバーの役と、事故の
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　今年度は社内共通目標を「業務車両の燃料消費率アップ」として各自で
ＰＤＣＡを実践しました。
各自で自分の車両の燃費を月ごとに集計し、来年度以降の基準としました。

　今年度も個人レベルでの活動を行いました。
　毎月、自車の燃費を計測することにより、今後の燃費と比較することが
できるようになりました。
　弊社で一番使用しているエネルギーなので、車両の燃料を削減させる
ことができると大きい成果になるものと考えています。

　

社内環境改善活動
～ 各自でＰＤＣＡを構築して行う ～

各自の取り組み

環境責任者達のMTG
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今年度は小学校4年生対象の環境教室を島田市の小学校をメインに計15回行いまし
た。当社社員も参加しています。
子供たちにも分かりやすいように、ゲーム等を行いながら水環境の保全についてを説
明しました。

大きな災害で報道されることの少ないトイレ事情。現状は不衛生で悲惨な状況です。
当社の水質保全区域が災害にあった時に同じ事態に陥らない為にも事前の準備が大
切であると考ます。
当社で「災害時のトイレ対策」という小冊子を作成し、ご家庭に配布を継続的に行って
います。
当社社長より全社員が災害対策のセミナーを受け、重要な内容を冊子とともにお客様
にお伝えしました。

地 域 貢 献 実 施 報 告
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１．環境関連法規の遵守状況

                                                                                                             　 確認日　2019年5月7日

確認者 環境管理責任者 石垣

適用対象 法規・条例・規制 適用内容 備考 遵守状況

保守点検の技術上の基準 作業方法 ○

記録の保管 3年間保管 ○

浄化槽保守点検業の許可 3年毎　更新 ○

帳簿備付 5年間保管 ○

廃棄物の処理及び
  清掃に関する法律

一般廃棄物の収集・運搬・処分等の
基準

2年毎　更新 ○

清掃の技術上の基準 作業方法 ○

帳簿備付 5年間保管 ○

浄化槽清掃業の許可 2年毎　更新 ○

事業報告 毎月報告 ○

建築物における衛生的環境
の確保に関する法律

建築物飲用水貯水槽清掃業登録証
明書
登録番号　静岡県17貯第3号

6年毎　更新 ○

水道法
飲料水の水質検査
（自社簡易検査）

○

建築基準法 建築物の衛生の見地からの規制 濁度測定 ○

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

産業廃棄物の排出

委託契約
マニフェスト管理マ
ニフェスト年間交
付状況報告　　（毎
年6月末）

○

保守点検 定期点検 ○

清掃の実施 バキューム作業 ○

11条検査の実施 法定点検の実施 ○

消防法 防火対策 火の元の管理 ○

島田市環境基本条例 環境負荷低減、環境保全への努力 ○

道路運送車両法
車両安全性の確保、公害の防止
その他の環境保全

車両の点検整備
の実施

○

ＰＲＴＲ法 薬品とＳＤＳの自主管理 ○

フロン排出抑制法 規制対象の空調の管理 定期点検 ○

２．違反、訴訟等の有無

　　過去3年間にわたって関連機関からの指摘、利害関係者からの訴訟もありませんでした。

浄化槽保守
点検業

し尿・浄化槽汚泥
収集・運搬

浄化槽清掃業

浄化槽法

建築物飲料水
貯水槽清掃業

全般

浄化槽法
（平成１７年改正法に基づく）

島田市廃棄物の処理
及び清掃に関する条例

　当事業所に適用される環境関連法規（下記参照）の遵守状況を確認した結果違反はありませんでした。

浄化槽法

静岡県浄化槽
保守点検業登録条例

業
と
し
て
遵
守
す
る
法
規

自
社
が
遵
守
す
る
法
規

環境関連法規への違反・訴訟等の有無
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作成日：2019年7月4日

　今年でエコアクション21を開始し早いもので10年が経過しました。
エコアクション21を始めた当初と比較すると、レポートの進化もありますが社員の
自主性が大きく前進したと感じます。
理由としては、今年度の活動期間のうちの8ヶ月ほど本社工事の為、仮店舗での
営業でした。その様な中でも、今までと変わらず改善活動を継続していました。
それを見た時に、エコアクション21がしっかりと浸透しているなと感じました。

　そして、今期の個人活動は社用車を使用しての業務がメインということもあり
燃料に着目をしました。今までもグループ単位での活動でこの内容はありましたが、

　 会社全体として行うことは初となります。この1年間はデータ取りという形にはなって
はいますが、各個人が自身の走行の仕方が数値で把握できました。
次年度からはこのデータを基に削減に取り組みます。
各個人がどのような方法で取り組むのか、またどのような結果が出るか非常に
楽しみな部分です。

　　　　
　また、7月には本社工事が完了し新社屋での業務が始まります。
こちらも旧社屋とどの程度の差が生まれるのか、非常に楽しみです。

　　　 次年度は数値において、データ取りの年度となってしまいますが、今まで行って
きた、活動を継続することにより最新機器と相まって良い結果が出るのではと思い
ます。

今後も全社員と共にエコアクション21に精力的に取り組んでいきたいと思います。

環 境 管 理 責 任 者

石 垣　 圭 悟



作成日：2019年9月5日

今年で10年目を迎えたエコアクションは、社員への浸透がよくわかるもの
になりました。

本店社屋の建て替えがあったため、昨年度より社員たちが通常業務をこな
しながら引っ越しの準備を行うなど慌ただしい時期が長く続きました。そのよう
な中でも、社員たちの間で確実にエコアクション活動が自然に行われていた
ことは特筆すべき事柄です。

環境活動に加えて、地域貢献活動も毎年行われるものとして継続されて
おります。将来の浄化槽管理者となる子供たちへの「水の環境教育（業界団
体主催）」参加に加え、弊社主催の災害時のトイレ問題についてのセミナーは
セミナーを受講した方々から「とてもいい話だったので自分が語り手になれれ
ば」といったお話も頂くなど多くの人へ情報が広がっています。今後も自社の
特性を生かした貢献事業をできる限り、必要とされている場所へ展開していき
たいと思います。

７月に新社屋が完成し、新しい環境にて業務を開始しました。太陽光が屋
上に設けられ、停電時の体制も整えられました。空調設備も以前の古い物と
比べ省エネ機能が付いたものになりました。新しい社屋を知り、新たに自分た
ちができることをSDGｓなど社会情勢と絡めて進めていきたいと思います。

株式会社 富 永 事 業

代表取締役 山 本 麻 美


