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＜環境活動レポート＞

2015年度
対象期間：2015年4月1日～2016年3月31日

発行日：2016年5月20日

株式会社 サンエコマック
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　　１、二酸化炭素排出量の削減に取り組みます。

・電力使用量の削減

・化石燃料消費量（ガソリン・軽油）の削減

・一般廃棄物排出量の削減

・水道水使用量の削減

・グリーンラベル事務用品の購入

・水道汚泥の再利用

・事業所周辺の清掃

　　８、環境方針を全従業員に周知します。

制定日: 2015年5月7日

株式会社 サンエコマック

代表取締役社長　入江　伸光

当社は2016年４月に創立15周年を迎えます。
高度な知識を有するエンジニアを擁し誠意と熱意をもって取り組む姿勢が
高い評価を得ていると自負しております。
これまで皆様から頂いたご支援に改めて感謝するとともに、
弊社のポリシー「Safety（安全第一・規則順守）/Quality（品質維持・品質向上）
/Enviroment（環境意識の向上・地球環境の保全、配慮）」を改めて
心に深く銘記し、お客様の要望、また環境問題にスピーディに対応し、
新たな価値を提供できるよう社員一同精進していく所存です。

【 ごあいさつ 】

　　私共は、次世代に誇れる豊かな環境創りに貢献致します。

　　４、事務用品のグリーン購入に取り組みます。

　　５、環境に配慮した土壌改良材の製造、販売に取り組みます。

　　６、社会貢献に取り組みます。

　　７、環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。

　　２、廃棄物排出量の削減に取り組みます。

　　３、総排水量の削減に取り組みます。

環 境 方 針

株式会社サンエコマックは、大気・土壌・水質に対して環境負荷を最小限にし、

製造業を営む事業者として一丸となって環境保全活動に取り組みます。

【 基本理念 】

【 行動指針 】

代表取締役社長 入江 伸光 
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（１）事業者名及び代表者氏名

　　　株式会社 サンエコマック

　　　代表取締役社長　入江　伸光

（２）所在地

　　　本　　社）兵庫県神戸市中央区二宮町４丁目５番１３号

　　　製造工場）兵庫県尼崎市田能５丁目１１番１１号
（阪神水道企業団　猪名川浄水場内）

（３）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

　　　責任者）平池　公明　　　　TEL）０７８－２３０－０１８６

　　　担当者）平池　公明　　　　TEL）０７８－２３０－０１８６

（４）事業内容

（５）事業の規模

　　　売上高）172百万円

　　　従業員数）本社：５名　製造工場：３名　　 計 ８名

　　　延床面積）本社：56㎡　製造工場：2340㎡　 計 2396㎡

（６）事業年度

　　　4月 ～ 3月

　　　登録組織名）株式会社 サンエコマック

　　　対 象 組 織）本社、製造工場

　　　　　　　　　全組織（現場含む）が対象

　　　事 業 活 動）グラウンド用土壌改良材の製造販売

　　　　　　　　　

　　　グラウンド用土壌改良材の製造販売

　　　建設業許可番号）兵庫県知事 許可第114494号 許可年月日：平成27年2月5日

【 対象範囲】認証･登録

【 組織の概要】
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　□ 全 社

単位

kg-CO2

㎏

㎏

㎏

L/㎥

㎥

※ 平成25年度電気事業者別二酸化炭素排出係数：関西電力株式会社　0.522㎏-CO2/kWh 
※ 二酸化炭素総排出量は都市ガス含む

　□ 本社

単位

kg-CO2

㎏

㎏

㎏

㎥

※ 二酸化炭素総排出量は都市ガス含む

　□ 製造工場

単位

kg-CO2

㎏

㎏

㎏

L/㎥

㎥

　一般廃棄物量排出量 0.0 0.0

土壌改良材の原単位削減
（生産量/軽油使用量）

2.59 2.09

総排水量 0.0 0.0

　産業廃棄物排出量 0.0 0.0

廃棄物排出量 0.0 0.0

18.0 18.0

項　目 2014年度 2015年度 2016年度

総排水量

　一般廃棄物量排出量 159.0 154.0

二酸化炭素総排出量 23,000 16,074

2016年度

二酸化炭素総排出量 15,622 16,781

0.0 0.0　産業廃棄物排出量

　一般廃棄物量排出量

　産業廃棄物排出量

38,630

159

159

0

32,856

18

項　目 2014年度 2015年度

廃棄物排出量 159.0 154.0

総排水量 18

2016年度項　目 2014年度 2015年度

二酸化炭素総排出量

廃棄物排出量

【 主な環境負荷の実績】

154

154

0

2.092.59
土壌改良材の原単位削減
（生産量/軽油使用量）
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　□ 全 社

基準年度

2014年度

kg-CO2 2,500 2,475 2,450 2,425

基準年度比 99% 98% 97%

kg-CO2 13,122 12,991 12,860 12,728

基準年度比 99% 98% 97%

kg-CO2 23,000 22,770 22,540 22,310

基準年度比 99% 98% 97%

kg-CO2 38,622 38,236 37,850 37,463

99% 98% 97%

kg 159.0 157.4 155.8 154.2

基準年度比 99% 98% 97%

㎥ 18.0 18.0 18.0 18.0

基準年度比 100% 100% 100%

L/㎥ 2.59 2.56 2.54 2.51

基準年度比 99% 98% 97%

品目 0 3 4 5

購入比率

回 12 12 12 12

基準年度比 100% 100% 100%

2015年度 2016年度 2017年度

(基準値) (目標) (実績) (目標) (目標)

土壌改良材の原単位削減
（生産量/軽油使用量）

2.09

81%

97%

上記二酸化炭素排出量合計
kg-CO2

32,847

水道使用量の削減

18.0

100%

自動車燃料(ガソリン)の
二酸化炭素排出量削減

14,466

110%

85%

一般廃棄物の削減

154.0

電力使用量の二酸化炭素
排出量削減

重機・プラント燃料(軽油)の
二酸化炭素排出量削減

16,074

70%

2,307

92%

【 環境目標･実績】

年　度

項　目

事務用品のグリーン購入

6

600%

社会貢献(清掃活動)

12

100%
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　□ 本社

基準年度

2014年度

kg-CO2 2,500 2,475 2,450 2,425

基準年度比 99% 98% 97%

kg-CO2 13,122 12,991 12,860 12,728

基準年度比 99% 98% 97%

kg-CO2 15,622 15,466 15,310 15,153

99% 98% 97%

kg 159.0 157.4 155.8 154.2

基準年度比 99% 98% 97%

㎥ 18.0 18.0 18.0 18.0

基準年度比 100% 100% 100%

品目 0 3 4 5

購入比率

回 12 12 12 12

基準年度比 100% 100% 100%

　□ 製造工場

基準年度

2014年度

kg-CO2 23,000 22,770 22,540 22,310

基準年度比 99% 98% 97%

kg-CO2 23,000 22,770 22,540 22,310

99% 98% 97%

L/㎥ 2.59 2.56 2.54 2.51

基準年度比 99% 98% 97%

回 12 12 12 12

基準年度比 100% 100% 100%

　　※電力・水道使用は客先支給

70%

16,074

70%

2016年度 2017年度

項　目 (基準値) (目標) (実績)

2015年度

重機・プラント燃料(軽油)の
二酸化炭素排出量削減

16,074

2.09

2016年度 2017年度

(基準値) (目標) (目標) (目標)

110%

(目標) (目標)

【 環境目標･実績】

社会貢献(清掃活動)

12

100%

社会貢献(清掃活動)

12

100%

上記二酸化炭素排出量合計
kg-CO2

上記二酸化炭素排出量合計
kg-CO2

水道使用量の削減

18.0

事務用品のグリーン購入

154.0

年　度

107%

項　目

年　度

(実績)

2015年度

電力使用量の二酸化炭素
排出量削減

2,307

16,773

600%

97%

100%

6

一般廃棄物の削減

92%

自動車燃料(ガソリン)の
二酸化炭素排出量削減

14,466

土壌改良材の原単位削減
（生産量/軽油使用量）

81%
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□ 環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

本社･製造工場　　　　　　　　　　　　　　　　○達成した　△不十分　×未達成

【数値目標】 ○

・空調の適温化（冷房26℃以上・暖房24℃以下） ○ 継続

・ブラインド・すだれの活用 ○ 継続

・ノー残業デイの実施（毎週水曜日） ○ 継続

・不要照明の消灯 ○ 継続

【数値目標】 ×

・アイドリングストップ ○ 継続

・エコドライブの周知徹底 ○ 継続

・エリア別活動の見直し △ 継続

【数値目標】 ○

・廃棄物の排出量の削減 ○ 継続

・分別の徹底 ○ 継続

【数値目標】 ○

・節水の呼び掛け ○ 継続

・清掃時の節水 ○ 継続

・漏水調査の実施 ○ 継続

【数値目標】 ○

・客先への営業活動 ○ 継続

・製造効率を高める ○ 継続

【数値目標】 ○

・3品目の購入 ○ 継続

・環境グリーンラベル認定等製品の調査 ○ 継続

【数値目標】 ○

・事務所・製造工場周辺の清掃活動 ○ 継続

取り組み計画 達成状況 継続／変更 評価と取り組み内容

電力使用量の二酸化炭素排出量の削減

一般廃棄物の削減

自動車燃料の二酸化炭素排出量の削減

・４、８月の気温が高く冷房使用量が増
加。また、年度初めは勤務時間・日数が増
加し、全体的な電気使用量が増加。１０月
は一時的な業務増加に伴い、電気使用量が
増加し未達成であった。その他の月は不要
時の使用量削減により年間では達成した。
・引き続き不用意な電気使用を減らし、節
電の周知徹底を図る。

・ハイブリッド車の導入を機に車両使用の
効率化、全社員にアイドリングストップ、
エコドライブを周知徹底。
・４、５、８、２月は、達成した。その他
の月は、事業エリア拡大、地方・遠方業務
の増加、営業活動強化に伴い燃料使用量が
増加し未達成となった。
・引き続き車両利用の効率化、エコドライ
ブ、アイドリングストップの周知徹底に取
り組む。
・５～６月は、一時的な事務作業の増加に
より廃棄物も増加し未達成であった。その
他の月は、廃棄物の削減・分別の徹底によ
り達成、年間でも達成した。
・引き続き、廃棄物の削減・分別に徹底に
取り組む。

・節水の周知徹底により達成した。
・引き続き節水に取り組む。
（基本使用料を下回るため為維持管理）

・アイドリングストップ、生産計画を見直
し効率化を図った結果、達成となった。ま
た、製造プラントを一新したため、７月以
降は大幅に製造効率がアップをした。
・引き続き生産計画に基づき製造効率を上
げていく。また、アイドリングストップ等
による燃料消費の削減に取り組む。

・購入時に、積極的にグリーン購入を心が
けた為に達成した。
・引き続き事務用品の購入の際には積極的
にグリーン購入に取り組む。

・毎月１回の清掃活動を実施し達成した。
・引き続き毎月１回の清掃活動に取り組
む。

水道使用量の削減

土壌改良材の原単位削減

事務用品のグリーン購入

社会貢献
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教育訓練活動 

社会貢献活動 

消火訓練活動 
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営 業 活 動 

社 内 啓 発 
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□ 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

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

　　※ 環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。

   　　 なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去３年間ありませんでした。また、訴訟もありませんでした。

□ 代表者による全体の評価と見直しの結果

□ 製品紹介

　　<用　途>　各種グラウンドの土壌改良材

　　<効　果>　短時間での使用可能
　　　　　　　優れた防塵効果

　　<用　途>　雨水貯留浸透施設

　　<効　果>　洪水抑制
　　　　　　　グラウンドとの併用可能

エコアクション２１環境経営システムを構築・運用して12ヶ月が経過した。全従業員に教育･訓練を実施
し環境方針や活動計画等を周知徹底し、環境活動の必要性が浸透されてきた。
電力使用量と一般廃棄物の削減に関しては単月で少し未達成となったが、年間では達成できた。
自動車燃料削減においては、事業エリア拡大、地方・遠方業務の増加、営業活動強化に伴い、燃料使用
量が増加し未達成となった。営業活動の見直しだけでなく車両利用の効率化を高め、引き続き経過観察
と環境負荷の削減を図っていく。
本来業務である土壌改良材の生産向上（原単位管理）については、アイドリングストップや段取り改善
の徹底、製造プラントの一新により、軽油使用量の削減、生産効率の向上を図っている。
今後も生産効率の向上、不要な電力削減に取り組み、全社員で目標達成に努めていく。

家電リサイクル法

自動車リサイクル法

適用される事項（施設・物質・事業活動等）

遵守

適用される法規制

資源有効利用法

廃棄物処理法 　一般廃棄物、産業廃棄物

小型家電リサイクル法

エコマックス工法 　製品製造 遵守

グリーン購入法

遵守

  ◆エコマックスSP-M素

  ◆エコマックスSS-M素地

オフロード法

　特定家庭用機器のリサイクル(テレビ、エアコン、冷蔵庫）

　事業者の責務(使用済自動車のリサイクル)

　使用済小型電子機器のリサイクル
     (パソコン、携帯電話、デジタルカメラ)

　消費者の責務(リサイクル)

　可能な限り環境物品などを選択するように努める

　基準適合車の使用(バックホウ、タイヤショベル)

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

◆ エコマックス工法 

  (社)雨水貯留浸透技術協会  雨水技評第7号 
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