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　　　　　　　　　　　　　環境経営方針

　　日置運送株式会社では運送業・倉庫業及び関連事業を通じて、地球環境と調和し
た会社経営をしていきたいと考えています。変化し続ける地球環境との調和を図り、
安全・安心な一貫輸送を行います。
　　お客様からの求められる輸送の多様化・ 特殊化への対応とサ ポートまで含めた、
一貫輸送サービスシステムの構築を推進してまいりました。今後も「安全第一・お客様
第一・コンプライアンス」の理念を基本に、組織の強化と人材育成を通じ、品質確保に
努め、陸上輸送はもちろん重量物運送や倉庫を利用した陸・海・一貫輸送を行い、
人・地球・地域に優しい企業を目指します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　環 境 方 針

　当社は、自主的・積極的に環境負荷の継続的な削減に取り組み、とりわけ輸送効率
を高めて使用エネルギーの削減に努めることにより環境改善をすすめ、より良い環境
を社員一同で目指します。
　事業活動が地球環境に影響を与えていることを認識し、お客様の期待に応えるサー
ビスの提供に努めるとともに、環境経営システムを確立し、全社員で継続的に地球環
境への負荷の低減と汚染の予防に取り組みます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定日：平成２８年１月５日

１．事業活動において、次の重点課題に取り組みます。

①　輸送の効率化、エコドライブの実施による二酸化炭素排出量の削減
②　電力消費による二酸化炭素排出量の削減
③　５S　（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の実施
④　廃棄物の分別、減量、再使用、再生利用の推進
⑤　水資源の節減
⑥　業務上必要な調達品のグリーン購入の推進
⑦　環境に配慮した事業活動の推進

なお化学物質の使用は自動車燃料等で、他にはありません。
２．環境関連法規制及び地域やお客様の環境関連要求事項を遵守します。
３．定期的に見直し、環境方針に整合した継続的な改善に努めます。
４．環境活動レポートを通じて、環境活動の状況を社内外に公開します。
５．本方針を全従業員に周知します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　日置　成行
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1.組織・事業の概要

　(1)　事業名及び代表者名

　　　　日置運送株式会社　代表取締役社長　　日置　成行

　(2)　設立
　　　法人化　　　　　　昭和45年8月
　　　資本金　　　　　　50百万円

　(3)　事業名及び所在地

　　本社営業所（資材倉庫・車庫）
　　〒674－0062　兵庫県明石市大久保町谷八木915－1
　　ＴＥＬ078－936－4566　　ＦＡＸ078－935－4198
　
　　二見営業所　明石市二見町南二見1番9号
　　TEL078-942-4588　　FAX078-942-4588
　　TEL0795-35-0102　　FAX0795-35-1261

　　二見倉庫　001　明石市二見町南二見12番5号
　　TEL078-943-0678　　FAX078-943-0678

　　二見倉庫　002　明石市二見町南二見13番6号
　　TEL078-942-5228　　FAX078-942-5228

　　加西倉庫営業所　加西市常吉町647番8号
　　TEL0790-47-2258　FAX0790-35-8004

　　加西椿本営業所　加西市朝妻町1140
　　TEL0790-47-8085　FAX0790-47-8086

　　津山営業所　岡山県津山市新野東1515
　　株式会社椿本チェイン岡山工場内
　　TEL0868-36-6776　FAX0868-36-6733
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2.事業内容・規模

　(1)　事業内容

　　一般区域貨物自動車運送業
　　（昭和45年2月、阪神区25番、第640001365）
  　第一種貨物利用運送業(昭和57年4月、大陸119号）
  　第二種貨物利用運送業(平成16年3月31日、国総貨複第208号）
  　倉庫業(平成17年10月26日、神総物第44号）
  　特定労働者派遣事業(平成19年3月29日、特28-301243）
  　産業廃棄物収集運搬業
　　特別管理産業廃棄物収集運搬業（ＰＣＢ廃棄物収集運搬業作業従事者）
  　梱包業
　　諸機械移動据付

　(2)　事業規模等

　　従業員数　　　　　　　 　76人
　　保有営業車両数　　　　85台　（トラック　80台　その他　5台）
　　売上高　　　　　　　　　　1320百万円

　(3)　事業年度　　　　　4月～翌年3月

　(4)　認定・登録の対象範囲

　　　登録組織名：日置運送株式会社

　　　対象事業所：本社営業所（資材倉庫・車庫）
　　　　　　　　　　　二見営業所
　　　　　　　　　　　二見倉庫001　002
　　　　　　　　　　　加西倉庫営業所
　　　対象外：　　　加西椿本営業所　※
　　　　　　　　　　　津山営業所　　　  ※
　　　※　「㈱」椿本チェイン」のマネジメントシステム内で運用されているため
　　　　　対象範囲外する
　
　(5）　環境管理責任者及び担当の氏名と連絡先

　　　　責任者　総務リーダー　屋田　英人
　　　　ＴＥＬ　（078）936-4566　FAX（078）935-4198
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3ｔ車 １台

10ｔショートユニック車

先導車 ５台 　（回転灯基準緩和取得）

平成３０年度
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５台

4ｔ車 ６台

４ｔウイング車 １台

（第五輪25ｔ）

10ｔ低床ユニック車 １台

4ｔユニック車 ２台 （4ｔ増ｔ）

15ｔエアーサス車 ２台

15ｔ車エアーサスユニック ２台

トレーラー ３１台

15ｔ低床エアーサス車 １３台

３台

トラクタ １２台 （第五輪20ｔ）

軽量トラクタ １台

3.保有車両

車　両　種　類 台　数 備　考

トラクタ



※平成30年4月1日改訂

対象外範囲

役割・責任・権限
代表者取締役 ・環境経営に関する統括責任

日置　成行 ・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

取締役 ・環境管理責任者を任命

梅野　昌司 ・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知
・環境目標・環境活動計画書を承認
・代表者による全体の評価と見直しを実施
・環境活動レポートの承認

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理

総務リーダー ・環境関連法規制等の取りまとめ表を承認

屋田　英人 ・環境目標・環境活動計画書を確認
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口
・緊急事態対応手順のテスト、訓練の指導及び総括
・環境活動の取組結果を代表者へ報告
・環境活動レポートの確認
・環境管理責任者の補佐
・従業員への環境方針の周知
・環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施
・環境目標、環境活動計画書原案の作成
・環境活動の実績集計
・環境関連法規制等取りまとめ表の作成
・環境関連法規制等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施
・従業員に対する教育訓練の実施
・特定された項目の手順書作成
・特定された緊急事態への対応のための手順書作成
・緊急事態対応手順のテスト、訓練を実施、記録の作成
・環境活動レポートの作成、公開（事務所への備付けと地域事務局への送付）

運輸部課長　高橋 ・自部門における環境経営システムの実施

営業部係長　左着 ・自部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告
・特定された項目の運用管理
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

全従業員 ・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚
・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

4.実施体制
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代表取締役

日置 成行

取締役

梅野 昌司

運輸部 課長 営業部 係長

高橋 勝義 左着 稔幸

本社車庫

トラック班長

環境配慮指導

環境管理責任者
総務リーダー 屋田 英人

二見営業所

トレーラー班長

二見倉庫 001 002
責任者

加美営業所

責任者

加西倉庫営業所

責任者

加西椿本営業所

責任者

津山営業所

責任者

エコドライブ推進 環境配慮作業 エコドライブ推進 エコドライブ推進 環境配慮作業 環境配慮作業エコドライブ推進



単位 2015年度 2016年度 2017年度
kg-CO2 2,815,277 2,839,219 2,764,535

ｋWh 294,699 299,143 280,610
L 17,221 16,323 15,135
L 989,019 993,597 997,747
L 243 5,161 3,929

ｔ 0.144 0.120 0.139
ｔ 27.700 27.600 12.480
㎥ 1,481 2,201 1,657

　（２）環境目標及びその実績

目標

kg-CO2 2,815,277 2,787,124 2,758,971 2,730,818
対基準 － ▽１% ▽２% ▽３%
kWh 294,699 291,752 288,805 285,858
kg-CO2 146,170 144,708 143,246 141,785
対基準 － ▽１% ▽２% ▽３%
L 17,221 17,048 16,876 16,704

kg-CO2 39,981 39,580 39,180 38,781
対基準 － ▽１% ▽２% ▽３%
L 989,019 979,128 969,238 959,348

kg-CO2 2,557,820 2,532,241 2,506,663 2,481,085
対基準 － ▽１% ▽２% ▽３%
L 243 240 238 235

kg-CO3 604 597 592 585
対基準 － ▽１% ▽２% ▽３%

t 0.144 0.142 0.141 0.139
対基準 － ▽１% ▽２% ▽３%

t 27.700 27.423 27.146 26.869
対基準 68,850 ▽１% ▽２% ▽３%
㎥ 1,481 1,466 1,451 1,436

　　削減 対基準 － ▽１% ▽２% ▽３%
－ 1 2 3

対基準 － － － －
kWh 415,759 419,916 424,074 428,231

対基準 － △１% △２% △３%
kWh 63,162 63,793 64,425 65,056

加西倉庫 対基準 － △１% △２% △３%

Ⅱ．廃棄物排出量
　一般廃棄物
　　　削減

二見倉庫

　（１）主な環境負荷の実績

項　目
二酸化炭素排出量
　電力
　ガソリン
　軽油

廃棄物排出量
　一般廃棄物
　産業廃棄物
総排水量

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2015年度
基準年度

2016年度 2017年度 2018年度

Ⅰ．二酸化炭素
　　排出量合計
　電力使用量削減

　ガソリン
　　使用量削減

　軽油
　　使用量削減

5.環境目標と実績

2017年度（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

　灯油

　灯油
　　購入量削減
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Ⅴ.グリーン購入

　産業廃棄物
　　　削減
Ⅲ．水使用量

新電力　太陽光発電

・電力の二酸化炭素排出係数は関西電力(株)の平成27年度公表値0.496ｋｇ-CO2/kWh(実排出係数）を使用。



基準

目標 実績 達成度 評価
kg-CO2 2,815,277 2,758,971 2,764,535 99%
対基準 － ▽２% ▽１％ △
kWh 294,699 288,805 280,610 105%
kg-CO2 146,170 143,246 139,182 ▽
対基準 － ▽２% ▽５％ －
L 17,221 16,876 15,135 112%

kg-CO2 39,981 39,180 35,138 ▽
対基準 － ▽２% ▽１２％ －
L 989,019 969,238 997,747 88%

kg-CO2 2,557,820 2,506,663 2,580,393 △
対基準 － ▽２% △１２% －
L 243 238 3,929 0%

kg-CO3 604 592 9,776 △
対基準 － ▽２% △６２０％ －

ｔ 0.144 0.141 0.139 101%
対基準 － ▽２% ▽1％ ▽

ｔ 27,700 27.146 12.480 155%
対基準 68,850 ▽２% ▽５５％ ▽
㎥ 1,481 1,451 1,657 50%

対基準 － ▽２% △50％ △
－ 2 2 100%

対基準 － － － △
kWh 415,759 424,074 421,909 101%
対基準 － △２% △１％ △
kWh 63,162 64,425 63,077 98%

加西倉庫 対基準 － △２% 0% －
注)評価欄にて、○：達成、△：やや未達成、×：未達成

　一般廃棄物
　　　削減

△

2017年度（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

〇

○

　灯油
　　購入量削減

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

運用期間における実績
2015年度
4月～3月

（2017年4月～2018年3月）

Ⅰ．二酸化炭素
　　排出量合計
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　軽油
　　使用量削減

×

○

Ⅱ．廃棄物排出量

△

×

○

○　産業廃棄物
　　　削減
Ⅲ．水使用量削減

Ⅴ.グリーン購入

　電力使用量削減

　ガソリン
　　使用量削減

新電力　太陽光発電
二見倉庫
新電力　太陽光発電

○

△

運用期間の実績



二酸化炭素排出量の削減

①電機使用料の削減
・空調温度の適正化（冷房28℃、暖房21℃） ◎
・昼休み時間の消灯 ◎
・使用しない時のトイレ・休憩室・倉庫内の消灯 ◎
・使用しない機器の電源オフ ◎
・窓のブラインド使用での外部の熱・冷気遮断 ◎

②ガソリン使用料削減
・エコドライブ実施・教育 〇
・アイドリングストップ 〇
・車両整備徹底 ◎
・公共機関の使用 ◎
・社用車のハイイブリット車への交換 ◎

③軽油使用料の削減
・エコドライブ実施・教育 △
・アイドリングストップ △
・車両整備徹底 ○
・効率的なルートでの輸送 ○

④産業廃棄物排出量の削減

　一般廃棄物 ・分別のボックス仕様し分別の徹底 ○
　排出量の削減 ・水筒、マイコップ使用 ○

・5Ｓ活動（整理・整頓・清掃・清潔・躾） ○
・ゴミの持ち帰り運動 ◎

　産業廃棄物 ・電子化による印刷物のペーパーレス化 ○
　排出量の削減 ・裏紙の再使用 ○

・ダンボール・ポリ袋・封筒のリサイクル ○

⑤水道使用量の削減
・節水ポスター掲示 ○
・洗車場にバケツ設置 △
・洗車ホースの水止め設置 〇

⑥グリーン購入の推進
・環境にやさしい車の導入 〇
・事務用品でのグリーン購入率向上 ◎

⑦環境に配慮した車両保全の実施
・車両の日常点検 ○
・エアーエレメントの定期交換保守点検 ○
・オイルとオイルエレメントの定期交換保守 ○
・整備講習会・勉強会 ○

※実施　 ○良好 △不十分 ×未実施

6.環境活動計画の取組内容と実施状況

環境目標 主な取組内容
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実施状況



二酸化炭素排出量の削減

1.電気使用料の削減

評価 ・・・・・・・・・昼休み時間の消灯や使用時毎の点灯など全従業員が意識的に節電に努めました
しかし、猛暑により空調温度の２８℃設定は厳しい事を実感しました
今後は継続的に無理なく電気の使用量の削減に取り組んでいきます

次年度の取り組み
・空調温度の適正化（冷房28℃、暖房21℃） 継続
・昼休み時間の消灯 継続
・使用しない時のトイレ・休憩室・倉庫内の消灯 継続
・使用しない機器の電源オフ 継続
・窓のブラインド使用での外部の熱・冷気遮断 継続
・窓開け運動 新規

2.ガソリン使用料削減

評価 ・・・・・・・・・社用車のハイブリッド化や、軽自動車の活用で、ガソリン使用料を削減する
ことが出来ました
今後も公共交通手段を優先的に利用して、環境にやさしい車を優先的に使用して
ガソリン使用料の削減に努めます
また昨年度同様、従業員にはエコドライブ教育を行います

次年度の取り組み
・エコドライブ実施・教育 継続
・アイドリングストップ 継続
・車両整備徹底 継続
・公共機関の使用 継続
・社用車のハイブリット車へ交換 継続

3.軽油使用料の削減

評価 ・・・・・・・・・エコドライブ運転の周知・教育の成果があったと思いますが
仕事量が増加した為、軽油使用料も上昇しました
また新車の導入により軽油使用料の削減や環境に配慮した輸送を目指します
今後もエコドライブ運転の周知徹底により軽油使用料の削減に努めます

次年度の取り組み
・エコドライブ実施・教育 継続
・アイドリングストップ 継続
・車両整備徹底 継続
・効率的なルートでの輸送 継続
・環境にやさしい新車の導入 新規
・クリーンATノックスからアドブルーへ変更 新規

7．環境活動結果の評価、及び次年度の取組内容
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平成29年度の取組内容



4.産業廃棄物排出量の削減

　一般廃棄物
　排出量の削減

評価 ・・・・・・・・・・事務所や倉庫及び車庫周辺のゴミは分別し、リサイクルに努めました
その結果、一般廃棄物の削減に繋がりました
今後も廃棄物削減に取り組みます

次年度の取り組み
・分別のボックス仕様と分別の徹底 継続
・水筒、マイコップ使用 継続
・5Ｓ活動（整理・整頓・清掃・清潔・躾） 継続
・ゴミの持ち帰り運動 継続
・分別BOXを新しく設置し、分別の徹底 新規

　産業廃棄物
　排出量の削減

評価 ・・・・・・・・・連絡事項や会議資料などはタブレット端末（iPad）・共有サーバーを利用して
データの共有により、ペーパーレス化に成功しました。また、再生紙や社内文書は
裏紙を利用するなど廃棄物の削減に努めましたが、梱包資材の持ち帰りに伴い
廃棄物が増加しました、今後は資材の再利用やリサイクルを検討いたします

次年度の取り組み
・電子化による印刷物のペーパーレス化 継続
・裏紙の再使用 継続
・ダンボール・ポリ袋・封筒のリサイクル 継続
・廃棄物の再利用・リサイクル 新規

5.水道使用量の削減
評価 ・・・・・・・・・節水ポスター設置やバケツ利用で節水の啓発活動を行ったが

集中豪雨や天候不順による洗車回数が増えたため水道使用量の削減には
繋がりませんでした。今後は洗車場時の節水に努めます

次年度の取り組み
・節水ポスター掲示 継続
・洗車場にバケツ設置 継続
・洗車ホースの水止め設置 継続

6.グリーン購入の推進
評価 ・・・・・・・・・今年度も環境に配慮し新車を導入しました

今後とも二酸化炭素の排出の削減に取り組みます

次年度の取り組み
・事務用品でのグリーン購入率向上 継続

7.環境に配慮した車両保全の実施
評価 ・・・・・・・・・会社全体で行ってきたため教育がいきわたってきています

今後も全社で教育・訓練などを行い、個々の能力向上に取り組んでいきます

次年度の取り組み
・車両の日常点検 継続
・エアーエレメントの定期交換保守点検 継続
・オイルとオイルエレメントの定期交換保守 継続
・整備講習会・勉強会 新規
・尿素水をアドブルーに変更
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（1）適用となる主な環境関連法規

尊守状況
尊守
尊守
尊守
尊守
尊守
尊守
尊守
尊守
尊守
尊守
尊守
尊守

※違反・訴訟等

環境関連法規へ違反や訴訟はありません。なお、関係当局により違反などの指摘は、過去

３年間受けておりません。

法規の尊守状況をチェックし、問題がありませんでした。

　火災や不審者の侵入等、緊急事態の対応をする為に、警備会社と契約し、

　２４時間、機械警備を実施しています。

　火災・侵入等の異常事態を発見・受信すると、警備会社より警備員が　直ちに駆けつけ、

　状況を確認し異常であれば関係機関（警察・消防等）に連絡すると共に、

　弊社の職員にも連絡が入ります。

　連絡を受けた職員は、緊急連絡網に従い順次連絡をし対応します。

※弊社では、危険物・化学薬品の使用･取扱は有りません。　又、ボイラー等の設備も有りません。

8．環境関連法規への違反、訴訟などの有無

主な適用法規等 該当する活動

交通安全・過積載・駐車・停車
車両入域制限・標章の取付けなど

環境基本法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
家電リサイクル法
消防法
水質汚染防止法
下水道法

事業活動全般
廃棄物の排出適性処置
家庭用電化製品の廃棄管理
消火設備の設置・維持管理
排水への油分混入の等管理
排水
自動車適性整備と運用
貨物自動車の運送事業に関する規制
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自動車ＮＯＸ・ＰＭ法

使用済み自動車再資源化法
貨物自動車運送事業法

9.緊急事態への対応・警備

道路運送車両法
道路交通法
兵庫県・大阪府等各地の環境基本条例

使用済み自動車の適正処置
保安基準・点検・整備



本年度も会社全体でエコアクション２１に取り組んでまいりました
従業員一人ひとりが環境について学び、環境経営経を考え、実行して、伝えていくことができました
従業員一同で環境改善に取り組むうちに従業員一人ひとりの意識が品質向上に繋がってきたと実感しております
また来年度も地域とお客様にも喜ばれる企業を目指し、安全・品質・環境の向上と人材育成に取り組み
今後もエコアクション２１の活動に邁進いたします

二見倉庫001　002　　加西倉庫　太陽光発電 ５Ｓ教育

整備講習会 安全運転エコドライブ教育

災害、防火訓練（放水訓練写真） 救命救急士訓練・ＡＥＤ訓練

１1．環境活動の紹介
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１0.代表者による全体の評価と見直し


