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トップメッセージ 

当社は、お客さまの「くらし」と「ものづくり」を支え、地域の発展と社会の低炭素化に貢献す

ることを目指している東邦ガス株式会社のグループ企業です。主な事業内容は、環境性に優れたガ

スエネルギーをお届けするためのガス工事をはじめ、ガス冷暖房設備工事、土木工事、舗装工事な

どの設計・施工です。 

特に、環境との調和を考え、ガス導管の非開削工法、道路掘削工事で発生した建設発生土のリサ

イクルなどを通じて、環境保全、省資源に貢献しています。 

なお、当社は上記の事業活動を行う上で以下の環境経営方針のもと、温室効果ガスの排出削減、

産業廃棄物の削減、水道使用量の削減および社会貢献活動に取り組んでおり、2020年度における

活動評価は、定めた目標に対し計画通り良好な結果を得る事ができました。 

 

今後も全社一丸となって環境負荷低減活動を通じて持続可能な目標の達成に貢献してまいります

ので、より一層のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

取締役社長  加藤  孝治  

 

環境経営方針 

＜環境調和型の社会の実現を目指して＞ 

東邦ガスグループでは、事業活動を通じ、環境調和型社会の実現に貢献することを基本方針としていま

す。当社は、このグループ方針のもと、環境行動ガイドラインに沿って取り組みを進めていく中、持続

可能な開発目標（SDGｓ）の達成に貢献していきます。 

  ※持続可能な開発目標（SDGs）とは 

   持続可能な世界を実現するために掲げられた、17のゴールと169のターゲット ⇒ Ｐ4 

 

＜環境行動指針＞ 

【基本理念】 

東邦ガステクノは、企業活動を通じて地域社会との共生を図りながら、環境汚染の予防、環境負荷

の低減に努めます。 

 

【環境保全への行動】 

１．日常業務における省資源・省エネルギー、廃棄物の減量化、リサイクルの推進に努めます。 

２．社員一人ひとりが環境問題の理解に努め、事業を通じて循環型社会システムの実現に寄与します。 

３．環境関連の法律や条令等を遵守します。 
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１．組織の概要                             

（１）名称および代表者名 

東邦ガステクノ株式会社  取締役社長 加藤 孝治 

 

（２）事業所および倉庫所在地 

本社事務所 〒460－0022 名古屋市中区金山五丁目 18番 37号 

三河事業所 〒444－0851 岡崎市久後崎町字本郷 53番地 

岐阜事業所 〒500－8533 岐阜市加納坂井町 2番地 

福江事業所 〒466－0059 名古屋市昭和区福江三丁目 7番 7号 

名南改良土センター 〒476－0005 愛知県東海市新宝町 507番地の 2 

名古屋北部土質改良センター 〒480－0301 春日井市内津町字北山 383 番 5号 

津事業所 〒514－0043 三重県津市南新町 7番 48号 

四日市事業所 〒510－0055 三重県四日市市寿町 2番 19号 

四日市倉庫 〒510－0055 三重県四日市市寿町 2番 19号 

中川倉庫 〒454－0847 名古屋市中川区細米町 1丁目 4番地 

 

（３）環境統括者氏名及び全社事務局氏名連絡先 

環境統括者  コンプライアンス推進部長       成瀬 健慈 

全社事務局  コンプライアンス推進部総括課長       山下 太朗 

 

（４）事業内容 

都市ガス・液化石油ガスに関する管工事の設計・施工及び設備の保守管理 

給水工事・排水設備工事の設計・施工及び修繕工事の施工 

空調設備工事の設計・施工 

舗装工事の設計・施工 

建設発生土の土壌改良及びその改良後の製品販売 

 

（５）事業規模 

設立年月日  1967年 10月 25日 

資本金    4,500万円 

売上高    8,402百万円（2020年度） 

従業員数   254名（2021年 3月 31日現在） 

 

（６）事業者名   東邦ガステクノ株式会社 

「ホームページアドレス：http://thg-group.tohogas.co.jp/tohogas-techno/」 

活動事業所  全事業所および倉庫 

           ※四日市事業所、三河事業所、岐阜事業所は東邦ガスの建物内または施設内にあり、 

名北改良土センターは共同企業体組織である。 

これらは、エネルギー使用量を個別に把握することが不可能であるため、環境活動 

のみを行うものとする。 
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（７）環境マネジメント組織 

 

  

 

（８）環境マネジメント実施フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

倉庫

責任者

推進者

代表者（取締役社長）

環境統括者（コンプライアンス推進部長）

環境委員会

内部監査員 全社事務局(コンプライアンス推進部)

環境推進者　　　　　　

環境行動担当者　　　　　　　

全社員

事業所
本社事務所・福江事業所・名南改良土センター・津事業所
※四日市事業所、三河事業所、岐阜事業所、名北改良土センターを除く

四日市倉庫・中川倉庫

環境目標、活動

計画の策定

実施、運用の

記録、管理
取組状況の確認

全体の評価
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２．SDGs目標達成に向けた取り組み                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続可能な開発目標（SDGs）への貢献 

2015年 9月に「国連持続可能な開発サミット」が開催され、「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」が

採択されました。このアジェンダでは、人間、地球および繁栄のための行動計画として、17のゴールと 169の

ターゲットで構成された「持続可能な開発目標（SDGs）」が掲げられています。 

当社は、これまでも事業活動を通じて社会課題への取り組みを進めており、引続き SDGsの達成に貢献してま

いります。 

 

SDGsに関する主な活動目標 

項目 細目 活動内容 

 

 

・資源循環推進にお

ける社会貢献活動 

・廃棄物発生の抑制 

・グリーン購入 

・建設発生土のリサイクル 

・非開削工法による産業廃棄物・建

設発生土の排出量抑制 

・産業廃棄物の資源効率化 

・一般廃棄物の排出量削減 

・道路工事における建設発生土の改良土

へのリサイクル 

・道路工事における建設発生土の削減 

推進 

・再資源化可能な委託先の選定 

・会議資料のペーパーレス化 

・コピー使用状況の管理が可能なコピー

機の導入による全社的な紙使用の抑制 

 

・自動車利用 

・省エネルギー 

・低排出ガス車の導入 

・エネルギー使用量の抑制 

・ハイブリッド車、アイドリングストッ

プ機能装備車へ随時更新 

・省エネルギー機器の導入（更新） 

 

・環境教育 ・環境保全に関する教育の実施 
・従業員への定期的な環境法令講習およ

び環境教育の実施（e ラーニング含む） 
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３．2020年度活動目標および実績                                         

◇資源循環・環境社会貢献活動 ～建設発生土の再生および抑制・地域清掃活動等～ 

*1ガス導管工事を始めとする道路工事で発生する建設発生土を土質改良することで製品化し、再度工事現場へ還元 

*2掘削部を最小限にし、地中をドリル等で掘り進み管を敷設する工法により、建設発生土の抑制及び道路規制削減 

 
 
◇リサイクルの推進 ～廃棄物の再資源化等～  

◯産業廃棄物 

目標 達成手段 

・がれき類再資源化率 100％維持 

・全産業廃棄物再資源化率 99％以上の維持 
・再資源化可能な委託先の選定 

○事業系一般廃棄物 

目標 達成手段 

・紙ごみ再資源化率 100％維持 

・総排出量の削減 

・建物 ecoルールを遵守した分別の徹底 

・ペーパーレス化の維持継続 

項目 目標 実績 評価 

改良土事業*1の 

推進 

・道路工事における建設発生土の改

良土への再生による資源循環推進 
・15.4万ｔの建設発生土を改良土に再生 ○ 

非開削工法*2の

推進 

・道路工事における建設発生土の削

減推進およびそれに伴う運搬車両

削減による CO2削減 

・実施不可能な要因がない限り、非開削及び

細幅掘削の実施にて、建設発生土の削減 

・仮埋め戻し材を使用し、建設発生土の運搬

車両削減による CO2排出量を削減 

○ 

地域清掃活動 
・定期的な地域清掃活動を全事業所

で 3回/年以上実施 

・各事業所で周辺道路、近隣道路、植樹帯等

の清掃活動を 3回/年以上実施 
○ 

実 績 

種類 
発生量 
（ｔ） 

再資源化量
（ｔ） 

最終処分量
（ｔ） 

再資源化率
（％） 

評価 

がれき類 33,107.6 33,107.6 0.0 100.0 

○ 

混合 291.4 154.4 8.7 53.0 

廃プラスチック類 10.8 5.9 1.8 54.6 

汚泥 82.0 5.7 1.6 7.0 

廃油 0.3 0.1 0.0 46.7 

木くず 65.3 51.0 2.0 78.1 

ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄくず・陶磁器くず 6.0 4.4 1.3 73.3 

合計 33,563.4 33,329.2 15.4 99.3 

実 績 

種類 
発生量 
（ｔ） 

ごみ処分量
（ｔ） 

資源化量
（ｔ） 

再資源化率
（％） 

評価 

用紙 9.01 - 9.01 100％ 

○ 

新聞・雑誌・段ボール 3.97 - 3.97 100％ 

その他可燃物 3.85 3.85 - 0％ 

ビン 0.06 - 0.06 100％ 

缶 0.07 - 0.07 100％ 

ペットボトル 0.12 - 0.12 100％ 

乾電池 0.11 0.11 - 0％ 

その他不燃物 0.07 0.07 - 0％ 

合計 17.26 4.03 13.23 76.65％ 
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◇リサイクルの推進 ～グリーン購入～ 

目標 達成手段 実績 評価 

・事務用品（OA用紙等）のエコマー

ク商品選定購入 100％維持 

・OA用紙を始めとする日常的に使用する

事務用品については、エコマーク商品

を選定し購入 

・グリーン購入 

100％ 
〇 

 

 
◇環境管理 ～地球温暖化対策～                       （単位：㎏-CO2）*2 

分類 基準値 *1 目標値 
対基準値 1.0％減 

2020年度 
実績 対目標値 評価 

オフィス・ 

倉庫 

本社事業所 78,631  77,845  73,605 -5.9% 

〇 

福江事業所 34,189  33,847  24,521 -27.6% 

津事業所 22,154  21,932 19,520 -11.6% 

四日市倉庫 1,056  1,045  891 -15.0% 

中川倉庫 3,766  3,728 3,699 -0.8% 

排出量小計 139,796  138,397  122,236  -11.68% 

名南改良土 

センター 

エネルギー 163,085 161,454 137,356 -15.0% 

重機燃料（軽油） 241,132 238,721 247,301 +4.6% 

排出量小計 404,217 400,175 384,657 -3.3% 

一般車両 ガソリン 581,343 575,530  536,504 -6.8% 

軽油 39,573 39,177  26,888 -30.7% 

CNG 30,763 30,455  10,815 -64.1% 

排出量小計 651,679 645,162 574,207 -11.0% 

総排出量 1,195,692  1,183,734   1,081,100  -8.5% 
*1 新型コロナウィルス感染症対策におけるエネルギー使用量増加を想定し、基準値は基準年度（2018年）の実績値に対し、ガス+30％、 

電気+10％、ガソリン+20％と設定し、取り組みを実施していく 

*2 ＜CO2排出係数＞ 

 

 

◇環境管理 ～監査・点検等～ 

項目 目標 達成手段 実績 評価 

環境監査 法令遵守 

・環境監査の実施により、廃
棄物処理法関係、公害防止
関係が適正に報告、届出さ
れていることを確認 

・各事業所の 1次監査員によるセ
ルフ監査、その後の事務局によ
る 2次監査を実施し、法令が遵
守されていることを確認 

○ 

産業廃棄物関
係の適性管理 

産業廃棄物にお
ける排出量、運
搬、処分の管理
徹底 

・産業廃棄物委託先の管理徹
底（許可有効期限の確認） 

・第三者（監査法人）による
排出量、マニフェスト管理
状況の適正確認の実施 

・委託先の許可有効期限を各事業
所と事務局でダブルチェックを
実施し、適正に委託していること
を確認 

・第三者により適正な実施状況で
あることを確認 

○ 

 

 

 

購入電力 

0.476㎏-CO2/kWh 
中部電力㈱2017 年実績値・環境省資料 

都市ガス 
2.29kg-CO2/Nm3 

ガソリン 
2.32kg-CO2/L 

軽油 
2.58kg-CO2/L 

CNG 
2.29kg-CO2/Nm3 
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    ◇水資源 ～節水の取組、水の有効利用等～  

目標 達成手段 

基準値*1以下 

・節水の徹底 

・水量の調整 

・節水機器への随時更新 

*1基準値（2018年度の一人あたりの使用量） 

 

◇環境教育 ～環境保全に関する教育の実施～ 

 

 

 

 

  

水道使用量 

（ｍ３） 

基準値 2020年度 実績 
対目標値 評価 

1人あたり 1人あたり 

11.0 10.9 -0.5% ◯ 

目標 達成手段 実績 評価 

・環境法令の知識向上 

・環境負荷低減への意識向上 

・事業所ごとの環境自主監査員に対して

環境法令講習および e ラーニング学習

の受講 

・事業所ごとに選任された環境推進者に

て建物 ecoルール、eco宣言書の作成・

周知 

 

・対象従業員の講習受講状

況の確認 

・全事業所において建物

eco ルール、eco宣言書を

作成し、事業所毎の活動

内容を共有および実施 

〇 
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４．次年度以降の環境経営目標                                   

 

◇環境管理 ～地球温暖化対策～                        （単位：㎏-CO2）  

分類 基準値 *1 

（2018年度） 

年度目標 
対基準値 1.0％減 

（2021年度～

2024年度） 

達成手段 

オフィス 

・倉庫 

本社事業所 78,631 77,845  ・在宅勤務、直行・直帰の促進による事務所使用

率の削減 

・効率の良い空調機器への更新 

・離席時の PC電源 OFF 

・休憩時間の消灯 

・事業所月次排出状況の確認 

・クールビズ、ウォームビズの実践 

福江事業所 34,189 33,847  

津事業所 22,154 21,932 

四日市倉庫 1,056 1,045  

中川倉庫 3,766 3,728 

合計 139,796 138,397   

名南改良土 C エネルギー 163,085 161,454 ・生産設備の連続稼働（設備維持管理徹底） 

・生産量の調整 

・重機可動範囲改善およびアイドリングストップ

の徹底 

・効率の良い空調機器への更新 

重機燃料（軽油） 241,132 238,721 

合計 404,217 400,175 

一般車両 ガソリン 581,343 575,530 ・エコドライブの徹底 

※新型コロナウィルス感染症対策による車両使用 

中も含む 

・遠方移動時の低燃費車両の使用 

・低排出ガス車、アイドリングストップ機能装備

車への随時更新 

軽油 39,573 39,177 

CNG 30,763 30,455 

合計 651,679 645,162 

全社合計 1,195,692 1,183,734  

*1 新型コロナウィルス感染症対策におけるエネルギー使用量増加を想定し、基準値は基準年度（2018年）の実績値に対しガス+30％、電気+10％ 

ガソリン+20％として取り組みを実施していく 

 

※資源循環・環境社会貢献活動、水資源への環境活動および環境教育については、継続して 

取組み実施（記載は省略） 
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５．環境関連法規の遵守状況の確認および評価の結果並びに違反、訴訟等

の有無 
 

（１）環境関連法規の遵守状況の確認 

当社事業に関わる主な環境法規制、協定等は以下の通りで、遵守状況を確認するため、2020年 7月～9月

の間で、東邦ガス㈱と連携し、環境自主監査*1 を全事業所で実施し、適正に遵守されていることを確認しま

した。 

尚、訴訟、関係当局からの指摘は、過去 10年間ありません。 

法規等の名称（規制法律） 実施義務・規制基準等 監査結果 

工場立地法 ・行政への届出 ○ 

騒音規制法 
・規制基準の遵守 

・行政への届出 
○ 

振動規制法 
・規制基準の遵守 

・行政への届出 
○ 

浄化槽法 ・定期清掃・点検 ○ 

消防法 

・防火管理者の選任 

・消化設備の維持点検 

・危険物（生石灰）貯蔵または取扱いの届出 

○ 

大気汚染防止法 ・粉じん発生施設の届出・維持管理 ○ 

公害防止組織の整備に関する法律 ・公害防止統括管理者（代理者）の届出 ○ 

公害防止協定（愛知県東海市） ・協定の遵守 ○ 

緑化協定（愛知県東海市） ・協定の遵守 ○ 

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法 ・重点対策地域での排出基準遵守 ○ 

建設リサイクル法 ・廃棄物リサイクル計画の届出に関わる事項 ○ 

フロン排出抑制法 ・業務用フロン使用機器の点検 ○ 

省エネ法 

・管理標準の設定、省エネ措置の実施 

・省エネ活動のため、事業所別に、中長期的に年 1%

以上のエネルギー消費原単位の改善目標を設定 

○ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

・産業廃棄物処分業・収集運搬業許可に関わる届出・

施設の維持管理 

・廃棄物処理業・収集運搬業者の契約に関わる事項 

・産業廃棄物マニフェストに関わる事項 

○ 

廃棄物の適正な処理の促進に関する

条例（愛知県） 

三重県産業廃棄物の適正な処理に関

する条例 

名古屋市産業廃棄物の適正な処理及

び資源化の促進に関する条例 

・廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする場合

は、委託先の事業者が廃棄物を処理する能力を備

えていることの確認 

・廃棄物の運搬又は処分を委託した後は、毎年その

事業者の処理の状況などの確認 

・委託先での不適正処理を知ったときは、必要な措

置を講じ、知事等へ報告 

○ 

*1環境自主監査の実施方法 

①所属事業所のセルフ（1次）監査を 1次監査員が実施 

②その 1次監査結果が適正であるかを全社の監査員が 2次監査として実施 

 

 


