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環境活動レポート 
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会社概要 

組織の概要 

企業名 株式会社ミライ化成 

代表取締役社長 中川 景介 

所在地 
本社：      長野県千曲市雨宮2473 
長野事業所： 長野県千曲市雨宮2473 
伊那事業所： 長野県上伊那郡南箕輪村9003-1 

環境保全担当者 
環境管理責任者：  寺澤 章 
管理事務局担当者：  村松 浩実 

連絡先 026-274-7667 

従業員数 42名 

資本金 2,000万円 

売上高 5,250百万円 

事業所床面積 2,375㎡ 

事業内容 
化学薬品、医薬品及び食品添加物等の販売業務、 
倉庫業・配送業、一般貨物運送業、酒類販売 

認証登録範囲 全組織・全活動 

危険物倉庫 温度管理倉庫 一般倉庫 緑地 

温度管理車両 エコナビ 温度監視システム 自然光を取り入れ節電 

本社・長野事業所 倉庫 伊那事業所 
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株式会社ミライ化成は地球環境の保全が人類共通の最重要課題
の一つであることを認識し、化学薬品及び食品添加物を販売して
いくうえで地球環境の保全に配慮して行動します。 

私たちは環境にやさしい、よりよい企業活動を行う 

1. 環境マネジメントシステムを構築し、環境汚染の防止及び環境
保全活動の継続的改善・向上を図ります。 

2. 環境保全に関する全ての法規制及び当社が受け入れた利害
関係者の要求事項を遵守します。 

3. 事業活動の中で、特に以下の項目について優先的に活動を推
進します。 
 
 

 
 
 

4. この環境方針の達成のため、環境目的・目標を設定し、全従
業員を挙げて環境活動を推進していきます。 

5. この環境方針は全従業員へ周知するとともに一般へも公開し
ます。 

①環境保全活動 
②顧客の「グリーンパートナー」としての機能強化 
③省エネルギー活動 

基本理念 

環境方針 

平成27年4月1日更新 
株式会社ミライ化成 代表取締役 中川 景介 
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代表者（社長） 

環境管理責任者 

ワーキンググループ 

長野事業所 伊那事業所 

環境事務局 

内部監査チーム 

営業部 業務部 営業部 業務部 

環境管理体制図 

代表者
（社長）

環境管理
責任者

環境
事務局

部門長

全従業員

 ・自部門における環境経営システムの実施
 ・自部門における環境方針の周知
 ・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
 ・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

 ・環境管理責任者の補佐
 ・環境負荷の自己チェック及び環境への取組み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
 ・環境関連法規等取りまとめ票の作成
 ・環境関連法規等取りまとめ票に基づく遵守評価の実施
 ・環境関連の外部コミュニケーションの窓口
 ・環境活動レポートの作成・公開

 ・環境経営システムの構築・実施・管理
 ・環境関連法規等の取りまとめ票を承認
 ・環境目標・環境活動計画書を確認
 ・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

 ・環境経営に関する統括責任
 ・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
 ・環境管理責任者を任命
 ・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

 ・環境方針の理解と環境への取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

役割・責任・権限
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環境目標及びその実績 
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           年 度 
  項 目 

2014年 2015年 
上段：通年 

2016年 2017年 

（基準年度) （目標） （実績） （目標） 

基準年度比 
（目標） 

基準年度比 

電力の二酸化炭素 
排出量削減 

kg-CO2 65,091 64,440 62,315 63,789 63,138 

基準年度比  99% 103% 98% 97% 

ガソリンの二酸化炭素
排出量削減 

kg-CO2 186,710 184,843 175,377 182,976 181,109 

基準年度比  99% 105% 98% 97% 

上記二酸化炭素 

排出量合計 

kg-CO2 234,393 232,049 221,027 229,705 227,362 

一般廃棄物の削減 
  

kg 17,000 10,200 9,200 10,200 10,200 

基準年度比  60% 111% 60% 60% 

産業廃棄物の削減 
 

kg 20,000 1,900 23,800 1,900 1,900 

基準年度比  95% 79.8% 95% 95% 

節水 
㎥ 268 262 264 262 262 

基準年度比  98% 99% 98.0% 98.0% 



環境活動の取り組み計画と評価 

取り組み計画　　◎よくできた、○まあまあできた、△あまりできなかった、×できなかった

達成状況

◎

◎

◎

◎

◎

○

◎

○

◎

○

◎

◎

◎

○

◎

◎

◎

○

◎

◎

○

△

夏季冬季と外気温に左右される状況であるが、オ
フィスのクールビズ・ウォームビズは浸透してお
り、パソコンのピークカットの対策等も行われてい
る。倉庫の荷の出し入れに気を付けたい。

リサイクル率は向上している。
更なる削減の為　分別の徹底をする。

全体的に見て人員増や遠距離への営業が増加してい
るが、ハイブリッド車への入れ替えやエコドライブ
の心掛けで燃費は良くなっている。

計画通り行えた。
社員の積極性も出てきて業務にプラスになってい
る。

商品勉強会の参加も積極的で販売も増加している。
新しい商品への取組みを進めていく。

環境配慮型融雪剤の販売は価格が現行塩、塩カルよ
り高価なので販売は民間など限定的であったが選択
肢の一つとして認知されたと感じる。

水の使用量についてはほぼ生活水のして使用の為、
人員増ではあったが前年並であり節水への取組みは
浸透している。

コンプライアンスの関係で裏紙使用が禁止の為、印
刷時の工夫等で削減に努めていく。

評　価（結果と今後の方向）

・エアコンの設定温度徹底
  （冷房28℃、暖房20℃）

・休み時間・不要時の消灯の徹底

・エコナビによる消費電力の監視

・パソコンのピークシフト（夏季）

・クールビズ・ウォームビズ実施

電力による二酸化炭素排出量の削減

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

・社有車のハイブリッド車導入

・エコドライブの徹底（ﾃﾚﾏﾃｸｽ）

・燃費リストの作成

・緊急事態対応訓練

社会貢献

節水

・全員で節水に心がける

産業廃棄物（廃プラ）の削減

・被災地への救援活動

・会社周辺の清掃活動

製品への環境配慮

・アイスメルターの販売

・5年保存水

グリーン購入

・LED・エコクロスジャケットの販売

・洗浄溶剤、金属リサイクルの推進

・グリーン商品を積極的に取り上げる

・分別の徹底

・ラップフィルム・PPバンドの有効利用

一般廃棄物の削減

・分別の徹底

・紙のリサイクル化の更なる徹底

・会議資料などのペーパーレス化

取り組み計画　　◎よくできた、○まあまあできた、△あまりできなかった、×できなかった

達成状況

○

◎

○

全体的に見て人員増や遠距離への営業が増加してい
るが、ハイブリッド車への入れ替えやエコドライブ
の心掛けで燃費は良くなっている。

評　価（結果と今後の方向）

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

・社有車のハイブリッド車導入

・エコドライブの徹底（ﾃﾚﾏﾃｸｽ）

・燃費リストの作成

◎

○

◎

◎

◎

リサイクル率は向上している。
更なる削減の為　分別の徹底をする。

コンプライアンスの関係で裏紙使用が禁止の為、印
刷時の工夫等で削減に努めていく。

産業廃棄物（廃プラ）の削減

・分別の徹底

・ラップフィルム・PPバンドの有効利用

一般廃棄物の削減

・分別の徹底

・紙のリサイクル化の更なる徹底

・会議資料などのペーパーレス化

○ 水の使用量についてはほぼ生活水のして使用の為、
人員増ではあったが前年並であり節水への取組みは
浸透している。

節水

・全員で節水に心がける
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取り組み評価：  ◎よくできた 〇できた △あまりできなかった ×できなかった 
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環境活動の取り組み計画と評価 

○

◎

環境配慮型融雪剤の販売は価格が現行塩、塩カルよ
り高価なので販売は民間など限定的であったが選択
肢の一つとして認知されたと感じる。

製品への環境配慮

・アイスメルターの販売

・5年保存水

◎

○

△

計画通り行えた。
社員の積極性も出てきて業務にプラスになってい
る。

・緊急事態対応訓練

社会貢献

・被災地への救援活動

・会社周辺の清掃活動

取り組み計画　　◎よくできた、○まあまあできた、△あまりできなかった、×できなかった

達成状況

◎

◎

◎

商品勉強会の参加も積極的で販売も増加している。
新しい商品への取組みを進めていく。

評　価（結果と今後の方向）

グリーン購入

・LED・エコクロスジャケットの販売

・洗浄溶剤、金属リサイクルの推進

・グリーン商品を積極的に取り上げる

2014年度 
売上高 グリーン調達 

売上比（％） 
（千円）  金額 （千円） 

年間 5,259,930 146,022 2.8% 

2015年度 
売上高 グリーン調達 

売上比（％） 
（千円）  金額 （千円） 

年間 5,206,151 217,449 4.2% 

2015年度総売上に対するグリーン調達品の販売比率3%をめざす。 

2015年度売上比の3%を目標に行動した結果、4.2%の実績となりました。 

漏洩事故訓練 白馬被災地の廃棄物集積作業 被災地への救援活動 
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代表者による全体の見直しと評価 

2015年を振り返り、ゲリラ豪雨災害や昨年の白馬神代地震そして2016年
4月に発生した、熊本の震災など改めて、自然、環境保全の大切さを感じ
ました。  
 

当社に於きましては、改善活動を通じて、全社員が省エネルギーへの意
識を高め、社員の健康と安全を守り、無理・無駄をなくす事に努めました。 
 

また事業活動を通じ、より環境負荷の少ない商品をお客様に提案して地
球環境の保護を進めてきました。本年度は災害に見舞われました白馬神
代地区に社員有志がボランテア活動と長期保存水の提供を行い社会献
上活動を推進しました。 
 

貨物自動車運送事業の認可を受け事業を拡大する一方、より一層の交
通安全とＥＣＯ運転活動に努めました。 
 

2015年振り返り 

次年度に向けて 

環境方針の見直しを行った結果、現方針を継続すると共に、エコ商品の
販売など更なる環境負荷対策に注力していきたい。 
 

前年度の具体的な行動目標を更に見直し、対策の取れていないものや
新たな施策とて加えていくもの等を整理し、化学品専門商社として自らの
事業活動を通じてエネルギー消費、CO2 削減、グリーン調達活動の推
進への取り組みを拡大していく。 
 

また、良き企業市民として社員が社会とともに取り組む社会献上活動を
増やすよう支援します。 

平成28年3月31日 
株式会社ミライ化成 代表取締役 中川 景介 
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環境関連法規制等取りまとめ表 
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番号 環境法令 内容 確認 実態 

1 悪臭防止法 

測定・届出の義務はないが、事故が
あった場合、市長への報告が必要 
 

○ 

薬品の適正な保管  
温度管理 

2 
廃棄物処理及び 
清掃に関する法律 

廃棄物の分別・保管場所での廃棄物
の種類や管理者の表示 
廃棄物の運搬及び処理の委託契約、
マニフェストの交付及び回収 
マニフェスト実績報告（H20年6月より） 
 

○ 

一般廃棄物、産業廃
棄物の適正管理 

3 薬機法 

医薬品卸販売業・高度管理医療機器
の適正な保管及び販売 
 

○ 

  

4 
毒物及び 
劇物取締法 

毒物劇物取扱責任者の選任 
盗難防止の処置、飛散や漏洩の予防
処置 
容器や貯蔵所に［医薬用外］・［毒物］・
［劇物］の表示、施錠 
事故、盗難、紛失の届出及び譲受書
の保管 
 

○ 

毒物・劇物 指定倉庫 

5 環境基本法 

事業活動に係る製品等が廃棄物と
なった場合の対応 
環境への負荷の低減、環境保全に努
め、国または地方公共団体に協力す
る 
 

○ 

  

6 
地球温暖化対策の
推進に関する法律
（温対法） 

テレマティクスを取付け、エコドライブ
に努め、燃費の向上とCo2削減に取り
組む節電 
 

○ 

ハイブリット車の導入 
エコドライブの推進 
クールビズ、ウォーム
ビズの実施 

環境関連法規の遵守状況を実施した結果、環境法規等への違反、訴訟
はありませんでした。 



環境関連法規制等取りまとめ表 

作成日：  2016年3月31日   
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番号 環境法令 内容 確認 実態 

7 グリーン購入法 

グリーン製品を優先的に購入、使用 
再使用又はリサイクルし易い製品を優先
的に購入、使用する 
 

○ 

  

8 

特定化学物質の環境
への排出量の把握及
び管理の改善の促進
に関する法律（ＰＲＴＲ
法） 

年一回の排出量と移動量の届出 
対象事業所：47種、製造業は全業種 
常用雇用者数２１人以上 
取扱量が第１種指定化学物質で年間1t 
特定第１種指定化学物質が0.5ｔ以上（例 
アセトアルデヒド、石綿、水銀及びその化
合物、トリクロロエチレン、トルエン、ニッケ
ル等 
 

○ 

製造業では無いが販
売業者として、取扱量
を把握する 

9 消防法 

危険物の貯蔵又は取扱と設置の許可 
危険物保安監督者の設置届 
危険物の貯蔵又は取扱所の定期点検と
記録の保存 
火災予防規定を定め、市長の許可を得る 
消火器の設置 
警報機の点検実施 
 

○ 

危険物倉庫保管 
第４類許可数量 
長野  62,400Ｌ 
伊那  6,320Ｌ 
 
※毎月棚卸にて把握 

10 労働安全衛生法 

MSDSの交付 
化学物質等の表示・文書交付制度 
（2006年12月1日実施） 
 

○ 

  

11 道路法 
荷崩れ防止の為の固定ベルトを使用 

○ 
箱車 ラッシングベルト
の装着、ラップ巻 

12 道路運送車両法 
車検登録、点検、整備 

○ 
  

13 道路交通法 

安全運転の実施 
（テレマテクス・交通安全講習） 
運行日報の確認と保管 
積載量の遵守 

○ 

テレマテクスによる運
行記録の確認と指示 

14 倉庫業法 

営業倉庫の適正な保管業務 
安全対策 
 

○ 

  

15 フロン排出抑制法 
管理する第一種特定製品の設置環
境・使用環境の維持保全 ○ 


