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環 境 経 営 方 針
株式会社リバイブは、経営の根幹にある 「善・循環社会」 「自然に生かされ全生命との共存」
「人間が人間らしく生きる」ことのできる環境つくっていくこと、地球環境の保全が経営の最重要
課題であると認識し、その事業活動を通じて資源の有効活用及び環境保全の推進を目指し全従業員
及び、当社で働く人々の力を結集し以下の取組みを実施いたします。
基本方針
１．事業活動に関わる環境保全に関する法令、自治体との協定及び当社が合意した業界の規範を順
守し、更に、技術、経済的に可能な範囲で制定した自主規準を遵守する。
２．事業活動の各分野において、以下の項目を重点項目として環境保全活動に取り組む。
① 地球温暖化防止のため「脱炭素」に向けた再生可能エネルギーへの転換
② 資源の有効活用
③ 廃棄物の削減とリユース・リサイクルの推進
３．環境経営方針達成のため、環境経営目的及び環境経営目標を設定し、この目的・目標を達成す
るために全従業員及び当社のために働く全ての人々をあげて環境マネジメント活動を推進する。
また、この環境経営目的及び環境経営目標を定期的に見直し、必要に応じて改訂する。
４．全体会議や情報共有ツールを活用して、当社の従業員及び当社のために働く全ての人々への環
境経営方針の理解と環境情報の周知徹底を行ない、環境保全に関する意識の向上を図る。
≪法令等の順守≫

業務に関する法令、条例、その他協定等について、順守し、管理を徹底しま

す。
≪地域環境の保全≫ 弊社の活動から発生する汚染等を予防し、地域との共生を目指し、美観・景
観を含む地域環境保全活動に取り組みます。
≪環境経営目的・目標の設定と継続的改善≫ 環境目的及び環境目標を設定し、実行し、見直しを
行います。また、システム、パフォーマンスの継続的改善を図ります。
≪資源の回収≫

弊社の活動から排出される廃棄物、収集する廃棄物の中から、資源物を積極
的に回収し、廃棄物の削減を行います。

≪エネルギー対策の実施≫

施設及び活動で使用するエネルギーを管理し、無駄な使用を抑制し、

購入する製品についても出来る限り、省エネ製品を購入します。
≪資源の有効利用≫ 限りある資源の有効利用として、出来る限り、エコ商品を購入します。
≪周知と公開≫
この環境方針を全社員に周知徹底し、一般へも公開します。
制定 2006 年 12 月 1 日
改定 2021 年 11 月 19 日
株式会社リバイブ 代表取締役 平沼 伸基
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事業概要

１）事業者名及び代表者名
事業者名
代表者名

株式会社リバイブ
代表取締役 平沼 伸基

２）所在地
本社及び弥富クリーンセンター：
愛知県弥富市西中地町五右 135-2
電話：0567-65-8870 FAX：0567-65-8871

３）環境保全関係の責任者連絡先
環境管理責任者：久田 佳典
本社／弥富クリーンセンター
電話：0567-65-5098 FAX：0567-65-5099
Ｅ-ｍａｉｌ：info@revive.co.jp
ＵＲＬ：https://revive.inc/

４）事業活動
サイト

事業活動

＊本社等

・オフィス活動（施設管理業務を含む）

（本社屋・倉庫・

・計画、設計に係る活動

資材機材置場）
＊中間処理施設

・その他の活動（技術開発、地域貢献等）
・産廃の収集運搬、破砕･選別等の中間処理に係る活
動

＊建設現場等
（解体･改修現場

・建物及び構造物の内外装改修工事、解体撤去工事に
係る活動

等）

5）認証登録の対象組織と活動
本社・弥富クリーンセンター
対象活動は、【リサイクル事業】を主とする上記４）。
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６）事業内容と沿革
【リサイクル事業】総合解体工事・産業廃棄物収集運搬、中間処理
【リユース事業】建材・古材の買取・販売
「食農循環」「農福連携」の取り組みに関わる推進支援活動

沿

革

1964 年１月

名古屋市中村区畑江通 1-15 にて平沼在載が平沼建設として創業

1980 年５月

名古屋市中村区畑江通 2-26 にて平沼建設工業と改称

1984 年８月

資本金 3,000,000 円にて平沼辰雄が株式会社平沼建設工業設立

1989 年７月

資本金 6,000,000 円に増資

1992 年２月

資本金 12,000,000 円に増資

1993 年４月

産業廃棄物中間処理施設弥富クリーンセンター開設

1994 年２月

産業廃棄物中間処理施設弥富クリーンセンターに最新焼却炉稼働

1999 年８月

株式会社リバイブに社名変更

1999 年 11 月

産業廃棄物中間処理施設弥富クリーンセンター内破砕施設開設

2002 年

焼却炉閉鎖

2006 年７月
2007 年 12 月

愛知県弥富市西中地町五右 135 番地 2 に本社移転
エコアクション 21 認証・登録

2008 年８月

移動式混合物自動選別システム（フォスベル SUPEX65System)導入

2009 年７月

愛知県循環型社会形成推進事業補助金交付決定を受ける（食農循環）

2011 年２月

復興事業として宮城県石巻市に混合選別機 1 号機を設置（全 5 か所に設置）

2011 年７月

優良産廃処理業者認定（収集運搬業

2011 年 12 月

岐阜県・三重県）

優良産廃処理業者認定（収集運搬業・処分業

愛知県）

2013 年９月

代表取締役社長に平沼伸基が就任

2016 年２月

資本金 20,000,000 円に増資・特定建設業許可取得

４月

あいちｺﾐｭﾆﾃｨ財団「寄附付き商品」第 1 号として｢まごころ解体｣を登録調印

2017 年 11 月

産廃適正処理について平沼会長が第 69 回愛知県表彰式にて、表彰を受ける

2018 年 12 月

産廃排出事業者向けに「分別排出の手引き(第１版)」作成

2019 年８月

解体材・古材のリユース事業開始

2020 年

Re ブランディングプロジェクトにより、ロゴマーク改訂
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７）事業規模
資本金

２,０００万円
１６億８,２００万円 （ 令 和 ２ 年 8 月 ～ 令 和 ３ 年 7 月 ）
４８人（令和２年７月現在）
２,７０７．０９㎡（本社屋・休憩室含む床面積 ８９２．２４㎡）
積替･保管 所在地：弥富市西中地町五右 135 番地 2
保管面積：１８１㎡
保管上限：１９２．６０㎥
高 さ：３ｍ
１０５．７㎥／日（処理能力）
弥富市西中地町五右 119-3、120-1、121-1、125-1、
蟹江町須成西 3-78（面積 約３,６００㎡）
桑名市多度町猪野飼（面積 約２４,０００㎡

８）実施体制図

従事者総数
４８名
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9）処理実績 （令和 ２ 年 ８ 月～令和 ３ 年 ７ 月）
収集運搬量 48,409ｔ（対前年比 11,424ｔ増）
中間処理量 25,339ｔ（対前年比
元請排出量

208ｔ減）

4,739ｔ（対前年比 1,992ｔ減、再生処理 95％）

グラフ－Ⅰ

グラフ－Ⅱ
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１０）処理工程図

持

込

収集運搬

（取扱品目
：下表許可証品目一覧参照）
受入

事業範囲

中間処理（破砕及び選別）

再資源化

再中間処理

再資源化

最終処分

最終処分

許認可品目一覧表

◎は積替･保管を含む

１１）廃棄物等処理料金
主要事業である廃棄物処理料金は概ね 9,000 円／㎥ですが、種類により異なりますので、
詳しくはリサイクル事業部（℡0567-65-5098）までご相談下さい。
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１２）業に関わる許認可内容
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１３）所有設備
運搬車輛の種類と台数
４ｔコンテナ車
４台
４ｔクラム車
１台
８ｔｸﾗﾑｺﾝﾃﾅ車
１台
２ｔコンテナ車
２台
１.５ｔ平ボディ車 ４台
４ｔユニック車
２台
８ｔユニック車
１台
８ｔコンテナ車
１台
１０ｔコンテナ車 １台
１０ｔダンプ車
１台
３ｔﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ車
２台

コンテナ車

ユニック車

パワーゲート車

ダンプ車

クラム車

スイーパー

機械設備
破砕機
１基
選別ライン
１基
(以上､許可能力 105.7 ㎥/日)
バックホー
４台
ホイールローダー ２台
フォークリフト
２台
スイーパー
１台
乗用車(営業車) １３台
（令和 ３ 年７月現在）

フォークリフト

ホイールローダ

破砕機

選別ライン
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バックホー

環境経営目標
前回の中間審査の際、第３６期（令和 元 年８月～令和 ２ 年７月）実績を新たな基準年とし、数
値目標は同基準年対比で二酸化炭素換算総排出量の５％削減としました。
なお、有害化学物質については、取り扱い実績がないので、環境経営目標からは除外します。
※ 削減目標に関連する必須３項目を踏襲しつつ、負荷発生業務毎の目標を参考指標として設定します。

表－Ⅰ
削減項目
／ｔ
／百万円
総排出量(ｔ-CO２）
※再エネによる削減
を算入済数値

２０１９年度

２０２０年度

２０２１年度

２０３０年度

２０５０年度

(R１.8 月～Ｒ２.7 月)

(R2.8 月～Ｒ3.7 月)

(R2.8 月～Ｒ3.7 月)

(R11.8 月～R12.7 月)

(R2．8 月～R3．7 月)

新基準年

目標
総排出量 5%減

総排出量で
８％削減

総排出量で
48.5％削減

総排出量で
100％削減

４７７.６
ｔ-CO2

２６７.３
ｔ-CO2

０.０ｔ-CO2

５１９.１
ｔ-CO2

６.８１ kg-CO2
７.５１ kg-CO2
２０.４３kg-CO2
７.４４ kg-CO2

６.６０ kg-CO2
７.２７ kg-CO2
１９.７８kg-CO2
７.２０ kg-CO2

０. １１８ｔ

０.１１２t

０.２０６ｔ

上水総使用量
／売上百万
再エネ利活用
による削減分

収運負荷／運搬量
処理負荷／処理量
営業車負荷/売上百万
事務棟負荷/売上百万

埋立量
／中間処理量
埋立量
／元請現場発生量

７.１７
７.９０
２１.５
７.８３

４９３.１
ｔ-CO2

３.３kg-CO2
３.０kg-CO2
１０.０kg-CO2
０.０kg-CO2

kg-CO2
kg-CO2
kg-CO2
kg-CO2

０.１０９t

０.０７t

０.０７t

０.１９６ t

０.１９０ t

０.０７t

０.０７t

０.２２５㎥

０.２１４㎥

０.２０７㎥

０.２０㎥

０.２０㎥

１１.３t-CO2
代替率 2.14％

１５.０t-CO2
代替率 2.99％

２３.０t-CO2
代替率 4.74％

100.0 t-CO2
代替率 36.8％

300.0t-CO2
代替率 100％

kg-CO2
kg-CO2
kg-CO2
kg-CO2

① ＣＯ２ 排出量は、電気使用量、化石燃料使用量（重機用の軽

二酸化炭素の削減

油、運搬車両用軽油、営業車等のガソリンとＬＰＧガス）

削減幅

の合計とし、基準年の総排出量は、太陽光発電による再生
ＣＯ２ ＣＯ２ ＣＯ２
排出量 排出量 排出量

可能エネルギーの売電部分を総量から減算しています。
業務負荷毎の原単位排出量は、参考指標として掲載します。
（P4 処理実績：処理量、P9 削減目標と実績・評価参照）
② 埋立量は、負荷自己チェック表のシート５、６の集計の埋立量及
び中間処理量より算出することとし、基準年の５％の削減を目標
としました。

基準年

※

2020

2021

ＣＯ２
排出量

2030

2030 年以降の削減目標は、技術革新の社会
的普及に依り、それを積極的に取り入れるこ
とを想定した目標としています。

③ 水は上水使用量がそのまま公共水域へ排水されるものとして、基準年の５％削減を目標としました
④ 上記数値目標のほか、当社は環境配慮普及活動として以下の取り組みを推進しました。

ａ．排出事業者へ、分別排出を実施するため、「分別排出の手引き」に基づいた不適切分別情報を
「イエローカード」として発行し、排出事業者の廃棄物発生抑制の取り組みを支援した。
ｂ．グリーン購入促進のため、事務用品調達でエコ関連商品調達率５０％以上を目標とした。
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環境経営計画
37 期は、中期計画に基づいた４つのプロジェクトを立ち上げ、「働き方改革」「ＳＤＧｓ」等との
関連で環境への取組みを行い、月例会議にて進捗の確認と課題の洗い出しを行った。

１）二酸化炭素排出量の削減取組み
①油圧・破砕設備の省エネ管理：設備点検、省エネ運転、日常点検による適正管理等
②節電管理の徹底：節電呼びかけ、冷暖房温度管理、スポット照明、LED 照明の継続等
③エコドライブの推進：車輌日常点検、急発進・急加速抑制、燃費管理（月次集計・報告）
④アイドリングストップの実践：駐停車時抑制、暖気運転抑制
⑤運搬車両用の化石燃料由来の排出量削減のため、適正運行管理の徹底による輸送効率の向上

車両日常・月次点検表
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図－Ⅰ

２）廃棄物最終処分量の削減取組み
①一般廃棄ごみの削減：廃棄ごみ（可燃ごみ、不燃ごみ）
、特に不燃ごみの徹底削減
②産業廃廃棄物の排出現場での 1 次選別の徹底、講習会・勉強会の開催
③客先分別促進注意喚起通知文（イエローカード）の配布、分別排出モデル現場提案の実施
④搬入廃棄物の分別困難物について、社内ネットを利用した情報共有

３）水使用量の削減取組み
①節水弁の取付け
②無駄の削減：節水呼びかけ、こまめな止水
③散水時雨水利用の促進

４）環境配慮普及活動の促進
① ソフトエネルギーの活用、環境機器の普及促進
･太陽光発電：本社建屋大屋根の既設に加え、おひさま自然ｴﾈﾙｷﾞｰ㈱と連携し３５ｋW を維持
･太陽光追尾形採光灯４０Ｗ相当,２０基
･風力発電 定格 1.8ｋＷ
②環境活動の実施および環境活動支援の推進
･農福連携を視野に入れた NPO 障害者雇用創造センターとの協働による多肉植物ハウス栽培支援
･地域資源を活用した水稲作・地酒醸造・ﾘﾕｰｽびん普及をｺﾝｾﾌﾟﾄとした食農循環活動の推進

太陽光発電パネル（屋上・壁面に設置）

太陽光集光システム「ひまわり」
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５）グリーン購入の促進
① 事務用品・ＯＡ機器等における環境配慮商品（環境ラベル付製品）の選定
② 設備機器の追加・更新時における環境配慮製品の選定
６）解体工事における環境配慮の推進
① 「まごころ解体」基準書において、現場周辺環境への配慮を推進
② 分別困難廃棄物の発生抑制に効果のある解体工法・手順の検討・研究

環境経営目標の達成実績
環境への取り組みの実施期間を、2020(R2)年８月から 2021(R3)年７月の１年間として、2019(R1)年
度･３６期原単位を基準として、目標値との達成状況を次の表に示します。数値は「処理量(受入産廃
量比重換算値)」原単位（１ｔ当たり）で換算し、エネルギー使用量については、エネルギー単位を合
わせるため、ＭＪ表示としました。但し､令和元年度実績は「運搬産廃量比重換算値」原単位を採用し
削減目標と実績・評価

削減項目
／ｔ
／百万円

表－Ⅱ
２０１９年度

２０２０年度

２０２０年度

削減率

(R１.8 月～Ｒ２.7 月)

(R2.8 月～Ｒ3.7 月)

(R2.8 月～Ｒ3.7 月)

（％）

新基準年

目標
総排出量 5%減

実績

総排出量(ｔ-CO２）
※再エネによる
削減を算入済数値

５１９.１ｔ-CO2

評価
○△×

３.４％

△

kg-CO2
kg-CO2
kg-CO2
kg-CO2

２０.３％
３.２％
△45.1%
△16.7%

４９３.１ｔ-CO2

５０１.４ｔ-CO2

６.８１
７.５１
２０.４３
７.４４

５.４３
７.２７
２９.６５
８.６８

埋立量/収集運搬量
埋立量/元請現場発生量

０.１１８ｔ
０.２０６ ｔ

０.１１２ ｔ
０.１９６ ｔ

０.０７１ ｔ
０.０７３ ｔ

３６.６％
６２.７％

○
○
×
×
○
○

上水総使用量
／売上百万

０.２２５ ㎥

０.２１４ ㎥

０.３５３ ㎥

△65.0%

×

再エネ利活用分

１１.３t-CO2
代替率 2.14％

１５.０t-CO2
代替率 2.99％

１１.０t-CO2
代替率 2.15％

収運負荷／運搬量
処理負荷／処理量
営業車負荷/売上百万
事務棟負荷/売上百万

７.１７
７.９０
２１.５
７.８３

kg-CO2
kg-CO2
kg-CO2
kg-CO2

＊評価欄は、削減目標値を達成した場合は

kg-CO2
kg-CO2
kg-CO2
kg-CO2

×

○

基準年より負荷が上回った場合は

×、

削減したが目標に満たない場合は

△、と表示しています。

※1 電気使用量のＣＯ2 排出係数は、2019 年度中部電力速報値０.４５８kg-CO2/kWh を使用。
＊グリーン電力・太陽光発電等再エネ採用効果････排出量５１１.９ｔ

グラフ－Ⅲ

グラフ－Ⅳ
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⇒

５０１.４ｔ（△１０.５ｔ）

＜達成状況＞

二酸化炭素排出量の削減
グラフ－Ⅴ 二酸化炭素排出量

１）３７期は、売上実績が対前年比１８.３％の大
幅な減少でしたが、車両台数の増車もあり、
社全体の二酸化炭素排出総量は５１１.９ｔCO2 と７.１６ｔ-CO2 の微減に止まりました。
削減目標に対しては、グラフ-Ⅴ・Ⅱに示した
ように、中間処理施設の高圧電力を 7 月より
グリーン電力に切り替えたこと及び太陽光発
電の売電分による相殺分に依り１７.６ｔ-CO2
（３.６％）減に止まり、達成は叶いませんで
した。
また、原単位あたりの二酸化炭素排出量は、主な業務部門別に運搬量・中間処理量、売上高
百万円あたりの参考指標として示しました。物流部門･中間処理部門共に削減目標は達成して
います。なお、グラフ-Ⅴに示す様に、二酸化炭素換算排出総量に対する運搬総量ｔあたりの
原単位としては、同様の算出方法により基準年１２.５ｔ-CO2/ｔに対し、１０.６ｔ-CO2/ｔと
１５.２％の削減を達成しています。
グラフ－Ⅵ 業務管理、営業･解体部門排出量

業務部門別の原単位排出量で、業務管理部

他は右目盛り

左目盛り

門、営業･解体業務部門の実績が目標を大きく
下回ったのは、グラフⅥに示す様に、部門毎
の二酸化炭素排出量の増減（棒グラフ）より
売上高の減少幅が大きく、原単位としては何
れも排出量増加となったものです。（業務管理
部門は、排出量が 16.13⇒14.6kg-CO2 と削減
はしたが、原単位としては 7.83⇒8.68kg-CO2/
百万円と増加した。）
＜ＣＯ２総排出量＞令和２年度実績５０１,４１ｔ（基準年の９６.６％）
％）
廃棄物最終処分量は、再処理先のリサイクル率把握の遅れや
廃棄物最終処分量の削減

集計精度が低いため、表Ⅰでは参考数値として表示します。
グラフ－Ⅶ

２）水 使 用 量
水使用量の削減

は、運搬車両増
車もあり洗浄用

および圃場（ハウス栽培）灌水用の使用量が増
え、新基準年の前年度より６５％の増加となり
ました。
来期は農場でのハウス増設もあり、用途を分け
て集計する様対策を取ります。（グラフ－Ⅶ）
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再生可能エネルギーの創出・利用
４）再生可能エネルギーの活用は、おひさま自然エネルギー㈱と連携して増設した太陽光発電パネ

ルを含め定格容量３５kw での発電を行い、年間 30,000kWh 以上を発電したと推測していますが、
一部のユニットでパワーコンデンサの不調が今期も計３ヶ月続き、発電ロスが発生したとみられ
ます。電力自給量は計測できない状態が続いていますが、売電量 22,193kwh は購入電力の 42％に
相当し、ＣＯ２に換算して 10,164 ㎏の削減に貢献できたこととなります。（グラフ-Ⅲ・Ⅳ）
グラフ－Ⅷ ３６期再エネ月別発電・電気消費量

グラフ－Ⅸ ３７期再エネ月別発電・電気消費量

また、検針メーター別の電気消費量内訳の上グラフⅧ・Ⅸでは、３７期に第二駐車場で増設さ
れたこと、及び中間処理施設の高圧電力を 2021(R3)年７月より出光グリーンパワーからの排出係
数ゼロのプレミアムゼロプランの供給に切替えたことを表示しました。後者は今後の実績ではゼ
ロカウントできるものとなります。
図－Ⅱ プレミアムゼロプラン概要

※「プレミアムゼロプラン」は、再生可能エネル
ギー（FIT 電気※1 含む）100%の電源構成
に、トラッキング付非化石証書※2 を組み合
わせることで、供給する電力の CO2 排出量
が実質ゼロとなるプランです。
※1 固定価格買取制度（FIT）によって電気事業者に買い取られた
再生可能エネルギー。FIT 電気の CO 2 排出量は、火力発電な
ども含めた全国平均の電気の CO 2 排出量として扱われます。
※2 環境価値の由来となった再生可能エネルギー電源の発電方法
や所在地などの属性情報を明らかにした非化石証書。この非化
石証書を活用した電気を小売電気事業者が販売した場合、その
電気は再生可能エネルギー由来として扱われ、RE100 を宣言す
る企業・団体の取組にも活用できます。
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グラフ－Ⅹ

グリーン購入の促進

３）グリーン購入対象用品の購入は、既にコピー紙
においてリサイクルコピーペーパーR100 白色
度 80%への切り替えを完了しており、他の用品
についてもカタログ掲載のグリーン商品リスト
からの調達を推進し、事務用品について３７期
は購入件数の４６％と昨年基準年より２％減少
しました。金額ベースでも４５％に止まり目標
の５０％は達成できませんでした。車両につい
ては、営業車・運搬車輌のハイブリッド車、燃
費適合基準を満たす車両への更新を進めました
が台数増による排出量増効果もあり、今後対策
を要します。
表－Ⅲ

環境活動の取組み結果の評価と今後の方向
二酸化炭素排出量の削減

再生可能エネルギーの創出・利活用

１） 二酸化炭素の排出量は、３６期：2019(R1)年８月から 2020(R2)年７月を新たな基準年として、
３７期には業務部門による負荷源毎の原単位を示し、削減に取り組んだが、例えば部門を超
えた車両の使用、水道･電気の部門共有部分の区分け等、部門別負荷量を把握することが困難
であった。産廃量集計の精度向上が思うように進められなかったことから、収集運搬･中間料
理における原単位での比較は正確性を欠くと判断し、個々の従業員の業務に関わる排出削減
努力（車両・重機の日常点検と給油時燃費チェック）は継続しつつ、社として総排出量の削
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減に比重を置いた取り組みの評価を

グラフ－Ⅺ３７期 負荷源別排出量内訳

行うこととしました。
２） グラフ-Ⅷ・Ⅸで、電気消費量月別数
位を示しましたが、「中間処理」施設
の高圧電力について、前年より課題
であった地下水くみ上げポンプの常
時稼働を、使用時以外は電源を切り
消費抑制を図ると同時に、電力その
ものを図-Ⅱに示した「プレミアゼロ
プラン」に切替えて排出係数ゼロの
電力にて代替することとしました。
３） 今 後 は 使 用 電 力 の グ リ ー ン 化 と 共
に、太陽光発電の余剰売電分を自家消費に回すため蓄電設備の導入、ハイブリッド(ＨＶ)車
両のプラグイン(ＰＨＶ・ＥＶ)への更新を進めます。
４） 温室効果ガス排出負荷源の１／３を占める中間処理場内重機用軽油を、ＳＯＸ(硫黄酸化物)・
ＮＯＸ(窒素酸化物)等の大気汚染物質の低減効果もあり、Ｃ０２排出量も通常軽油に比べ最大
で８.５％低減出来るＧＴＬ（Gas To Liquid：ガス液化油）への転換を検討します。供給元：
伊藤忠エネクス(株)より提供される各エンジンメーカーの適合承認情報に基づき、順次切り
替えを図ります。
５） ３ ６ 期 に 立 ち 上 げ た 「 解 体

表－Ⅳ

材・古材のリユース事業」に
おいて、従来は木質バイオマ
ス系建設廃棄物として取り扱
っていたものの内、建材とし
て再利用(リユース)できるも
のを積極的に抜き取り、廃棄
物の減量を進めると共に、建
材としてのライフサイクルを
延長させ、国内外の山林から
切り出される新建材との環境
負荷比較を試み、この面での
二酸化炭素排出量の削減を目
指します。

グリーン購入の促進
１）３７期までは、業務管理部門で調達している主に事務用品を対象として集計していますが、表
-Ⅲに示した様に点数･金額共に５０％前後で推移してきました。今後はより調達規模の大きい
備品・資材・車両などについても環境配慮の視点から捉え直し、調達先へのヒアリングにより
「グリーン調達」物品のリスト化を図ります。
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廃棄物最終処分量の削減
１）自社の中間処理施設や元請け解体現場から、直接埋立処分場へ搬出する分は集計できています
が、石綿含有建材の排出量の増加が見込まれる中、解体工法の工夫による埋立処分量の削減に
努めると共に、処分委託先業者･施設での再生処理率については、品目毎に自社の再生処理率
を適用することとします。

水使用量の削減
１）水用途としては、中間処理施設内での産廃の防塵･湿潤化に井水を使用しているほか、上水に
て車両･重機の洗浄、営農支援として温室内での灌水に使用していますが、車両増やハウス増
設により使用量増が見込まれています。営農向け使用については雨水利用・水稲作用水の利用
を図ると共に、上水使用を別途計量して管理することとします。
表－Ⅳ

工事種別内訳

解体工事おける環境配慮
１）受注件数全体では、前年比３２％減で、全社売
上比減の主な要因となりました。受注案件の元
請比率は前年同様で①建物解体の半数では戸建
て住宅等の物件が占めましたが、全体の件数で
は２１.９％から１５.５％に減り、金額比でも
２１.７％から１２.０％と減少しました。
２）事業概要「７）実施体制図」および図-Ⅰ「３７
期組織図」において、「解体技術・工務・現場指
揮管理チーム」では、自社独自のワイヤーソ－
を用いた解体工法開発に取り組んできました
が、自前の解体工事部隊を編成し、自社重機・
装備等を現場に持ち込んで工事を担当する事例が出始めました。今後は、中間処理チーム同様
の排出負荷管理体制を整備し、独自の削減目標設定を目指します。

環境活動およびＣＳＲ活動の推進

１）愛知県の「愛・道路パートナーシップ」や施設見学
および研修の受入は、コロナ禍が治まるまで当面休
止としました。
２）農園での協働団体として、新たに NPO「障害者雇用
創造センター」との間で、施設園芸を軸にした就労
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支援に取り組むことになり、「Ｂ型施設」建設に向けてインフラ整備等支援をします。
３）食農循環の支援活動では「なごやおかえりやさい」の活動が再開され、地産地消の「おかえり
ライス」とその醸造酒「めぐる」も、農業生産法人アグリサポートが蔵元：水谷酒造の経営支
援に乗り出し、継続して生産される体制が整いました。

図－Ⅲ

４）電力のグリーン化と共に、従量電灯･低圧
電力の調達先を、電力の地産地消に取り組
む(株)三河の山里コミュニティパワー（通
称：Ｍy パワー）に切替えを検討し、３８
期より切替えを行い同社が展開している地
域貢献「おたがいさま電力」を支援し、さ
らに同電力のグリーン化を視野に入れた協
議を始めます。

環境関連法規への違反、訴訟等の有無等
環境関連法規は｢環境関連法規等要求事項一覧表｣に取りまとめ、定期的に遵守状況をチェッ
クし、違反があった場合は是正することにしています。
浄化槽の保守点検は、定期的に実施できましたが、事務所で使用している業務用空調機の点
検が実施出来ていないので、自主点検体制を組み直して実施します。
他に廃廃棄物の適正な処理の促進に関する条例（愛知県条例）７条の２に基づく産廃処理業
者の定期的処理状況の確認については、引き続き元請解体現場で自社が排出事業者となる場合
において、各施設の許可証と写真での確認に止まり、現地訪問未実施の処理施設が複数あり、
来期の課題として持ち越しました。

代表者の見直し
前年３６期の中間審査後、図-Ⅰ「３７期組織図」に示した様に４つのプロジェクトを立ち上げ、「ＳＤＧｓプ
ロジェクト」での主要な課題としてＥＡ２１を位置づけ、毎月の定例会議にて、主に部門毎に化石燃料由来
の二酸化炭素排出量推移を共有し、「電力のグリーン化」や中間処理施設井水設備の更新やその運用
方法の再検討など各リーダー間での議論を通して実現できたことで少なからず成果を上げることが出来ま
した。
しかしながら、社員教育をベースとし、環境管理責任者を中心としたガバナンスを効かせた全社的取り
組みについては、未だ至らなさが散見され、代表者自らをはじめ経営会議メンバーである各リーダーにと
って、ＥＡ２１の２０１７ガイダンスに基づいた基礎的なＰＤＣＡサイクルの確立が未熟であることを痛感した
一年でした。
２０１５年のパリ協定、本年の COP２６を経て、「脱炭素社会」を目指す取り組みが内外に於いてより鮮明
となってきた今日、当社の「環境経営方針」においても【「脱炭素」に向けた再生可能エネルギーへの転
換】を明記し、２０３０年に向けた野心的な目標を掲げることとし、新たに提供される先進的な技術革新の
成果を積極的に取り入れて前進するため、単年度計画の立案と進捗点検を着実に実施することと致しま
す。

代表取締役 平沼 伸基
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私たちの環境および CSR の取組みは、当社ホームページ 及び SNS にて随時公開しております。
是非ご覧下さい。
※リバイブで運営中の
SNS(フェイスブック/ツイッター/インスタグラム/LINE/Youtube)へは、
以下のリンク先または右記 QR コードのリンク先より、ご確認いただけま
す。
http://www.revive.co.jp/magokoro/sns/

〒498-0001 愛知県弥富市西中地町五右 135 番地２
TEL 0567-65-5098(代表)

FAX 0567-65-5099

企業サイト : https://revive.inc/
まごころ解体 : http://www.revive.co.jp/magokoro/
E-mail : info@revive.co.jp
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