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組織の概要
事業所名及び代表者名

相模原事務用品協同組合 代表理事 浦上　裕生

所在地

神奈川県相模原市中央区中央3-12-3　商工会館内

環境経営管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者 専務理事　 亀山　謙治

連絡先 電話  042-750-2838  ＦＡＸ  042-750-2855 http://www.e-jimu.jp

　　ｴｺｱｸｼｮﾝ21実施体制 認証・登録番号：0000954  
｜

｜

A総務委員会 B営業委員会 C仕入委員会

責任及び権限
代表理事 1.環境経営管理責任者の任命

2.環境経営方針の制定

3.環境経営システムの実施および管理に必要な資源の準備

4.環境経営システムの定期的見直しの実施

5.組合内情報の外部公開の決定（環境にやさしい商品の提案）

6.経営における課題とチャンスを整理し明確にする

専務理事 1.代表理事不在の場合指揮をとる
全体管理責任者 1.代表理事の指示に基づき環境経営システムの総括

2.環境経営システムの確立、実施、維持推進を行う

3.環境経営システム改善の為、実施状況の確認及び改善指示等を行う

4.環境経営システムに関する事項について外部との連絡を行う

5.組合内に於ける環境教育訓練を統括する

6.組合内に於ける環境文書・記録の作成、整理する
ｸﾞﾙｰﾌﾟ管理責任者 1.ｸﾞﾙｰﾌﾟにおける環境経営目標の実施と改善を図る

2.ｸﾞﾙｰﾌﾟ内教育訓練を行う

事務員 事務職員、環境方針を理解し部門の環境活動計画に従って活動する

事業の概要
当組合は官公需適格組合であり、業務内容は組合員の取り扱う文具・事務用品・什器・

OA機器等の共同受注事業、共同購買事業及び組合員への関連情報の提供と環境保全

活動を含む経営管理の教育・啓蒙活動である。　

当組合の環境負荷削減活動は、組合員への商品納入時における運搬車両の効率化と

事業所から発生する廃棄物の減量及び環境配慮型商品エコマーク品の拡販と事務作業の

効率そして消費者に対する情報提供が主である。

これらの活動を組合員へ波及させ組合員の環境貢献活動の推進を支援することにある。　

中期目標の方針理由
事業所から発生する廃棄物の減量、商品納入時における運搬車両の効率化、組合員との

事業連絡の電子化、環境配慮型商品を多く取り入れ提案・提供すること等。

これらの取り組みを組合員一致団結で周知し、環境負荷削減を目指す。

さらに各地域団体との連携を行なった。

（さがみはら地球温暖化対策協議会・神奈川県中小企業団体中央会ｴﾈﾙｷﾞｰ環境委員会）

事業の規模

　  出 荷  額 （百万円/税抜） 238 253 254 268 219
組合活動 （構成員） 17 17 15 15 15
床  面 積 （㎡） 37 37 37 37 37

対象範囲

（１）、（２）事業所所在地、事業の概要は上記に同じ　

　令和3.7.1
　～R4.6.30

総責任者

　令和2.7.1　令和元.7.1
　～R2.6.30 　～R3.6.30

EA21部会

全体管理責任者

2.

（4）

（6）
　平成29.7.1

　～R1.6.30

（1）

（2）

（3）

1.

（5）

活動規模　　（単位）
　平成30.7.1

　～30.6.30
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環境経営方針

環境経営理念

　 相模原事務用品協同組合は、地球環境を守る事が人類共通の重要課題と認識し

限りある資源を有効活用する事により資源循環型社会の構築を目指し、事業活動を

環境経営方針

 　私達組合は「事業活動を通じての環境保全に貢献する事」を目的の一つとして掲げ、

日常の事業活動の中での環境経営活動を継続的に行います。

1. 　　ＯＡ機器・ オフィス家具・ 文具事務用品の販売活動を行う組合として、 環境配慮型

　　商品の普及、 日常的に情報を収集し、お客様に環境負荷軽減の為の情報・サービス・

　　商品を積極的に提供する事を目的として取り組みます。

2. 　　限りある資源を大切にする為、 省資源・ 省エネ・廃棄物削減・ リサイクル率の向上を

　　目指し行動する。

3. 　　環境負荷軽減の為、 積極的に環境配慮型商品を使用するとともに、お客様に提供販

　　売していきます。　

4. 　　環境等に関する法令等を遵守するとともに地球環境汚染の予防に努めます。

5. 　　環境経営方針を、役職員・組合員及びその従業員に周知するとともに、当組合の取引先等

　　に協力を求めます。

令和 3年 8 月　20日

相模原事務用品協同組合

代表理事 　 浦上　裕生

神奈川県相模原市中央区中央３-１２-３商工会館内

電話　０４２-７５０－２８３８

行い地球環境の保全に配慮して行動します。

3.
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環境経営計画(目標)
下記項目は環境目標は設定せず維持管理項目とする

①電力使用量
・電力使用量は ビル管理者が一括して管理しているため、当組合単独では把握していない。　

②総排水量　(水使用量)
・入居ビル管理者が上水道の使用量を一括管理しているため当組合単独では把握していない。

③化学物質・化石燃料は未使用の為、環境目標設定はしていない。

（１） 総務Aグループ　　

目標　　　 ＜廃棄量の維持とイサイクルの定着化＞
①事務所内で発生する廃棄物の分別と計量　
・完全廃棄物と再利用廃棄物を区分し、計量確認
目標数値 前年に対して完全廃棄物：一般廃棄物　　再利用廃棄物：事業系一般廃棄物
計　量　区　分
完 全 廃棄物
再利用廃棄物

②組合員会社内の廃棄物におけるゴミ処理方法の指導を行う。 【自己評価/全員実施×100＝％】

廃棄物分別
組合員数
廃棄物

③産業廃棄物の適正処理

・マニフェストの管理、保管、報告

④ＴＥＬ・ＦＡＸ・ＣＯＰＹ料金の維持

・TEL：携帯メール使用、一部携帯メールへの配信 ・ＦＡＸ：メールへの移行に努める
目標数値
　　項　　目

ＴＥＬ料金
ＦＡＸ料金

ＣＯＰＹ料金

⑤避難訓練はテナントの管理者である商工会議所の指導に従い行う。

（2） 営業Bグループ　　

目標　　　 ＜組合経営に伴うロス排除と環境負荷の低減＞ 【自己評価/全員実施×100＝％】
①効率的配送ルートの見直し　（市内各学校、出先機関への配送）
・これまでの相模原市内の配送ルート（中央・南・緑・津久井地区）を見直し、更なる配送時間・配送距離
　の短縮化を目指す。
・配送時間・距離の短縮化実現による燃料消費量減少・環境負荷低減を目指す。

②配送時のアイドリングストップの実施  【自己評価/全員実施×100＝％】
・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの徹底とｴｱｺﾝの設定温度の見直しを呼び掛け、環境負荷低減を目指し組合員
　個々の環境意識を更に高める。

③配送車の車両保険の等級記録  【車両保険等級/全員申告・20等級×12ヶ月を100％とし算出】
・前年度より記録　主に組合事業で使用している車両保険の等級を記録する事により、組合員の
　配送時の安全運転への意識向上を促し、急発進・急停止などの環境負荷低減を目指す。

（3） 仕入Ｃグループ　　

目標　　　 ＜SDGｓ連携下の環境配慮行動と取扱い商品の調査と教育＞
①SDGｓ連携下における環境配慮行動および商品の調査確認及び教育による醸成
・多様化した環境配慮商品の確認と EA21・SDGｓ知識醸成のため、情報を収集し　Cグループにて
　これに関する勉強会を行う。

目標
勉強会
環境配慮型商品
提案

（4） 総括
目標 ＜環境教育の推進　（ＥＭＳ実践教育）　＞
・組合員の環境保全活動、ＥＭＳへの推進･支援
・集合教育実施目標（半期２回実施）

20年度実績（基準値）

12社/87％ 12社/90％

2022年度12社

2024年度目標2022年度目標 2023年度目標

2022年度目標

100ｋｇ（0ｋｇ）

4回

12社/91％

2024年度

12社/92％

2023年度目標

2023年度目標
160,000（0)

94,000（0）
120,000（0）

1製品

94,000（0）

2021年度目標 2022年度目標

80ｋｇ（0ｋｇ）
100ｋｇ（0ｋｇ）

2021年度目標

160,000（0)

80ｋｇ（0ｋｇ）

120,000（0）

2023年度12社

2021年度目標

94,000（0）

2022年度12社

2回

120,000（0）

80ｋｇ（0ｋｇ）
100ｋｇ（0ｋｇ）

80ｋｇ（0ｋｇ）
100ｋｇ（0ｋｇ）

4.

2022年度12社 2023年度12社
組　合　員

2024年度12社
組　合　員

2021年度12社

94,000（0）

12社/90％ 12社/93％
組　合　員

12社 /91％

2021年度12社

12社 /88％ 12社 /90％

12社/91％

 ※２０２０年度実績値を基準にし、3年後の2023年度迄は目標値を変更しない事とした。

2024年度12社

120,000（0）

12社92％

2023年度12社

2024年度12社

160,000（0)

前年に対して/円（％）

2回

160,000（0)

１2社 /92％

１２社/89％

2023年度2021年度

12社/87％

2021年度12社
12社/88％

20年度実績（基準値）

2022年度 2024年度

上記勉強会による対応とする
2022年度より提案ではなく

2020年度実績
34.8kg
95.6kg

2020年度実績
136,254
77,143

2020年度実績

119,671

3回

20年度実績（基準値）

１2社 　12社 １2社
95% 97% 98%

12社
98%

2024年度目標
１2社
98%
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環境経営計画　　　　 「 7. 環境経営計画の取組結果とその評価」 を参照下さい。

環境経営目標と実績

（１） 総務Aグループ
目標　　　 ＜廃棄量の維持とイサイクルの定着化＞
①事務所内で発生する廃棄物の分別と計量
・完全廃棄物と再利用廃棄物を区分し、計量確認

　結　果 完全廃棄物：一般廃棄物　　再利用廃棄物：事業系一般廃棄物

計　量　区　分

・完全廃棄物は、資料のシュレッダーをまとめてかけたため増加。
・再利用廃棄物は、カタログの減。　適正な数の見直しを行い、発注数を減らし、カタログの余りを
　なくした。

②組合員会社内の廃棄物の分別状況

組合員数

廃棄物 -9.65%

③産業廃棄物の適正処理
・マニフェストの管理、保管、報告
　マニフェストA～E表まで管理、保管 ： 適正管理している
　相模原市役所廃棄物指導課へのマニフェスト発行報告 ：令和4年6月8日提出・4枚

④ＴＥＬ・ＦＡＸ・ＣＯＰＹ料金の維持
　結　果

・TEL料金に関しては、報告・連絡などは引き続きメールを活用し低水準で利用した。

・FAX料金に関しては、業務連絡などをメールに移行し削減できている。
・ＣＯＰＹ料金削減に関しては、一部会議が再開し会議資料が増えた。

・WEB料金は、一部WEBを活用した総会や全体会を行い今後の可能性が広がった。　

160,000円136,254円

100ｋｇ
-25.2％

74.8

2020年度 2021年度

0%増減

120,000円

（0ｋｇ）　

8.5％
86.8ｋｇ80ｋｇ

5.

１2社

　減25.2ｇ
〇

△

95.6ｋｇ

　12社

前年実績

6.

2021年度

目標に
対しての

結果

-

　減4.4ｋｇ

目標

目標に
対しての

結果実績

減 16,857円

評価

目標

94,000円

増 16,155円

・完全廃棄物に関しては、組合員の環境に対する意識が定着し削減出来きている。引き続き継続したい。

ＣＯＰＹ料金

実績

　0%増減

ＦＡＸ料金

119,671円

減 23,746円
〇

減 18,893円

減31,221円
-19.51％

△
　0%増減

136,155円

〇

13.46％

-20.10％

評価

・再利用廃棄物に関しては、やや増加しているが低水準で推移している。

項　　目
2020年度

目標

再利用廃棄物

2021年度

減45.2ｋｇ

34.8ｋｇ

実績

増6.8ｋｇ
完全廃棄物

ＴＥＬ料金

75,107円

2021年度

─

77,143円

減 329円

128,779円

133,232円

新規 WEB料金
(ｸﾞｰｸﾞﾙ.ZOOM)

─ ─ ─
△─

─

目標に対しての
結果 評価

実績
１1社

87.35%

2020年度 2021年度 2021年度

（0ｋｇ）

実績

結　果

-

△97%
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（2） 営業Bグループ
目標　　　 ＜組合経営に伴う燃料消費及び環境負荷の低減＞
①効率的配送ルートの見直し（市内各学校、出先機関への配送）【自己評価/全員実施×100＝％】

②配送時のアイドリングストップの実施 【自己評価/全員実施×100＝％】

③配送車の車両保険の等級記録　【車両保険等級/全員申告・20等級×12ヶ月を100％とし算出】

配送エリア
エリア別売上
エリア別割合

㊟今年度は南・中央を５社、みどりを３社・津久井を３社で割振りし集計した。
・津久井の割合が上がってきて良いバランスになってきた。中央・南は次年度担当者が増えるので、
　全体的にエリア毎の売上バランスも良くなってくると思う。
※3ヶ月毎に①②③の集計結果と、高評価だった組合員の一覧を各組合員に配信することにした。

（3） 仕入Ｃグループ
目標　　　 ＜SDGｓ連携下の環境配慮行動と取扱い商品の調査と教育＞

①環境配慮型商品に対する知識醸成と提案活動

　結　果 　2021年度 実績
目標に対しての

結果 評価

新型コロナウィルス感染予防対策の為に、集まる回数を
　 制限した中での勉強会開催が難しく、各メーカーからの
　 パンフレットの配布や、案内に留め、勉強会自体は開催しなかった

環境配慮型商品 市に対し再生素材の商品・商材の提案
　　各メーカーともに、コロナの影響でダメージを受け、
　　新規提案可能な再生素材商品やエコ商品が出て来ない事もあり

・コロナ禍での勉強会の開催が難しく、 リモート開催等の手段も検討中だが、 準備に係る手間と
　時間もあり実現に至らなかった。
・再生素材商品について、世界的な原材料不足等の影響で、新しい商品が発掘しづらい状況が
　続いている。

88％

2回

3,142,014円

△

〇

18.98％

　86%

1％

-

緑　3社

評価

・  1月　エリア別配送先の調整希望アンケート実施 　 ・2月　エリア別配送担当決定
・  6月　学校用共通品ﾌｧｲﾙ配布表作成　　・7月　エリア別売上データ集計（2021年7月～2022年6月）

（追加資料)文具消耗品　配送エリア別売上データ(2021年7月～2022年6月）　　

　１2社
前年実績

前年実績 実績

2021年度

目標に対しての
結果

　87%

提案 1製品

2021年度目標

平均30.80％

87%

2021年度 2021年度

実績
2021年度

１1社

2020年度

2020年度

　配送距離短縮を目指した結果→目標数値には達しなかったものの前年度と同率なので△とした。
・10月　2020年度の実績が悪かった組合員に口頭注意した。
・12月　カタログ配布担当表作成　　        　・1月　カタログ配布

2021年度

　結　果
2020年度

-2％

12社

組　合　員

前年実績

目標

　結　果

　12社

１2社

・市内のエリア別配送ルート(中央・南・みどり・津久井地区）をアンケートを基に調整し、配送時間・

　12社
目標

目標
2021年度

89％

1,922,636円

11社

津久井　3社

89%

×

・①、②を意識することで結果的に保険等級にも影響が出ると声掛けをした結果、目標を達成できた。

中央･南　5社が交互に配送

※前年度に続き、感染対策で配送業務自体を自粛した時期も有り、結果的に評価が下落した。

　結　果

目標に対しての
結果

組　合　員
90％88%

評価

88%

　　目標に及ばず、前年度よりも1％下落してしまったので×とした。

12社

・配送の際、市内をエリア分けし、各エリアの組合員が配送することで走行距離を減らしている。
・組合員は配送エリアの売上から利益を得る為、ルートの見直しと同時に売上比率を調整している。

1,878,218円2,953,932円

　　市役所に提案する事が出来なかった

-

勉強会

19.43％

目標に対しての
結果

〇組　合　員
11社
実績

・10月　2020年度実績の悪かった組合員へ口頭注意した。　
・11月　冬期配送時の安全対策配布　　　・６月　夏季配送時の注意配布

・前年実績の悪かった組合員を中心に注意を促した結果→前年より意識している様子は有るのだが、

〇

評価

-3％
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（4） 総括
・環境教育の推進・ＥＭＳ実践教育

勉強会 中止

　実 　習 通  年 トナー・インクカートリッジ回収によるベルマーク活動
令和 4年 （月） 「きれいなまちづくりの日キャンペーン」　 中止

　推 　進 令和 4年 「クールシェアさがみはら」うちわ作成.配布 中止

環境経営計画の取組結果とその評価

（1）総務Ａグループ＜廃棄量の維持とリサイクルの定着化＞
①事務所内で発生する廃棄物の分別と計量
・今年度は全て目標以下で低水準を維持できている。引き続き目標を下回るよう努める。

②組合員会社内の廃棄物の分別と計量

③産業廃棄物の適正処理
・マニフェストの管理、保管、報告

　マニフェストA～E表まで管理、保管 ： 適正管理している

  相模原市役所廃棄物指導課へのマニフェスト発行報告 （発行4枚 令和4年6月8日提出）

④ＴＥＬ・ＦＡＸ・ＣＯＰＹ料金の削減
・TEL料金に関しては、メールを活用しコストダウンが図れており継続して行きたい。

・FAX料金に関しても、メールへの移行が定着し成果が継続している。

・ＣＯＰＹ料金に関しては、コロナによる書面会議の印刷が多いが目標値内で抑えられた。今後はWEB

　会議を活用し印刷量の低減に努めたい。

・WEBを使った総会、全体会、研修会を行い集まらない会議の可能性を広げた。今後も活用して行きたい。

　「2010年からの取組結果」・・・別紙 グラフ参照(別紙1)

（2）営業Ｂグループ＜組合経営に伴うロス排除と環境負荷の低減＞
①効率的配送ルートの見直し　（市内各学校、出先機関への配送）

②配送時のアイドリングストップの実施

③配送車の車両保険の等級記録
・2016年度より配送車の車両保険等級を記録する項目を新設。組合員に安全運転＝エコ運転に繋がる

　意識付けが定着した。

・前年と比べ、保険の等級が上昇した組合員が出てきてくれ、結果的に目標達成できた。

  保険等級は下落に比べ上昇は緩やかなので、あまり目標値を弄らない方が分かりやすいようだ。

（3）仕入Ｃグループ＜SDGｓ連携下の環境配慮行動と取扱い商品の調査と教育＞
①SDGｓ連携下における環境配慮行動および商品の調査確認及び教育による醸成
・部材等の原産各国の災害・係争・コロナ禍もあり販売環境（経済環境）そのものが大きな影響を受け、

供給を優先する状況が生じた。

（4） 総括
・環境教育の推進・ＥＭＳ実践教育
　勉強会・・・ 中止

　推進・・・・・ 中止

　実習・・・・・ インクトナーカートリッジ回収によるベルマーク活動

ベルマーク回収を3ヶ月集計し、市内学校PTAにベルマーク得点を寄付した。

5月30日

6月

7.

　削減に繋がった。引き続き活動に邁進したい。

　その結果、全体的には自己評価が高い水準なのだが目標には及ばなかった。

・冬期配送時・夏季配送時の対策・注意プリントの配布は、好評だが自己評価の低い組合員が伸びず。

・配送ルート(中央・南・みどり・津久井地区）で一部、自己評価の低い組合員伸び悩んでいる。

・配送エリア別売上データを集計したところ４つの配送エリアのバランスが改善されてきている。

･高評価の組合員を挙げることで全体的に数字を意識し始め、大きな数値の下落は抑えられた。

・完全廃棄物は、組合員のエコ取組の意識と環境に対する行動が長年の活動でリンクすることで更なる

8



次年度の取組計画

・EA21の取組をさらに推進させる為には、各ｸﾞﾙｰﾌﾟ間の意見交換の場を増やし相互理解を深める。

・環境対応促進の為の勉強会を行う。ｴｺ商品（環境配慮型商品提案）の勉強会を継続的に行う。

総務Ａグループについて
・WEB会議を積極的に活用し、配布資料の削減に努める。

・ばねばかりを新調して、正しい計量に努める。四半期毎にチェックを行う。

営業Ｂグループについて
・3種類の評価表を継続し、３ヶ月毎の中間発表を続けることで、参加意識が途切れないようにする。

・今期は、自己評価の高い組合員を３ヶ月毎に公表するようにし、関心が高まったように感じるので、

　次年度も継続し、高評価の組合員が増えるように働きかけていく。

・3ヶ月毎の自己評価表の提出について、提出期限を守らない組合員が減り、提出が遅れた組合員も

  これまでより大分早く提出してくれるようになってきたので、次年度は、全員が提出期限を守れる様、

　呼掛けの時期を早めていこうと思う。

仕入Ｃグループについて
・EA21・SDGｓ連携化と相模原市がSDGｓ未来都市に選定されたことにより、当組合も相模原SDGｓパー

  トナーに加盟し、勉強会においても商品・組合環境行動を含めた知識醸成と状況把握に努めていく。

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

（1）適応法令等
・当組合は、グリーン購入法と廃棄物処理法及び相模原市廃棄物の減量化、資源化及び適正

  処理等の推進に関する条例が適応される。

　詳細は、環境関連法規等とりまとめ及び遵守状況確認表を確認下さい。

（2）違反及び訴訟等の有無
　自らが特定した環境関連法規等の遵守状況チェック結果問題ありません。

　なお、関係当局よりの違反等の指摘は、認証取得（2006年9月1日）後ありません。

代表者による全体評価と見直しの結果

   エコに関わる部分は業界的には定着しており、エコアクションに対する取り組みは至極当たり前となって

はいる。 近年のウクライナ情勢など鑑みると、石油製品の大幅な値上げなども続き、さらなる環境への取り

組みを見直せざる得ない状況である。  今年度は「さがみはらＳＤＧｓパートナー」としてＳＤＧｓに係る取り

組みとなる「SDGs 本を読んで未来を絵にするコンクール」を相模原市とダブル主催というカタチで行った

だけでなく、外部への環境活動に対する周知をすることができたと感じております。この取組をキッカケに

他団体ともパートナーシップに取組むことで活動の周知を広げていければと考えております。

　昨年同様、環境製品に関しても常に情報を集め新たなＳＤＧｓ関連の製品についても各メーカーが取り

扱いを始めたことからこのエコアクション２１の活動の中にＳＤＧｓを意識する活動計画しておりましたが、

このコロナ禍により勉強会等の開催や研修会等が昨年同様なかなか開催できない部分が発生してしまう

状況でした。

   総務Ａグループにおいては、昨年同様ＷＥＢ会議などのシステム運営の資料作りや新たな組合員の

参加による業務負担が増えていることからＣＯＰＹ料金の金額が目標よりも多くなってしまった。

また新たなzoom等の通信コストも加算されたことから、削減に向けた取り組みを強化していく。

  営業Ｂグループにおいても、エコドライブ等への意識は定着しているが近年の環境変化によりアイドリング

ストップに関しては周知を徹底し、削減に向けた活動を検討すべき状況であります。

   仕入Ｃグループにおいては、コロナ禍において一番の影響を受けたことにより計画されていた勉強会が

引き続き開催することができなかった。  しかし取引メーカーを中心とした協働イベント「SDGs 本を読んで

未来を絵にするコンクール」を行ったことにより、協働パートナーシップ等の連携など行った。  

結果、当組合のＳＤＧｓ活動について対外的な発信により広く理解して頂くことに繋がった。

   次年度は、ＳＤＧｓへの意識醸造に繋がる研修・イベントだけでなく当組合の環境活動をより発信できる

ツールを作成し対外的にもアピールしていく活動にチャレンジしたいと考えます。　

以上

10.

8.

9.

9



相模原事務用品協同組合

EA21委員会　浦上　裕生

部会長

　Ｃ　仕入委員会

佐藤　幸一　 金子　恒弘 中森　和博

冨重　雅也

中野　秀子

※組合事務職員を含む

佐藤　幸一

吉野　賢治笹井　省吾

管理責任者

令和3年8月20日

総 責 任 者 浦上　裕生 （代表理事）

11．  エコアクション21対応組織図

Ａ　総務委員会 　Ｂ　営業委員会

金子　恒弘

Cグループ　　3名

中森　和博管理責任者

Aグループ  　6名 Bグループ　　3名

管理責任者

深瀬　順子

尾作　晃

10

亀山　謙治

ＥＡ２１部会

全体管理責任者

橋本　泰典

佐藤　晃一 渡辺　智幸



12.　責任・権限

配布先

環境経営システム   20日

に関する責任・権限

通知の件

責任および権限

11

グループ管理 ２　グループ内教育訓練を行う。　

５　組合内に於ける環境教育訓練を統括する。

６　組合内に於ける環境文書・記録の作成、整理する。

事務員 　事務職員、環境方針を理解し部門の環境活動計画に従って活動する

１　グループにおける環境目標の実施と改善を図る。

責任者

５．組合内情報の外部公開方針の決定

　　（環境にやさしい商品の提案）

３　環境管理システム改善の為、実施状況の確認及び改善指示等を行う。
  全体管理

責任者

１　代表理事の指示に基づき環境経営システムの総括。

２　環境管理システムの確立、実施、維持推進を行う。

専務理事
１．代表理事不在の場合指揮をとる。

役　職

２．環境経営方針の制定

３．環境経営システムの実施および管理に必要な資源の準備

１．環境管理責任者の任命

４．環境経営システムの定期的見直しの実施代表理事

６．経営における課題とチャンスを整理し、明確にする

４　環境管理システムに関する事項について外部との連絡を行う。

令和 4年   7月

代表理事 

浦上　裕生



環境経営計画の取組結果とその評価
（1）総務Aグループ

「2010年からの取組結果」・・・別紙グラフ参照

別紙1




