
エコアクション21

環境経営レポート

【第14期】

2021年7月～2022年6月

2022年6月30日 発行

〒232-0053

横浜市南区井土ヶ谷下町16-6

TEL：045-743-4411

FAX：045-743-1994

向洋電機土木株式会社



2

向洋電機土木株式会社

1. 会社概要 3

2. 環境経営方針 4

3. 対象範囲 実施体制 5

4. 環境経営目標 6

5. 環境経営目標の実績 7

6. 主な環境活動計画の内容 8

7. 環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、10
および次年度の取り組み

8. 環境関連法規への違反・訴訟等の有無 31

9.  代表者による全体の評価と見直し 32

目次



1.会社概要 対象範囲

社名 向洋電機土木株式会社

本社所在地 横浜市南区井土ヶ谷下町16番地6

代表取締役 倉澤 俊郎

環境管理責任者
担当者

責任者 横澤 昌典
担当者 加藤 成美

創業 昭和40年3月11日

法人設立 昭和40年3月11日

資本金 3,700万円

事業の概要 屋内外の電気設備 設計・施工

建設業許可 神奈川県知事許可(特-3) 第4118号
電気工事業(特) 土木工事業(特)
神奈川県知事許可(般-3) 第4118号
消防施設工事業(般) 電気通信工事業(般) とび・土工工事業(般)
鋼構造物工事業(般) 舗装工事業(般) 石工事業(般) 塗装工事業(般)

社員数 34名

認証取得状況 ISO9001 EA21 健康経営優良法人
横浜型地域貢献企業 よこはまグッドバランス賞
横浜健康経営認証 横浜市SDGｓ認証制度Y-SDGｓ
かながわSDGｓパートナー かながわサポートケア企業
かながわ治療と仕事の両立推進企業

事業規模

本社案内図

対象組織・活動 認証登録事業所 本社（全組織）
認証登録事業活動 屋内外の電気設備 設計・施工（全事業活動）

活動規模 単位
2019年度

(2019.7月～
2020年6月)

2020年度
(2020.7月～
2021年6月)

2021年度
(2021.7月～
2022年6月)

売 上 高 百万円 1639 1040 1515

従 業 員 人 38 35 34

床 面 積 ㎡ 195 195 195

工 事 件 数 件 45 28 32

◼ 京浜急行 井土ヶ谷駅より
徒歩 10分

◼ 市営地下鉄 蒔田駅より
徒歩 8分

TEL：045-743-4411

FAX：045-743-1994

ホームページ
http://www.kouyo-dd.jp
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向洋電機土木株式会社

6月末決算の為、概算の記載となります。
売上高確定次第修正いたします。



【環境基本理念】

向洋電機土木株式会社は、企業が社会の一員であることを自覚し、電気設備の施工におい
て環境負荷の軽減ならびに環境を保全する技術・製品の提供に努め、企業価値を向上させて
環境経営の継続的改善を行っていきます。

【行動指針】

1. 環境保全への取組みを経営の最重要課題の一つと位置づけ、設計・建設・サービスの全
ての領域で、環境の保全と向上に取組む。

イ) 会社における車両の保守点検作業の励行と安全運行の遵守に努めます。
ロ) 持ち込み機械等の騒音・振動防止運転を図ります。
ハ) 設備点検の励行、材料・保管管理の徹底に努めます。

2. 当社の企業活動に係る全ての環境関連法規、その他社会的要求事項を遵守する。

イ) 国・地方自治体などの環境に関する規制及び当社が同意したその他の要求事項を
遵守することはもとより、自主管理基準を設定して継続的に確認致します。

3. 常に環境負荷低減の観点に立ち、省資源・省エネルギー・リサイクルを考慮した技術・
製品の開発・設計に努める。

イ) 副資材等の購入において、積極的にグリーン購入を推進することによりお客様の
環境保全活動に寄与する。あわせて、社内で使用するオフィス用品のグリーン購
入推進に努めます。

4. 企業活動における廃棄物の削減・分別・省エネルギーに努める。

イ) コピー用紙/OA紙等の両面使用と各自の責任に於いてレスペーパー活動に努めます。

ロ) 紙類のリサイクル化を重点目標にし、廃棄物処理の削減に努力致します。

5. 環境教育を通じて全社員に本理念・指針を周知徹底し、継続・自発的な環境意識の向上
を図る。

イ) 内部環境監査を実施し、自主管理による環境マネジメントシステムの維持向上に
努めます。

ロ) 環境教育を実施し全社員が環境方針の遂行に当たり環境に関する意識向上を図る
と共に取引先へも環境基本方針を周知し、理解と協力を要請します。

6. SDGｓ17のゴールと169のターゲットに基づき、環境経営活動を促進する。

イ）社内外への周知活動及び講習会への講師派遣等を行い、社員だけではなく地域全体
の環境意識向上を図ります。

この方針は内外に公表する。

環 境 経 営 方 針
当社が仕事をする上で環境を守るための心構えを表したものです。

令和4年4月1日
向洋電機土木株式会社
代表取締役 倉澤 俊郎

4

向洋電機土木株式会社2.環境経営方針



荒井 幸 須藤 優子 中丸 礼子 森 亜希子

石渡 純 杉田 秀範 石井 邦輝 大山 健吾

泉水 龍作 春原 富裕 永川 成道 三上 弘樹

金子 治 吉田 利弘 倉澤 秀俊 木村 浩治

堀之内 聖 小林 秀吉 寺田 聡 石川 博光

倉澤 凌平 白水 琢也 倉澤 秋佑 田原 亜紀子

齋藤 麻帆 倉澤 須美子 江島 亜紀子

松﨑 須美 元杉 奈祐里 寳土 泉

代表者

倉澤 俊郎

総務部長

柴田 敏男

環境管理責任者

横澤 昌典

環境管理担当者

加藤 成美

電力使用量削減 化石燃料削減 廃棄物排出量削減 水使用量削減

※事業所及び建設現場での実施体制は、同一のものとします。
※◎印は担当責任者 ○印は副担当責任者 ■印は内部監査員

• 経営における課題とチャンスを整理し、
明確にする

• 環境経営に関する方針（環境経営方針）
を定め、誓約する

• 効果的で必要十分な実施体制を構築する
• エコアクション21を運用し、維持するた

めに経営資源を用意する
• 環境経営の取り組み状況及び効果を評価

し、見直しを実施し、指示を行う

• 環境経営システムの実績報告
• 環境経営システムの確立、実施及び維持

するための処置
• 環境経営システムの教育訓練計画、実施

責任者

• 全体計画の立案
• 環境管理責任者を補佐し、全員参加によ

る環境活動の運用と改善を推進する
• 環境経営システムの運用上の文書作成、

保管、伝達

【環境管理実施体制】
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項 目 単 位
2017年
(基準)

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

二酸化炭素総排出量 kg-CO2/年 77134.38 76980.11 76825.84 76671.57 76517.3 76363.03

電力使用量 kwh/ 年 24938.00 24888.12 24838.25 24788.37 24738.5 24688.62

化石燃料使用量 ℓ/ 年 27770.04 27714.44 27658.84 27603.24 27547.64 27492.04

廃棄物排出量 kg/年 59124.0 59005.75 58887.5 58769.25 58651 58532.76

総排水量 ㎥/年 85.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0

基準値は2017年度実績とし、2022年度迄の中長期目標を掲げ環境活動に取組んで
います。二酸化炭素と廃棄物排出量は毎年0.2%の割合で削減、総排水量は人員増加
にともない新たな目標値を設定しました。また、次年度以降は本年度の実績を基準
値とし、新たな目標値を設定し、取り組んでまいります。

グリーン購入の推進 円（％）
今後の数値目標の為、

数量把握する

環境配慮商品の推進 - LED、太陽光発電の施工

社会貢献活動の推進 - 各種募金運動、エコキャップ等

SDGｓへの取組の推進 -
社内外へのSDGｓ周知活動

講習会開催等

再資源化の推進 - 建設廃棄物のリサイクル率を上げる

⚫ 化学物質については使用が無い為、目標設定はありません。

⚫ 電力の二酸化炭素排出係数：0.505とする。

⚫ グリーン購入は社内事務用品を対象とする。
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項 目 単 位
2021.7～2022.6

目標対比 結果
目標数値 実績数値

二
酸
化
炭
素
排
出
量

電
力

購入電力 kWh 24738.5 27597 111.6％
△

排出量 kg-CO2 12492.94 13936.49 111.6%

化
石
燃
料

ガソリン L 27322.64 20632.09 75.6％

〇

ガソリン
(排出量)

kg-CO2 63433.88 47866.45 75.6％

灯油 L 0 0 （目標なし）

灯油(排出量) kg-CO2 0 0 （目標なし）

軽油 L 225 186.97 83.1%

軽油(排出量) kg-CO2 590.48 482.38 81.7%

燃料排出量 kg-CO2 64024.36 47612.97 74.4％

総排出量 kg-CO2 76517.30 61549.46 80.4％ 〇

廃
棄
物

排
出
量

一般廃棄物 kg 1200 2569.5 214.1％

△
産業廃棄物 kg 57451 65410.79 113.8%

その他産業廃棄物 kg 0 0 0.0%

総排出量 kg 58651 67980.29 115.9%

総排
水量

総排出量 ㎥ 120 95 79.2% 〇

【取組結果】
運用１２カ月間（2021年7月～2022年6月）の取組結果

全社取組

（ 事業所 + 建設現場 ）

2021年度

項 目 実績 結果

社内事務用品のグリーン購入対象商品の推進
214,219円
（22.89％）

○

環境配慮商品の推進(LED電球、太陽光発電) 施工した ○

再資源化の推進 推進した ○

社会貢献活動の推進 推進した ○

SDGｓへの取組の推進 推進した ○

(結果) ○：十分達成できた △：取り組みを実施したが達成できなかった ×：取り組みが出来なかった
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【総評】
電力は事務所のスイッチの細分化や複合機の入替・グリーンリカバリー設備投資補助金を利用して

の機器導入申請、化石燃料は車両使用の妥当性の見直しや過積載のチェック、産廃は3定に基づく倉庫
の管理や社内のゴミ捨てルールの改定、水はお客様来社時のみのポットの使用や残り水の再利用の徹
底等、本年度は様々な新たな取り組みを開始することができました。既に効果が出ている項目と更に
分析が必要な項目がありますが、確実に一人一人の環境に対する意識が向上していると考えます。ま
た、本年度も社内外でSDGｓ関連の講習会を多数実施する等、SDGｓの推進や社会貢献活動も精力的に
行うことができました。来年度以降も社員一人一人、気を引き締めて活動してまいります。



取組項目 主な活動内容 評価
次年
度

二
酸
化
炭
素
排
出
量
削
減

電

力

消

費

量

• エアコンの清掃をこまめに行い、室内温度を設定する。
(冷房…28度、暖房…20度)

◎ ◎

• 昼休み及び不在時はトイレ・給湯室・会議室等を消灯する。 ◎ ◎

• OA機器等を使用しない時は電源を切る。 ◎ ◎

• 一括電気OFFスイッチの活用。 ◎ ◎

• 倉庫の照明をLED化する 〇 ◎

• お客様に効率の良い省エネタイプの照明器具及び機器等を提案する。 ◎ ◎

• ワットチェッカーにて数値を見える化する。 ― 〇

• トップランナー制度、省エネラベリング制度についての理解と周知をする。 〇 ◎

化

石

燃

料

消

費

量

• 毎月ガソリン給油量と走行距離の報告書提出、集計。 ◎ ◎

• 無駄なアイドリングを行わない。 ◎ ◎

• エコドライブの意識向上。（急発進、急加速等の防止) ◎ ◎

• 定期的に車両点検～整備をして、燃料効率を落とさない。 ◎ ◎

• 車内清掃の徹底。 ◎ ◎

• 乗合の推進。 ◎ ◎

• 低燃費走行を心掛け、過積載をしない。(使用しない工具や機器は乗せない) ◎ ◎

• 出来る範囲内での燃料効率の高い車種への交換。 ◎ ◎

• 現場毎に車使用の妥当性を判断し、公共交通機関を利用する。 〇 ◎

廃
棄
物
排
出
量
削
減

一

般

廃

棄

物

• 廃棄物の削減に努め、分別・リサイクルを徹底する。 ◎ ◎

• 段ボール、新聞等はリサイクル業者に引き渡す。 ◎ ◎

• 書類データの電子化を行う。 ◎ ◎

• 使用済みの封筒は再利用する。 ◎ ◎

• コピー時の裏紙使用を徹底する。 ◎ ◎

• コピー機・プリンター・テプラのカートリッジは販売店に渡す。 ◎ ◎

• 3定に基づき、倉庫の管理徹底を行う。 〇 ◎

• 社内ゴミ捨てのルールに基づき処分する。（昼食のゴミ等） ○ ◎

産

業

廃

棄

物

• 廃棄物の削減に努め、分別・リサイクルを実行する。 ◎ ◎

• 現場発生廃棄物の分別管理を徹底し、適正処理を行う。 ◎ ◎

• 減容化の推進を行う。 ◎ ◎

• 保管場所の管理徹底を行う。 ◎ ◎

総
排
水
量
削
減

水

使

用

量

• 従業員やお客様用のお茶・コーヒー等を無駄に作り置きしない。 ◎ ◎

• 従業員やお客様用のお茶・コーヒー等の洗い物はまとめて洗う。 ◎ ◎

• 水の流しっ放しや蛇口の閉め忘れがないか適時確認する。 ◎ ◎

• 清掃・洗車・植木等の水の適正利用を心がける。 ◎ ◎

• 屋外植物にペットボトル給水器を設置する。 ◎ ◎

• タンクを設置し、雨水を利用する。 ◎ ◎

• ポットのお湯は一定量のみ沸かす。（基本は来客予定がある日のみ） 〇 ◎

• 加湿器・ポットの残り水は布巾の洗濯や植栽の水やりに再利用する。 〇 ◎

本年度の評価を基に、2022年度の主な環境活動計画を以下のように定めます。

※それぞれの計画の責任及び担当者は実施体制参照

評価 ◎：取組有り 〇：新規 ―：取組無し 次年度 ◎：継続 〇：新規 ―：継続無し
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取組項目 主な活動内容 責任者
スケ
ジュ
ール

評価
次年
度

そ
の
他

建

設

現

場

に

お

け

る

環

境

活

動

新商品・新技術についてお客様への情報発信。

中丸 都度 ◎ ◎各担当者が正確な知識を深め、具体的な数値で比較できるよう資料提
供する。

リサイクルの確立。

中丸 都度 ◎ ◎金属くず・電線だけではなく、紙類やカイロ等についてもリサイクル
の仕組みを確立する。
特に銅については、少量でも無駄にせず必ず分別しリサイクルする。

グ

リ

ー

ン

購

入

社内事務用品のグリーン購入対象商品の推進。

加藤 毎日 ◎ ◎

グリーン購入対象商品メイン品目

その他の物に関しては、『グリーン購買規定運用手順書』に基づい
て業者選定・物品選定を行い、購入を推進する。

環

境

配

慮

商

品

お客様に対し省エネ機器等環境にやさしい商品提供を積極的に行う。

倉澤
(秀)

都度 ◎ ◎
LED照明への交換。
ヒートポンプ対応商品への交換。
太陽光発電システムの設置。
蓄電システムの設置。
新商品・新技術についてお客様への情報発信。

社

会

貢

献

活

動

• 社員に対し、環境意識の向上や環境保全活動に必要な教育を行う。

加藤

毎日

◎ ◎

• マイ箸、マイバック、マイボトルの推進。 ◎ ◎

• 使用済み切手運動に参加する。 ◎ ◎

• エコキャップ運動に参加する。 ◎ ◎

• 緑のカーテンプロジェクトに参加する。 夏季 ◎ ◎

• 敷地内外の緑化活動を行い大気浄化、都市気象の緩和に徹する。

都度

◎ ◎

• フードドライブを実施する。 〇 ◎

• 南区さくら貯金に参加し募金活動に協力する。 ◎ ◎

• 日本レスキュー協会への募金活動を行う。 ◎ ◎

• 日本盲導犬協会への募金活動を行う。 ◎ ◎

• 横浜市水のふるさと道志の森基金に協力する。 ◎ ◎

• ロードリーダーとして夜間パトロール等に協力する。 ◎ ◎

• 横浜型地域貢献企業として大岡川の桜保全のため清掃活動する。 ◎ ◎

• 消防団協力事業所として災害時等に地域を守る活動をする。 ◎ ◎

本年度の評価を基に、2022年度の主な環境活動計画を以下のように定めます。

キングジムファイル 消しゴム 付箋

フラットファイル シャープペンシル・替芯 DVD・CD

修正テープ トイレットペーパー ホッチキス

宛名ラベルシール プロッターインク 製本テープ

9

向洋電機土木株式会社6.主な環境活動計画の内容

評価 ◎：取組有り 〇：新規 －：取組無し 次年度 ◎：継続 〇：新規 －：継続無し
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本年度は目標を達成することができませんでした。
新型コロナウィルス感染予防の為、引き続きエアコンを付けての換気や空気清浄機・
非接触型検温機・自動消毒機導入が影響しています。また、感染状況に若干の落ち着
きが見えたことによるテレワーク頻度が減少したことも大きな理由かと思われます。
本年度は社員一人一人の意識向上を図り、電力不足の中、電気に携わる企業として責
任を持って節電に取り組むよう実施いたしました。

4つあった2階事務所のスイッチを9つ
に細分化いたしました。細分化したこ
とで、照明点灯・消灯を細めに行うこ
とができ、不要箇所の無駄な点灯を無
くし、省エネを実現することができま
した。日中は現場に出ている社員が多
い為、離席している場所は消灯するよ
うにしています。
また、昼食時は最低限の点灯を実施し
たり、人数が少ない時は2階に集まり業
務を行う等、実際の使用区分と照明ス
イッチの点灯範囲を社員全員が常に考
慮し、意識を根付かせることで節電に
努めております。

2階事務所で使用していた複合機とFAXを、FAX機能付複合機に変更いたしました。
1台に統合したことで、大幅な使用電力の減少が見込まれます。
また、従来のFAXは受信した全ての書類が印刷されておりましたが、入替後は受信
データから必要なものだけを印刷することができるようになりました。
入替により、印刷コスト削減だけでなく、環境負荷軽減を実現しております。

入替前 入替後

エネルギー消費効率
複合機
C5660

FAX
7430

複合機
C5860F

消費電力(kwh/年) 161 1.23 141

合計 162.23 141

7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み 向洋電機土木株式会社

目標：24738.5kWh
実績：27597kWh
（目標対比 111.6％）

電力使用量削減

【環境活動計画に基づき実施した取り組み】

◇ 2階事務所複合機入替

◇ 2階事務所スイッチの細分化
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フィルターの汚れによる電気代
上昇を予防する為、大掃除とエア
コン・加湿器における未使用月の
定期清掃を行っております。常に
清潔に保つことで、快適に業務を
行えるだけでなく、新型コロナ
ウィルス感染予防・風邪やインフ
ルエンザ予防効果もアップしてい
ます。今後は清掃回数を増やし、
更なるエアコンの運転効率上昇を
目指します。

2階給湯室で使用しているポットの
通電時間を夏場は午後からといたしま
した。夏場は来客時冷茶をお出しして
おり、社員の使用は昼食時以降という
声が多いためです。保温という無駄な
電力の削減に繋がるだけでなく、余っ
たお湯を洗濯や植栽の水やり等に利用
することで節水も行っております。

（1日1.5ℓ、年間300ℓ節約）

本社及び現場事務所の節電に関
するポップの貼り替えを行いまし
た。「見える化」を実践すること
で、社員だけでなく、協力会社の
節電の意識も高まり、無駄な電気
の使用を無くすようにしています。
今後も一人一人が電気という資源
を大切に有効に利用するように呼
びかけていきます。

7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み 向洋電機土木株式会社

目標：24738.5kWh
実績：27597kWh
（目標対比 111.6％）

電力使用量削減

◇本社及び現場事務所の電気ポップ全貼り替え

◇ 電気ポットの通電短縮

◇ エアコン及び加湿空気清浄機の
定期清掃（年3回実施）



電力使用量削減
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本社で使用している冷蔵庫で使用頻度の少ない1階冷蔵庫を撤去し、継続して使用する

3階給湯室冷蔵庫は省エネタイプへ変更いたしました。これにより、合計543kwh節電と
なりました。昨今、電力不足が問題化しておりますが、引き続き気候変動対策に貢献して
いきたいと思います。
また、昨年度より検討しておりました、LED照明器具への変更も進めております。
横浜市のグリーンリカバリー設備投資補助金を利用し、専門家による省エネアドバイスを
いただきながら、機器導入の申請を行いました。
若手社員を中心に機器選び・見積を実施したことで、若年層の意識向上に繋がったかと思
います。本年度は1人当たりの平均使用電力が減少しております。
来年度、全ての照明のLEDへの変更等を行い、引き続きCO2削減による地球温暖化防止に
貢献してまいります。

本社の全照明器具(蛍光灯箇所)のLEDへの変更、3階事務所エアコンの入替を予定しております。

次年度目標：24738.50kWh（変更） → 27541.80kWh（2021年度の実績から0.2%削減）

年度 2019年 2020年 2021年

購入電力 28,155kwh 29,308kwh 27,597kwh

社員数 38名 35名 34名

(男24・女14) (男24・女12) (男22・女12)

1人平均 741kwh 837kwh 811kwh

◆1人当たりの購入電力

EARTH HOUR 2022 in YOKOHAMAに今年も参加
エントリーいたしました。
2022年3月26日に社内一斉消灯を呼びかけ、
地球環境保護の意識を高めることができました。

合計870kwh⇒327kwh

1階事務所
冷蔵庫

※消費電力量
590kwh/年

(旧)3階給湯室
冷蔵庫

※消費電力量
280kwh/年

(新)3階給湯室冷蔵庫

※消費電力量
327kwh/年

年間543kwh
節電

向洋電機土木株式会社

目標：24738.5kWh
実績：27597kWh
（目標対比 111.6％）

◇ EARTH HOUR（アースアワー） 2022
in YOKOHAMA

【取り組みの評価】

【次年度の取り組み】

7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み



これまでは、エコドライブ推進活動を軸に化石燃料使用量の削減に向けて活動を行って
きましたが、今年に入ってからウクライナ情勢を背景にガソリン価格の高騰や、供給の不
安定な状況が予測されたことと、コロナ感染についても少し落ち着きが見えてきたことか
ら、大幅な二酸化炭素削減を目指すために、社長の号令を発端に「1人1台の車使用が本
当に必要か、使用そのものもついてを考え直す」ことを活動の軸として、大幅な化石燃料
の使用量削減に向けて動き出しました。

【環境活動計画に基づき実施した取り組み】

化石燃料削減

13

車の使用に関連する費用について、人毎・項目毎に月毎でデータの集計を行い、どの位
費用が発生しているのかを見える形にして、提示いたしました。
これまでは車を1人1台使用することそのものについてを考えることや、車自体を維持して
いることにもどの程度の費用がかかっているか、ということを意識せずにいたところが多
かった為、実際に費用を集計してみて、かなりの費用が掛かっていることに愕然としまし
た。その上で、1人1台の車使用から、同じ現場での移動は乗合で移動する、公共交通機関
を利用する等を検討するようになりました。

◇車使用に関する費用のデータ化

目標：27547.64ℓ
実績：20819.06ℓ
（目標対比 75.6％）

7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み 向洋電機土木株式会社
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車の維持・使用に係る費用のデータを開示したことにより、1人に1台の車使用が当たり
前だったところから、同じ現場には乗合で移動する等が増え、車の使用数がかなり減少し、
ガソリンの使用料、その他車使用に関する費用についても大幅に削減されたことが目に見
えて結果として現れ、まさに「環境経営」を実感する結果が出てまいりました。

◇車の使用・維持に関する費用の削減

目標：27547.64ℓ 実績：20819.06ℓ
（目標対比75.6％）

稼働車両 年間化石燃料使用量 年間化石燃料使用量/稼働車両数

2020
年度

23台 23382.55ℓ 1016.63ℓ

2022
年度 23台 20819.06ℓ 905.18ℓ

◇化石燃料使用量の削減

【2020年度】

【2021年度】

これまでの取り組みに加え、使用台数の削減の効果が表れ、化石燃料使用量についても
大幅に削減されたことが、結果として出てまいりました。

化石燃料削減 目標：27547.64ℓ
実績：20819.06ℓ
（目標対比 75.6％）

7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み 向洋電機土木株式会社



2021年 7月 2021年 8月 2021年 9月

平均 11.47m/ℓ 平均 10.04km/ℓ 平均 12.17km/ℓ

１位 白水 15.16km/ℓ １位 白水 13.46km/ℓ １位 春原 17.79km/ℓ

２位 石井 13.20km/ℓ ２位 永川 12.50km/ℓ ２位 金子 16.32km/ℓ

３位 寺田 13.14km/ℓ ３位 堀之内 12.36km/ℓ ３位 泉水 14.90km/ℓ

2021年 10月 2021年 11月 2021年 12月

平均 10.52km/ℓ 平均 11.19km/ℓ 平均 11.99km/ℓ

１位 杉田 14.01km/ℓ １位 永川 13.12km/ℓ １位 凌平 13.94km/ℓ

２位 春原 13.20km/ℓ ２位 大山 13.11km/ℓ ２位 永川 13.25km/ℓ

３位 石井 12.98km/ℓ ３位 杉田 13.07km/ℓ ３位 大山 13.17km/ℓ

2022年 ２月 2022年 ３月

平均 11.04km/ℓ 平均 10.90km/ℓ 平均 11.44km/ℓ

１位 杉田 12.79km/ℓ １位 白水 12.67km/ℓ １位 泉水 13.30km/ℓ

２位 石井 12.58km/ℓ ２位 永川 12.42km/ℓ ２位 白水 12.75km/ℓ

３位 永川 12.44km/ℓ ３位 杉田 12.41km/ℓ ３位 大山 12.56km/ℓ

2022年 ４月 2022年 5月 2022年 6月

平均 11.29km/ℓ 平均 11.67km/ℓ 平均 11.29km/ℓ

１位 杉田 14.28km/ℓ １位 杉田 14.66km/ℓ １位 杉田 14.13km/ℓ

２位 寺田 13.40km/ℓ ２位 寺田 13.86km/ℓ ２位 白水 13.44km/ℓ

３位 石渡 13.08km/ℓ ３位 石渡 12.90km/ℓ ３位 寺田 13.18km/ℓ

例年行ってきた燃費ランキングについては、
今年度も引き続き行ってまいりました。今年度は、
会社平均の燃費も昨年に比べ上昇しており、全体
的な化石燃料の使用削減に加えて、ガソリンにつ
いて、燃費の良い使用も出来、環境にもお財布に
も優しい運転が実行できていたことがわかりまし
た。このまま車の使用頻度が減少するようであれ
ば、来年度以降の燃費ランキングの出し方につい
ては、集計方法を検討をしていきたいと思います。

※ハイブリッド車、乗車間もない社員はランキング対象外としています。

年間チャンピオン 平均燃費 会社平均

杉田 13km/ℓ 11.24km/ℓ
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化石燃料削減 目標：27547.64ℓ
実績：20819.06ℓ
（目標対比 75.6％）

◇ 平均燃費ランキング化

7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み 向洋電機土木株式会社



次年度以降も引き続き車使用そのものに関しても意識しながら、環境経営に効果を出せ
るよう、目標値についても見直し、より大幅な削減を目指します。

次年度目標：27492.33ℓ（変更）→ 24743.1ℓ（当初目標より10％の大幅削減）

16

【取り組みの評価】

今年度は、今年に入ってからの取り組みではありますが、車の使用台数の削減により、
目標値に対して、大きな成果が出ました。これまであまり意識してこなかった費用面での効
果も大きく結果として表れてきたので、環境面・経営面に対して、成果を出すことができた
と感じています。コロナウイルスの感染状況によっては、乗合などが難しくなる場合もまだ
まだないとは言い切れませんが、社員の車の使用に関する大きな意識改革にはなったと思う
ので、今後も引き続き取り組みを進め、「地球にも、人にも、経営にも優しい成果」が出せ
るようにしたいと思います。

神奈川県が実施している3人1組のチーム単位で、
6ヶ月間の安全運転(無事故・無違反)にチャレンジ
するコンクールに毎年参加。今年も8チームで参加
し、安全運転をチームで意識することで、人にも
環境にも優しい運転の意識向上を図っております。

10月よりアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確
認が「義務化」されることを受け、弊社では10月の法施行
開始よりも前の今年4月より、アルコール検知器を運転者
1人につき1台導入し、酒気帯びの確認と記録、報告を行う
ことを開始しました。法の施行開始よりも前から始めてお
くことにより、実際の法施行開始時にはアルコール検知を
行ってから運転を開始すること
が習慣づけられ、
安全運転に対して
の高い意識を持ち、
車使用についても
改めて要否を考え
直す機会にもな
り、より一層安全運転に対して気を引き
締めて取り組んでまいりたいと思います。

化石燃料削減

◇ セーフティ・チャレンジ・かながわ
（無事故・無違反コンクール）

◇ アルコールチェック

【次年度の取り組み】

目標：27547.64ℓ
実績：20819.06ℓ
（目標対比 75.6％）

7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み 向洋電機土木株式会社



廃棄物排出量削減

【環境活動計画に基づき実施した取り組み】
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産業廃棄物の取組みはごみの量を減らすだけではなく、今後の法律改正や社会情勢なども
ふまえて、短期目標と長期目標に分けて活動いたしました。
主な短期目標は、『リサイクルの推進』、『消耗品・社内備品の管理』
長期目標は、『電子帳簿保存法に向けての電子データ化』『備品・不良在庫の洗い出し』
としました。ポップや管理表を作成することで目で見て分かるようにし、社員の意識改革も
進んでおります。

◇再資源化の推進

昨年度より紙ごみの処分業者を変え、リサイクル化は進んでおりましたが、今年度は
シュレッダーを買い替え、有料での溶解処分を大幅に減らすことができました。
また、現場で出る産廃も無料での引取～リサイクルできる業者も利用し、産廃排出費用の
削減を進めております。

880 
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440 

1,800 

0
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1,000

1,500

2,000

ヤマト溶解処分 リサイクル処分量

紙ごみ処分量比較

2020年度 2021年度

目標：58651kg
実績：67980.29kg
（目標対比 115.9％）

前年度より取り組んでいる紙ごみ
のリサイクルの結果です。

ヤマト運輸の有料の溶解処分は半減
することができ、リサイクル業者へ

の持ち込みが1.6倍になりました。

さらに次年度は複合機の入替により
ＦＡＸ受信がデータ化されるように
なります。

今年度の受信枚数 1,925枚

金額で見ると・・・
《リサイクル売却益》

2020年 2,620円 → 2021年 9,867円 7,247円ＵＰ！
《ヤマト溶解処分費》

2020年 91,476円 → 2021年 45,738円 45,738円コストダウン！

横浜市様の工事で発生した産廃を、
リサイクル業者に引取ってもらい、
『リサイクル化証明書』を発行して
いただきました。

7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み 向洋電機土木株式会社



本年度もペットボトルキャップの収集活動をし、『NPO法人エコキャップ推進協会』様へ

寄付をいたしました。 2,451個のエコキャップを寄付することによりCo2排出量を

113.09kg削減できました。
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◇消耗品・社内備品の管理

今まで個別管理をしていた消耗品の発注を、『持出簿』『管理表』を作成し一括管理
するように変更いたしました。使用する際に持出簿に記入することにより、必要数より多
く持ち出すことが無くなり、適正在庫を把握することができました。
また、中古ファイルも一か所に集め管理するようにいたしました。在庫数を明確にするこ
とにより、社内で使用するファイルを随時リサイクルしていくことができました。

持出簿をテプラやファイルを保管してい
る場所に置き、さらにポップを付け分かり
やすくいたしました。
持出簿を記入することにより、大量消費を
抑えることができております。

年末に大規模な倉庫の棚卸をし、不要な書
類や在庫を処分いたしました。倉庫内を整理
することで在庫を把握できるようになり、さ
らに管理簿を作成し倉庫の備品の持込・持出
する際に記入するようにいたしました。
共有で使えるものを明確にすることにより、
無駄な発注を抑えることが今後期待できます。

◇エコキャップ寄付

弊社は来年も引き続き、
エコキャップの収集活動
を続けてまいります。
小さな取り組みですが、
継続して行うことにより、
職場だけではなく普段も
環境への意識を向上させ
るきっかけになっており
ます。

廃棄物排出量削減 目標：58651kg
実績：67980.29kg
（目標対比 115.9％）

7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み 向洋電機土木株式会社



【取り組みの評価】

【次年度の取り組み】
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本社分の一般廃棄物及び産業廃棄物の排出量を過去2年と比較いたしました。一昨年と比べ
売上は約1割減ですが、産業廃棄物の排出量は約6割減少させることができました。
昨年と比べると売上が約4割増加しましたが、排出量はほぼ横ばいで抑えることができました。

廃棄物排出量削減 目標：58651kg
実績：67980.29kg
（目標対比 115.9％）

①主要資材の原料である銅は現在価格が高騰し、需要拡大の為今後入手が困難になって
いくと予想されております。適正な数量を発注することは勿論ですが、貴重な資源を
無駄にすることなく、リサイクルを進めてまいります。

②電子帳簿保存法が施行されることを見越し、現在紙での保管から電子化に移行しており
ます。紙で保管しているものを減らすことにより、倉庫に空きスペースが増えるので
将来的には現在借りているコンテナ倉庫を解約できるよう、電子化を進めてまいります。

次年度目標：58532.76kg（変更） → 18970.00kg（本社分のみ）

※次年度より目標値は本社分のみ設定。
現場の産廃については工事内容により増減が激しいため、
工事内容毎の産廃量を分析していく。

7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み 向洋電機土木株式会社
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水使用量削減
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◇植物の水やり方法の掲示

変更前

弊社では、空気の浄化・緑化のため、

社内にも多くの観葉植物を設置してお

ります。毎日の水やりについて、植物

の種類によって水やりの特徴が違うこ

とや、冬季は水やり不要の植物がある

ことに着目し、それぞれの植物の適正

な水やりの方法をポップなどで鉢植え

に直接表示し、誰でもわかりやすく水

やりができるように工夫しました。

これにより水の量や頻度を一定に保ち、

余分な水を使用しなくて済むようにい

たしました。

◇節水啓発ポップの掲示

変更後

変更前

変更後

節水意識を高めるため、日頃よりポップ等

を活用して節水の協力を呼び掛けております

が、同じポップだと見慣れてしまうため、定

期的に新しいものを作成して、再び目に留ま

るように貼り替えを行いました。

また、水使用量については、コロナ禍におい

ても目標値を達成しているため、節水を「お

願い」するのではなく、「ご協力ありがとう

ございます」という文言に変え、社員が今後

も気持ちよく節水に協力できるように工夫い

たしました。

【環境活動計画に基づき実施した取り組み】

目標：120㎥
実績：95㎥
（目標対比 79.1％）

7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み 向洋電機土木株式会社



水使用量削減

◇使用済み使い捨てカイロの回収

今年度も使用済み使い捨てカイロの回収を行いました。本社及び現場事務所に回収ボック
スを設置し、前年度の3倍の重量となる9ｋｇ分の使用済み使い捨てカイロが集まりました。

個数にすると、189個。これは河川の約9000ℓの水質浄化に役立ちます。次年度は現場
事務所での設置を継続するとともに協力会社への周知を図る等、さらに積極的に取り組んで
まいりたいと思います。

21

現場事務所でも回収を行いました。

◇加湿器、ポットの残り水の再利用と湯量調整

湯沸かしポットと冬期（1～3月、10～12月）に
設置する加湿器の給水タンクに残った水を布巾の
洗濯や植栽の水やり等に再利用するよう取り組み
ました。また、来客予定に合わせてポットの湯沸
かし量を調整するようルール決めをいたしました。

これにより年間300ℓ以上の節水が見込まれま

す。このような、社員の気付きやアイデアから生
まれるエコアクションをさらに増やしていきたい
と思います。

使用済み使い捨てカイロ１８９個で

河川 9000ℓ をキレイに✨
※流水環境（例：川、海など）において使用する場合の目安

1000リットルの汚水の場合 カイロを原料とした浄化キューブ1回の投入100g/週 計10回

目標：120㎥
実績：95㎥
（目標対比 79.1％）

7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み 向洋電機土木株式会社



水使用量削減 目標：120㎥
実績：95㎥
（目標対比 79.2％）

22

本年度も引き続き、手洗いうがい等の感染症対策強化を推進しておりますが、日常的な節

水が習慣化され、前年度よりも23㎥減の節水効果がありました。無駄な水使用をせず、尚
且つ有効利用する意識が社員一人一人に根付いた結果だと考えます。
過去5年の実績でみると一人当たりの使用量が大幅に減少し、有効な取組が多くあったと分
析します。コーヒーマシンの入替、様々なルール作成等が大きく結果に出ました。
今後もこれまでと同様に気を緩めること無く節水活動を推進してまいります。

85㎥

108㎥
102㎥

118㎥

95㎥

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
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実施年度 取組内容 一人当たりの水使用量
／備考

➢ 2017年度 ・横浜おいしい水検定 ・ウォーターサーバー入替 7.73㎥

➢ 2018年度 ・横浜おいしい水検定 ・節水啓発POP更新
・自動散水機導入 ・植栽の水やりをホースからじょうろに変更

6.75㎥
／女性社員5名増加

➢ 2019年度 ・横浜おいしい水検定 ・コーヒーマシンの入替
・ペットボトル給水器と自動散水機の併用

6.0㎥

➢ 2020年度 ・感染症対策と節水活動 ・プラごみの捨て方(洗い方）POP作成
・使用済み使い捨てカイロの回収 ・雨水の利用

・植栽の水やりのルール作成

7.87㎥
／コロナ禍

➢ 2021年度 ・感染症対策と節水活動 ・給湯ポット、加湿器の残り水の再利用
・給湯ポットの湯量の調整 ・使用済み使い捨てカイロの回収

6.33㎥
／コロナ禍

【取り組みの評価】

次年度目標：95㎥（本年度を基準として月ごとに目標値を設定）

【次年度の取り組み】

節水活動は継続的に実施し、環境にやさしい食器洗剤の選定、大岡川沿いの清掃等を
盛り込むことを計画しております。

7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み 向洋電機土木株式会社
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【電気】

【化石燃料】

【産廃】

【水】

メインターゲット

13.3 気候変動の緩和策と適応策、影響の軽減、早期
警戒に関する教育、啓発、人的能力、組織の対応能力
を改善する。

メインターゲット

7.a 2030年までに再生可能エネルギー、エネルギー効
率先進的でより環境負荷の低い化石燃料技術など、ク
リーンなエネルギーの研究や技術の利用を進めるため
の国際協力を強化し、エネルギー関連インフラとク
リーンエネルギー技術への投資を促進する。

メインターゲット

12.5 2030年までに、廃棄物の発生を、予防、削減
（リデュース）、再生利用（リサイクル）や再利用
（リユース）により大幅に減らす。

メインターゲット

6.4 2030年までに、水不足に対処し、水不足の影響
を受ける人々の数を大幅に減らすために、あらゆる
セクターで水の利用効率を大幅に改善し、淡水の持
続可能な採取・供給を確実にする。

7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み 向洋電機土木株式会社



◇ グリーンプロジェクト

南区区政推進課が行っている緑のカーテンプロ
ジェクトに今年も参加し、種からゴーヤを育ててい
ます。今年は昨年栽培した実から取った種も育て、
規模を拡張しています。
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【社会貢献取り組み内容】

2022.5.11芽出し開始

芽出し作業
開始から8日目

※2022.6.30時点

芽出し作業
開始から28日目

7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み 向洋電機土木株式会社



◇ 社内緑化

サンセベリア
サンセベリアは空気清浄効果とマイナスイオン放出量が高く、室内環境向上

に大変有効です。社内全室に配置しているサンセベリアは続々と成長しており
ますので、引き続き取り組みを続けていきます。

25

チューリップ
今年は緑の協会から購入したチューリップの球根を植栽し、4月に綺麗な花

を咲かせました。花が枯れた後は球根を堀り上げ、次回の秋冬の植栽用に保管
しています。

緑の協会から届いた球根 2022.4.6開花状況

2022.5.10球根堀上げ 2022.6.30時点の球根

7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み 向洋電機土木株式会社



災害救助犬やセラピードッグ、動物福祉
への支援のために日本レスキュー協会への
募金活動を開始し、4年目となりました。
募金箱とパンフレットを設置し、犬ととも
に社会に貢献する活動に協力しています。

◇ 日本盲導犬協への募金活動

盲導犬の育成支援のために、募金活動
を行っています。日本盲導犬協会から募
金箱とパンフレットを頂いて社内に設置
して、盲導犬の育成・普及に役立ててい
ただけるように協力しています。

◇ 日本レスキュー協会への募金活動

◇ 南区さくら貯金

弊社所在地の横浜市南区は大岡川沿い
の桜並木が有名です。桜の保全・育成の
啓発活動等に協力する為、さくら貯金箱
を社内に設置し、募金の呼びかけを行っ
ています。

平成23年募金開始。
継続的に募金活動に取り組んでいます。

平成21年募金開始。
弊社の活動として定着しております。
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7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み 向洋電機土木株式会社



「セーフティ・チャレンジ・かながわ」無事
故・無違反コンクールに参加しました。参加6
年目となり、セーフティードライブは定着し
ております。本年度も無事故事業所顕彰をい
ただきました。無事故・無違反の推進を行う
ロードリーダー育成モデル事業所の神奈川県
第一号に任命されてから12年目となりました。
今後もセーフティードライブを継続して交通
事故の減少に寄与し、安全・安心な暮らしづ
くりを推進していきます。

◇ ロードリーダー

市民による海外協力の会
『シャプラニール』様の活動に
賛同し、使用済み切手を回収し
寄付いたしました。バングラデ
シュやネパール等発展途上国の
人材支援や教育支援に繋がる取
り組みです。誰かの笑顔のため
に今後も継続してまいります。
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◇ 使用済み切手寄付

◇横浜市水のふるさと道志の森基金

横浜市の水源の一つである道志川の水源林を
守るボランティア事業に「道志の森基金」とい
う形で協力いたしました。道志水源林は清らか
な道志川の水を横浜市民に安定して送り続ける
ため重要な役割を果たしており、民有林を整備
する事業を支える資金として役立たれます。社
内には間伐材で作られた募金箱を設置いたしま
した。未来のこども達の大切な水源を引き継い
でいくため、引き続き協力していきます。

7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み 向洋電機土木株式会社



◇ CSR活動
（大岡川清掃）

平成23年3月に横浜地域貢献企業
の最上位認定をいただいてから、
今年で11年目となります。会社周
辺の清掃を定期的に行う等、地域
貢献活動に取り組んでいます。
新型コロナウィルスが終息した際
には、毎年行っていた保育園の会
社見学等のイベントの開催を予定
しております。

◇ CSR活動
（消防団協力事業所）

昨年4月より男女4名の社員
が南消防団に入団し、活動を
行っています。今年の1月に
は感謝状をいただきました。
今後も地域に役立つ活動がで
きるよう、取り組んでまいり
ます。

◇ CSR活動
（特殊詐欺被害防止啓発活動）

特殊詐欺被害防止の啓発活動の賛
同企業として、打合せ会に参加いた
しました。今後もこのような取り組
みがありましたら、積極的に参加し
ていきます。
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7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み 向洋電機土木株式会社



◇ SDGｓ啓発活動

横浜市 Y-SDGｓ 最上位-Supreme-認定
企業として、SDGｓの啓発活動を積極的に
行っております。SDGｓ社会的インパクト
マネージャー・公認ファシリテーターの社
員を中心に、カードゲーム「2030SDG
ｓ」を用いた体験型講習を社員や協力会社
を対象として行ってきました。今後も定期
的に開催するとともに、社外の周知活動に
も力を入れ取り組んでまいります。
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食品(スーパーやコンビニ・ファスト
フード店の商品やお菓子等) 、実用品
(ティッシュ・歯磨き粉等)にまで認証マー
クがついた商品が数多くあります。買い物
の際に認証マークのついている商品を選ぶ
ことがSDGｓの取り組みの一つである、と

いうことも説明しています。

カードゲーム「2030SDGｓ」

7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み 向洋電機土木株式会社



◇ 資格取得支援・講習会開催

アフターコロナを見越して、引
き続き社員の育成に力を入れてお
ります。様々な講習会を自社で開
催しています。取り組みを行うこ
とにより、地元と共に成長発展で
きる情報共有はもちろん、ノウハ
ウの提供等を積極的に行い地元経
済の活性化と連携強化を進めてい
ます。
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◇フードドライブ

本社及び現場事務所にフードド
ライブ回収ボックスを設置し、4月
に寄贈いたしました。今後も食品
ロスの削減に貢献できるよう、持
続可能なフードドライブ活動を
行ってまいります。

7.環境活動計画に基づき実施した取り組み内容と評価、
および次年度の取り組み 向洋電機土木株式会社



✓ 環境関連法規への違反はありません。

✓ 遵守事項における当社での評価も問題はありません。

✓ 関係当局及び近隣より違反、苦情等の指摘も過去３年間ありません。

✓ 実際施工した現場において、建設リサイクル法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
基づき、適正に処理を行いました。

環境法規の名称 概 要

電気事業法

感電や電気工作物の保安の確保を図る

必要機器の設置

標識の掲示

主要電気工事士の設置

低圧電気取扱などの特別教育受講者の設置

消防法
火災の予防

150㎡以上の作業場、倉庫:300㎡以上の事業所には消火器の設置

廃棄物処理法

産業廃棄物の管理

発生から最終処分が終了するまでの処理が適正に行われる措置

マニフェストの管理

「産業廃棄物管理票交付状況等報告書」を毎年6月30日までに
知事に提出する

建設リサイクル法 一定規模以上の現場の特定建設資材は適切に処理する

家電リサイクル法 エアコン、冷蔵庫、テレビ、洗濯機のリサイクルに協力する

小型家電リサイクル法 パソコン、小型二次電池のリサイクルに協力する

大気汚染防止法 自動車の運転、使用時は廃ガス抑制に努める

水質汚濁防止法 公共用水域の水質の保全を図るため、国等による対策の実施に協力

グリーン購入法 物品購入時できる限り環境品等を選択するよう努める

フロン排出抑制法 第一種特定製品の３ヵ月に１回の簡易定期点検実施
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向洋電機土木株式会社

8.環境関連法規への違反・
訴訟等の有無



2021年度評価（総評）

本年度でエコアクション21に取り組むようになり、第14期目となりました。

新型コロナウィルスの影響が続く中でも、社員全員の環境に対する意識は年々

向上しており、本年度も様々な新たな取り組みを行ってきたことを評価したい

と感じています。

電力使用に関しては、空気の入替等感染対策を継続していることもあり目標

達成はできませんでしたが、2階事務所のスイッチの細分化によるこまめな消

灯やエアコンや加湿器の定期清掃を行う等、一人一人が知恵を絞り、取り組み

を行っていることへの努力がみられました。また、複合機の入替や横浜市のグ

リーンリカバリー設備投資補助金を利用して機器導入申請を行っているので、

引き続き効果を分析しながら社員一人一人の節電意識向上に努めてください。

化石燃料は車両使用の妥当性をジャッジし乗合や公共交通機関を利用する等、

大幅な化石燃料の使用量削減に向けて動き出しています。福利厚生として工事

部一人一人に車両を支給してきましたが、世界情勢を鑑みて、今一度社員全員

で二酸化炭素排出量削減を目指すために行動していきましょう。「義務化」に

先立ち実施している車両使用前のアルコールチェックも引き続き徹底してくだ

さい。総排水量に関しては、感染対策を推進している中でも残り水の再利用の

徹底等、一人一人が節水意識を持ち目標を達成することができました。使用済

み使い捨てカイロの回収等の取り組みは社内で定着してきているので、協力会

社への周知も徹底していってください。産業廃棄物に関しては、3定に基づく

倉庫管理により「無駄なものを出さない・置かない」意識が定着してきていま

すので、根気強く継続していってください。次年度以降、インボイス等の電子

化に伴う紙類処分の増加が想定されますが、しっかりとリサイクルしていきま

しょう。複合機の入替によりFAX受信データから必要なものだけを印刷できる

ようになりましたので、効果についての分析も継続してください。また、銅が

高騰し「36年後には銅がなくなる」とまで言われています。少量でも無駄には

せず、分別しリサイクルすることを徹底してください。引き続き、全体的に費

用対効果等を積極的に研究し、取り組みを強化していってください。
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我々【電気設備工事】は、社会的インフラの担い手として、非常に重要な責

務であると共に、企業にプラスαの価値を求められております。弊社では

SDGsの取組として、ワークライフバランス、女性活躍推進、健康経営、環境

経営、地域貢献、テレワーク推進など様々な取組みをしております。これらは、

社会的ニーズとシーズ両方兼ね備えた企業こそが次世代に向けて今後果たすべ

き役割であると確信しております。それは弊社の掲げるCS(顧客満足)、ES(従

業員満足)、FS(家族満足)、PS(個人満足)の【4S】を満たした活動だけでなく、

2030年のSDGsの目標を達成するために、更にもう一つ、Area Satisfaction(地

域満足)を掲げて、達成すべく活動を進めております。お互いのリソース交換や

提供を駆使し、地域の発展と活性化で未来を共創していきます。

向洋電機土木株式会社
代表取締役 倉澤 俊郎

【経済成長】
～社員と関連する人々と組織の成長を

【環境保護】
～地球の未来と未来の担い手たちの為に

【社会的包摂】
～誰も取り残されない社会の実現を



“No one left behind”
「2030年に誰も取り残されない社会を実現しよう」


