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１．会社概要 (登録範囲）

［社　　名］(対象範囲） 株式会社みつば電気

［代表者］ 代表取締役　岡本光代

［所在地］ (対象範囲） 〒６６０－０８９３ 尼崎市西難波町３丁目１７番１３号

［担当者］ 環境管理責任者　岡本光代
ＴＥＬ０６－６４１８－３２８０　 ＦＡＸ０６－６４１８－３２７７
URL　http://www.mitsubadenki.co.jp/

［資本金］ 2０，０００千円

［会社規模］ 従業員数 １3名
(対象範囲） 社屋 ３階建 （延床面積　２５１．５㎡）

［設　　立］ １９６７年４月　１日

［決算期］ 毎年２月末日

［事業内容］(対象範囲） 電気工事業、制御盤設計・製作、造船支援装置・キュービクル設備・
UPS非常用電源装置・空調設備・太陽光発電システム・蓄電池設備の施工販売

［売上高］ 163,002 千円

［加盟団体］ 兵庫県電気工事工業組合
尼崎商工会議所
尼崎工業会

［登録・資格］ 兵庫県知事（般・特－27）第２０４５０６号

［保有車両］ ライトバン 2台
キャラバン 1台
普通車 2台
２ｔトラック 1台
軽バン 1台
電気自動車1台
合計 8台
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2．ごあいさつ

     当社は、『環境に配慮した企業』をモットーに次の2事業を中心に活動しております。
　　
     環境事業部

・太陽光発電システム・蓄電池設備
・省エネ空調設備

     プラント事業部
・制御盤設計制作　 ・造船支援装置
・キュービクル設備 ・空調設備

　　当社は、国のＦＩＴ（固定価格買い取り制度）により普及した、太陽光発電システムの
　　適正な長期運用を実現させるために、「太陽光発電遠隔監視装置」を開発しました。
　　この商品はシーケンサを使った電気制御技術を応用し、保守メンテに役立つと確信しています。
　　太陽光発電システム保守件数年間約15件
　　省エネ照明、ＬＥＤ化の提案の推進を図っています。
　　電源が無い場所での使用可能な太陽光発電ユニット、みつば『ピカッとくん』 『ピカッとくんｍｉｎｉ』
　　を開発し各地のイベントなどに展示、貸し出しを行っております。

『みつば電気社屋の太陽光発電システム』 『制御盤設計・制作』

『ピカッとくん』 『ピカッとくんｍｉｎｉ』
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3．　環境経営方針

＜環境理念＞
株式会社みつば電気は、地域に根ざした電気工事業者として環境に配慮した製品の
販売及び各種工事を通じて環境問題を取り組む企業として社会に貢献いたします。

＜環境経営方針＞
地球環境保全の重要性を認識し企業活動において環境保全の継続的改善により、
地球温暖化防止と循環型社会の形成をめざす。

①　再生可能エネルギーの普及促進に努めます

②　地球温暖化防止に向け、ＣＯ２排出の削減に努めます

③　廃棄物やＯＡ用紙の削減（リデュース）・再使用（リユース）・リサイクルの３Ｒ
　　を推進します。

④　政府、自治体の環境施策に積極的に参加します

⑤　環境関連の法令、各種規制を遵守します

⑥　この環境経営方針は、全社員へ周知徹底を図ると共に、外部からの要求に応じて
　　　公開します

⑦エコマーク商品、環境に配慮した商品、グリーン購入を実施します。

⑧高齢者再雇用制度を取り入れて、熟練技術を若手に継承、教育するために推進する。

⑨全社員で５S活動が徹底できるよう、取り組む。

制定日　2011年　7月　1日
改定日　2021年　2月　1日

株式会社みつば電気

代表取締役　岡本光代



環境経営レポート Ｐａｇｅ5

4． 環境活動組織図

環境管理責任者は５Sを中心に活動取り組みを実施する。
環境事業部、プラント事業部は数値目標に対して達成できるよう、努力する。

5． 環境活動取組内容

①電気消費量削減
　・省エネ設備の導入（省エネタイプのエアコン、ＬＥＤ照明器具）
　・エアコン温度設定(冷房２８℃暖房２０℃）
　・クールビズ、ウォームビズ活動
　・節電の呼び掛け
　・適切な材料の手配（寸法指定など）で端材を出さない

②化石燃料消費量削減
　・アイドリングストップとエコドライブの呼び掛け
　・低燃費車への順次切り替え
　
③太陽光発電システムの保守、蓄電池普及（販売）
　
④省エネ製品の開発（ピカッとくん）
　・『ピカッとくん』・『ピカッとくんmini』の製品化・ＬED照明の拡販

⑤廃棄物処理量削減
　・分別の呼び掛けと徹底
　
⑥水道使用量削減
　・節水の呼び掛け

＊　環境事業部責任者が上記環境内容の活動を実施するよう呼び掛ける

代表者

環境管理

責任者

環境事業部

プラント事業部
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6．環境目標

2021年 2022年 2023年

基本数値より 基本数値より 基本数値より

4％削減 3％削減 2％削減

基本数値より 基本数値より 基本数値より

4％削減 3％削減 2％削減

2台増加 2台増加 1台増加

1台増加 1台増加 1台増加

基本数値より 基本数値より 基本数値より

3％削減 4％削減 2％削減

基本数値より 基本数値より 基本数値より

3％削減 3％削減 2％削減

＊基本数値は2019年度（実績値）とします。　　　
＊実排出係数は0.000522（ｔ－ＣＯ２／ｋＷｈ）を使用 （関西電力 2020年度）
＊化学物質の使用量削減目標は、化学物質の使用が微量のため取組みません。

6-1.環境目標の実績

2019年 基本数値／年 2020年実績数値／年

①電気購入量 6,014 kWh 6200 kWh 6,096 kWh

②灯油使用量 215 L 200 L 180 L

　　二酸化炭素排出量 2,001 kg-CO2 4,210 kg-CO2 3,407 kg-CO2

③太陽光発電、蓄電池販売 1 台 1 台 1 台

④省エネ製品の開発販売 5 台 4 台 4 台

⑤廃棄物処理量 4.6 ｔ 4.8 ｔ 1.3 ｔ

⑥水道使用量 59 ㎥ 64 ㎥ 36 ㎥

●太陽光発電の保守、蓄電池システム、省エネ製品販売目標、1台以上を見込む。

●自社稼働中の太陽光発電量 (2021年度 合計 71471kWh）

環境活動
中期目標

絶対値目標

省エネルギーに取り組み
二酸化炭素排出量を削減する ③再生可能エネルギー販売量を前年

度の基本数値より１台増加をする

④省エネ製品の開発販売を前年度よ
り増加をする

⑤廃棄物処理量を前年度の基本数値
より１％削減をする

⑥水道使用量を前年度の基本数値よ
り１％削減をする

2020年目標

①電気購入量を前年度の基本数値よ
り1％削減をする

②化石燃料消費量（灯油）を前年度の
基本数値より1％削減をする

３Ｒを推進し廃棄物の
削減を図る

資源の有効活用
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7．環境活動の取り組み結果の評価
2020年3月～2021年2月までの実績

評価

二酸化炭素排出量

8．環境関連法規への違反、訴訟等の有無
①当社に適用される法規制と現在までの順守状況

順守状況

処理委託基準、マニフェスト交付、保管

マニフェスト伝票交付状況の報告

7.5kw以下 簡易点検、点検記録は機器廃棄後3年間保管

行程管理票の発行、引取証明書の保管(3年間)

リサイクル料金の支払い

地域指定

NOx･PMの排出基準の順守

②違反、訴訟等
・環境関連法規2020年度について、過去３年間違反はありません。
・環境関連機関から2020年度は訴訟、指摘もありませんでした。

自動車NOx･PM法 順法

フロン排出抑制法 順法

家電リサイクル法 順法エアコン､液晶TV､プラズマTV､冷蔵庫､冷凍庫､洗濯機､
衣類乾燥機

消防法 消火設備の設置 順法

･弊社はもともと水道使用量が少ない。活動期
  間で節水の呼び掛けを継続する。手洗い時
  に水の出しっぱなし等をしない。
･啓発標語などを掲げ、全社で意識改革する

Ａ

Ａ水道使用量削減

（注）評価の区分＝  Ａ：適合（目標達成）   Ｂ：適合（目標未達）

廃棄物処理法
廃棄物保管基準（囲い、掲示板、飛散･流出防止）

順法

該当する要求事項法規制等の名称

廃棄物処理量削減
･コロナ禍により、仕事量が減少し、廃棄物も自
  然減となった。・来期受注増となっても資材等
無駄にならないよう自主管理を徹底させる。

取組事項 取組結果と次年度取組内容

B

･コロナ禍により、新規顧客への営業活動自粛
 により、蓄電池と共に販売減。コロナによる、
 商品不足により実績が伴なわない恐れがあ
 る。
･メンテナンスで乗り切る

省エネ製品の
開発販売

Ａ

･コロナ禍により在宅勤務や休業により電気使
 用量が減った。
･次年度も各自省エネ意識を高めてもらえるよ
  う、仕掛けづくりをしていこうと思う。次年度は
 老朽化した社用車を乗り換えたい

再生可能エネル
ギーシステムの販売

･目標は達成できた。事業活動がコロナにより
  縮小したことが影響。
･クールビズ、ウオームビズを採用し電気購入
 量削減を心がける

Ａ

･価格競争により大きな拡販実績数値ではな
  かった。
･提案営業を強化していく

電気購入量削減

A
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電気関連工事はコロナ禍の影響で、設備の新設や更新の動きが停滞しているため、必然的に
減少しています。　結果として電気使用量などは目標を達成しています。
　産業廃棄物の多くはケーブル配線の切断クズが占めており、それらは有価物として処理し
ています。今後はIOTの活用と熟練技術者からの技術継承を重要な取組として、社員全員で、
積極的に環境改善に取り組み、当社のワンストップ体制の強みを更に向上させ､活かしていく。
地域貢献としてあまがさき環境オープンカレッジや尼崎地区地球温暖化防止活動のメンバー
と共に、小学校への出前授業やイベントに企画、参加を継続していきます。代表自身２５年以上
活動をしており、楽しみながら周りも巻き込んですることが長く続けて活動していけると考えます。

株式会社みつば電気
代表取締役　岡本光代

9　.代表者による全体評価と見直し記録


