
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

発行日： 2022年11月1日

株式会社テクセル

2022年度  環境経営レポート

　（対象期間：2021年8月～2022年７月）



　　　　　　　　　　　　

 

１．環境関連法規制等を遵守する

２．二酸化炭素排出量の削減を推進する（電力、ガソリン）

３．廃棄物の削減を推進する

４．水使用量の節減を推進する

５．測量業務における環境配慮を推進する

６．本方針を全従業員に周知徹底する

制定日：

改定日：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　柴田　巧

　当社は、測量・設計を主とする事業活動において、地球環境保全の重要性を認識し、
環境負荷の低減を図るために、全社員一丸となって環境への取組みを推進します。併せ
て経営における課題とチャンスを定期的に見直すことで明確にし、継続的に改善活動に
取り組みます。

2011年7月20日

2020年12月28日
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ごあいさつ

　当社は創業以来、常に技術力の向上に努め、高品質の成果品を提供する 「心豊かな
生活環境づくりのプランナー」をめざしてきました。環境を重視し、魅力と活力のある
地域づくりを推進するため、仕事に責任と誇りをもって成長していきます。

環 境 経 営 方 針



□組織の概要

（１） 名称及び代表者名
株式会社テクセル
代表取締役　　柴田　巧

（２） 所在地
本　　　社 〒668-0024　兵庫県豊岡市寿町12番8号

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 総務部　課長　京川　善彦 TEL:0796-23-2366
担当者 総務部　　　　山崎　美佳 TEL:0796-23-2366

（４） 事業内容
測量業および土木関係の建設コンサルタント業務

（５） 事業の規模
年間売上高 2.3億円（2022年度実績）

19名
287.11㎡

（６） 事業年度 8月～翌年7月

□認証・登録の対象範囲

登録組織名： 株式会社テクセル
対象事業所： 本社
対  象  外： 対象外　なし
活　　　動： 測量業および土木関係の建設コンサルタント業務

□主な環境負荷の実績

単位
2019年度
基準年度

2020年度 2021年度 2022年度

kg-CO2 38,819 39,012 38,083 37,416

ｋWh 26,615 26,113 25,050 28,707

L 13,028 12,818 12,571 11,701

N㎥ 60 50 58 90

㎏ 517 413 333 402
㎥ 126 177 176 101

　ガソリン
　都市ガス
廃棄物排出量
　一般廃棄物
水使用量
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従業員　　　　　
延べ床面積　　　

項　目

二酸化炭素排出量

　電力



実施体制
作成者： 京川　善彦
制定日：
改定日：

（本社）

（対象範囲外：なし）

代表者（社長）

環境管理責任者
・環境関連法規制等の取りまとめ表を承認
・環境目標・環境活動計画書を確認
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口
・緊急事態対応手順のテスト、訓練の指導及び総括
・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

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐

・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
・環境関連法規制等取りまとめ表の作成
・環境関連法規制等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施
・特定された項目の手順書作成
・特定された緊急事態への対応のための手順書作成

部門長 ・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
・自部門の従業員に対する教育訓練の実施
・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
・特定された項目の運用管理
・緊急事態対応手順のテスト、訓練を実施、記録の作成
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

全従業員 ・環境方針の理解と環境への取り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

・環境活動レポートの作成、公開（事務所への備付けと地域事務局への送付）
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・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
・経営における課題とチャンスの明確化
・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施

役割・責任・権限
・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

環境事務局

総務部 技術部 営業部

2011年7月20日
2020年12月28日

株式会社テクセル実施体制図及び役割・責任・権限表

代表者
代表取締役　

環境管理責任者




□環境経営目標及びその実績

（1）環境経営目標

年　度

項
目

kg-CO2 39,567 38,776 38,380 37,984 37,589 37,193

対基準 △2% △3% △4% △5% △6%

kWh 26,615 26,083 25,817 25,550 25,284 25,018

kg-CO2 9,342 9,155 9,062 8,968 8,875 8,781

対基準 △2% △3% △4% △5% △6%

L 13,028 12,767 12,637 12,507 12,377 12,246

kg-CO2 30,225 29,621 29,318 29,016 28,714 28,412

対基準 △2% △3% △4% △5% △6%

㎏
517 507 502 496 491 486

対基準 △2% △3% △4% △5% △6%

㎥
126 123 122 121 120 118

対基準 △2% △3% △4% △5% △6%

測量成果控
のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化

測量成果控の
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化

測量成果控
のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化

測量成果控
のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化

測量成果控
のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化

測量成果控
のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化

対基準 現場清掃 現場清掃 現場清掃 現場清掃 現場清掃 現場清掃

Ⅱ．一般廃棄物削減

Ⅲ．水使用量削減

Ⅳ．測量業務にお

　　ける環境配慮
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Ⅰ．二酸化炭素

排出量合計

    電力使用量

削減

ガソリン使用量

削減

2019年度
基準年度

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度



（2）対象期間の実績

年　度

項
目

目標 実　績 達成度 評価

kg-CO2 39,567 38,380 37,223

対基準 -3.0% -5.9%

kWh 26,615 25,817 28,707

kg-CO2 9,342 9,062 10,076

対基準 -3.0% 7.9%

L 13,028 12,637 11,701

kg-CO2 30,225 29,318 27,147

対基準 -3.0% -10.2%

㎏
517 501 402

対基準 -3.0% -22.2%

㎥
126 122 101

対基準 -3.0% -19.8%

測量成果控
のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化

測量成果控の
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化

100.0%

対基準 現場清掃 現場清掃 100.0%

注１） 都市ガスは目標に含めないが、二酸化炭素総排出量は把握(37,416kg-CO2)

注２） 電力の二酸化炭素排出量への換算係数は、関西電力公表の2020年度

調整後排出係数０．351kg-CO2/ｋWｈを使用。
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Ⅲ．水使用量削減
120.8% ○

Ⅳ．測量業務にお
100.0% ○

　　ける環境配慮

108.0% ○ガソリン使用量

削減

Ⅱ．一般廃棄物削減
124.6% ○

Ⅰ．二酸化炭素
103.1% 〇

排出量合計

89.9% ×    電力使用量

削減

2019年度
基準年度

対象期間における実績
2022年度（2021年8月～2022年7月）



□環境活動の取り組み計画と評価

◎よくできた　○ままできた　△あまりできなかった　×全くできなかった
達成状況

〇

◎
×
○ 節電モードに設定した。

今後も一層積極的な取組を実施する。

○ エコドライブを意識し、燃費向上を図るように指導した。

○ もっと意識しエコドライブを実行する。

○ ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙやタイヤ空気圧等をチェックし、燃費向上に努めた。

増台に伴い使用量は増えたが、正確なデーターを把握しながら、

削減に努める。

○ 分別により、焼却廃棄物がへらせた。

○ 社内資料等は裏紙を使用するよう努めた。

○ ﾐｽｺﾋﾟｰが減り、焼却廃棄物が減らせた。

目標数値は少し未達となり、より一層積極的な取組を実施する。

○
○ 今後も工夫して節水に努める。

○ 測量成果控をデジタル化した。

○
今後も継続していく。

□環境関連法規等の遵守状況の評価の結果

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。
評価

一般廃棄物（紙くず、木くず、生ゴミ）の適正処理 遵守
水銀使用製品産業廃棄物（蛍光灯等)の適正処理 実績なし
廃家電製品の適正処理（テレビ、冷蔵庫、洗濯機） 実績なし
点検・記録・同保管（廃棄後3年）及び廃棄時のﾌﾛﾝ回収義務 実績なし
消火器の設置と点検、火災警報装置の設置 遵守

なお、環境法規制等への違反、訴訟、環境上の苦情等も過去３年間ありませんでした。

□代表者による全体の評価と見直し

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていることを確認しました。

環境目標はほぼ達成できましたが、年末からの寒波が春先まで続き、降雪回数も多くエアコンの
使用が増えた事に伴い電気使用量の削減が未達となりました。エアコンの設定温度の徹底や適切
な使用により節電に務めます。ガソリン使用量の削減はエコドライブを実行したことにより、前
年度より減少しております。今後も目標達成に向け、経営における課題とチャンスを定期的に見
直し、環境経営方針、環境経営目標、環境経営計画及び実施体制を周知し全従業員が一丸となっ
て削減に取り組んでいきます。

2022年11月1日
代表取締役　柴田　巧
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適用される法規制 遵守すべき要求事項
廃棄物処理法

家電リサイクル法
フロン排出抑制法
消防法

測量業務における環境配慮の推進
・測量成果控のデジタル化
・測量現場の清掃 各現場で清掃を実施した。

水使用量の削減
・車輛洗車の節水 水の出しっぱなしに気をつけ、使用量を減らした。

・垂れ流し禁止

一般廃棄物の削減
・ごみ分別の徹底
・裏紙の使用
・ミスコピーの防止

・ＯＡ機器の省電力設定

ガソリン使用量の削減
・急加速の抑制
・アイドリングストップ
・運転日報を記入

今後も一層積極的な取組を実施する。

電力使用量の削減
・不要照明の消灯 昼休みや使用していない場所の消灯に努めた。

・エアコン温度の適正化 年末からの寒波と降雪も多かった為、エアコンの使用が増えた。

取り組み計画 評　価（結果と今後の方向）
二酸化炭素総排出量の削減
・下記の項目による 車が増えたがエコドライブにより達成。



□環境活動の紹介

【ゴミの分別】

【空調の適温化ステッカー】

【節電ポスター】

【節水ポスター】
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