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組織の概要

事業所名 株式会社井上電工

代表者名 代表取締役　小野　和幸

所在地 本社 高知県四万十市具同7361番地6

倉庫/車両置場 同上

資材置場 高知県四万十市具同字一番谷7388-3

高知支店 高知市百石町3丁目17-16

環境管理責任者 取締役　小野 佐保

連絡先担当者 総務部　小野 円香

連絡先 TEL：0880-37-1386 FAX：0880-37-2616

E-mail：soumu@i-denko.co.jp

事業内容 建設業（電気工事業・電気通信工事業）

建設業の種類 電気工事業 高知県知事 許可（特-1）第3040号

電気通信工事業 高知県知事 許可（般-1）第3040号

許可年月日 令和 元年 8月 28日

事業規模 設立年月日 昭和52年2月

資本金 3,000万円

事業年度 6月～5月

ＳＤＧｓへの取組

対象範囲（認証・登録範囲）

認証・登録範囲 株式会社井上電工（本社・高知支店）

事業活動 建設業（電気工事業、電気通信工事業）

活動規模

m2

人

百万円

m2

事務所床面積

従業員

売上高

単位

120

倉庫/車両･資材置場床面積

高知支店床面積 m2

17

120 120

300

2021年度

469

19 19

486 524

300 300

243

524

471

2019年度 2020年度

中村西中学校 

宿毛方面 

自由ヶ丘ニュータウン 

(株)井上電工 本社 

市街地方面 

５６号線 

株式会社井上電工はSDGsの17の目標の内、13の目標に取組んでいます 

 目標1 社会還元事業への寄付 ─────────── P13 

 目標3 ｢高知家｣健康企業宣言事業所 ──────── P15 

 目標4 毎年の火災訓練 ────────────── P15 

 目標6 節水型トイレや節水コマの利用 ─────── P8 

 目標7 二酸化炭素排出量の削減 ────────── P5・P6・P7 

 目標8 高知県ワークライフバランス推進企業認定 ── P15 

 目標9 災害に強いインフラ整備工事の実施 ───── P12 

 目標11 CO₂削減 ─────────────────  P5・P6・P9・P10・P12・P13 

 目標12 廃棄物のリサイクル ──────────── P5・P9・P10・P11・P12 

 目標13 電力使用量の削減 ───────────── P5・P6・P7・P13 

 目標14 環境にやさしい買い物キャンペーンへの参加 ─ P8 

 目標16 社会還元事業への寄付 ─────────── P13 

 目標17 SDGsの活動に貢献する ─────────── P13 
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環境経営方針

 環境経営理念    

 株式会社井上電工は自然豊かな山々、最後の清流と呼ばれる四万十川が流れる高知県四万十市にて、

県西部地域を中心に電気設備工事及び電気通信設備工事の事業活動を行っております。 

 地域に根ざし信頼を高め誠実に顧客満足を追求する企業である事に加え、地域環境に対しても社員

一人ひとりが社会の一員として責任を持ち、建設業の事業活動における環境負荷低減を行い、継続的

な改善による環境経営を推進していくことに努めます。 

 

基本方針  

1.トラック・重機・車両の燃料使用量を抑え、二酸化炭素排出量を削減します。 

2.事務所・現場における電力使用量を抑え、二酸化炭素排出量を削減します。 

3.工事現場及び事務所における廃棄物発生量の削減及びリサイクルをします。 

4.事務所における水使用量を抑え、排水量を削減します。 

5.環境資材の活用及び環境配慮工事を実施します。 

6.事務用品及び調達資材のグリーン購入を推進します。 

7.地域貢献活動への積極的参加を推進します。 

8.環境関連法規及び条例等を遵守します。 

9.本方針は広く従業員に周知徹底し、環境経営活動レポート等環境情報は広く外部公表します。 

 

2011年 7月 1日 制定 

2020年 5月31日 改訂 

代表取締役 小野 和幸 
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環境管理実施体制

担当者 役割・責任・権限

・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムに必要な経営資源(人･物･資金)を準備する

・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

・環境経営目標､環境経営計画､実施体制の承認

・全体の評価と見直しを実施

・環境経営レポートの承認

・環境経営システムの構築､実施､管理

・法規制等の要求事項登録簿を承認

・環境経営目標､環境経営計画､実施体制の確認

・環境経営計画の取組結果を代表者へ報告

・環境管理責任者の補佐、EA21推進会議の議長

・環境経営レポートの確認

・環境への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

・環境経営目標､環境経営計画､実施体制の原案作成

・環境経営計画の実績集計

・環境経営レポ－トの作成･公開

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・各部門における環境経営システムの実施

・各部門における環境経営方針の周知

・各部門に関連する環境経営目標及び環境経営計画の実施及び達成状況の報告

・特定された項目の手順書作成及び運用管理

・各部門の特定された緊急事態への対応のための手順書作成､テスト･訓練･記録

・各部門の問題点の発見､是正､予防処置

・環境経営方針の理解及び環境問題の現状と環境への取組の重要性の認識

・環境経営目標、環境経営計画などに基づくEA21活動の実施

代表者

環境管理責任者
環境管理補佐

EA21事務局

部門責任者

全従業員

代表者 

代表取締役 小野 和幸 

環境管理責任者 

取締役 小野 佐保 

環境管理補佐 

井上 恵子 

倉庫､資材､車両責任者 

金澤 泉 

営業部責任者 

矢部 敬司 

工事部責任者 

扇野 誠 

高知支店責任者 

井上 巖 

EA21事務局 

小野 円香 
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環境経営目標と実績・次年度の目標

単年度・長中期環境経営目標（今年度・次年度）

基準年

H25.6.1~H30.5.31
平均値 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

kg-CO2 66,933 65,000 64,950 64,900 64,850 63,000 62,950 62,900 62,850

軽油 L 6,297 8,200 8,150 8,100 8,050 6,300 6,250 6,200 6,150

ガソリン L 16,067 15,000 14,950 14,900 14,850 14,000 13,950 13,900 13,850

灯油 L 348 300 295 290 285 250 245 240 235

電力(本社) kWh 22,531 22,200 22,150 22,100 22,050 22,200 22,150 22,100 22,050

電力(高知支店) kWh 920 910 905 900 895 905 900 895 890

㎥ 461 439 438 437 436 450 449 448 447

ｔ 20 38 37 36 35 30 29 28 27

㎏ 2,152 2,700 2,695 2,690 2,685 2,400 2,395 2,390 2,385

％ 72 75 76 77 78 75 76 77 78

％ 81 85 86 87 88 86 87 88 89

件 7 20 21 22 23 21 22 23 24

回 2 3 3 3 3 3 3 3 3

環境経営目標と実績

基準年

H25.6.1~H30.5.31
平均値 目標 実績 目標比 評価

kg-CO2 66,933 65,000 57,089 88% ○

軽油 L 6,297 8,200 5,943 72% ○

ガソリン L 16,067 15,000 12,407 83% ○

灯油 L 348 300 218 73% ○

電力(本社) kWh 22,531 22,200 22,338 101% ×

電力(高知支店) kWh 920 910 895 98% ○

㎥ 461 439 456 104% ×

ｔ 20 38 14 38% ○

㎏ 2,152 2,700 2,336 87% ○

％ 72 75 51 68% ×

％ 81 85 87 102% ○

件 7 20 21 105% ○

回 2 3 4 133% ○

・購入電力のCO₂排出係数は2018年12月27日公表の四国電力の調整後排出係数 0.535kg-CO₂/kWh を使用した。

・環境配慮資材＝環境配慮資材活用工事件数（件）／総工事件数（件）

・環境配慮資材基準値＝81％（89件/110件）※件数はH25.6.1~H30.5.31までの平均件数。環境配慮資材実績値＝87％（172件/198件）

・環境配慮資材＝エコケーブル等の再利用可能資材の活用

・環境配慮工事＝太陽光発電設備工事の実施、LED照明設備工事の実施、省エネ機器の設置

・目標比＝実績／目標

・今後も増加傾向がみられる項目については実績に基づき目標値を設定し直しました。

2021年度 2022年度
環境経営目標 単位

一般廃棄物排出量

環境配慮工事

社会貢献活動

環境配慮資材

産業廃棄物再資源化率

水使用量

産業廃棄物排出量

一般廃棄物排出量

二酸化炭素排出量

環境経営目標 単位

二酸化炭素排出量

水使用量

産業廃棄物排出量

産業廃棄物再資源化率

環境配慮資材

環境配慮工事

社会貢献活動

―

廃プラスチックゴミの割合が増加した為、目標達成できませんで
した。

―

―

―

―

猛暑日が多く夏場のエアコン使用量が増加した為、目標達成でき
ませんでした。

―

コロナ対策の手洗いが増加した為、目標達成できませんでした。

―

―

未達成理由

2021年度

―

―
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環境経営計画の取組内容と取組結果・次年度の取組内容

　二酸化炭素排出量

0

200
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0

30,000

60,000

90,000

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

二酸化炭素排出量（全社） 実績推移 

CO₂排出量 売上高 CO₂排出原単位 

軽油 

27% 

ガソリン 

50% 

灯油 

1% 

電力 

22% 

結果と次年度の取組み 

二酸化炭素排出量は前年より5％削減し目標達成出来ました。軽油使用量は前年より減少

したものの、それ以外の使用量は増加となりました。 

次年度の目標値を過去の実績に基づき設定し、今後も二酸化炭素排出量の削減に向け活

動を推進していきます。 

・2018年度より基準値を見直しました。 

・2018年度までは購入電力のCO₂排出係数は実排出係数0.407kg-CO₂/kWhを使用しています。 

・2019年度からは購入電力のCO₂排出係数は調整後排出係数0.535kg-CO₂/kWh を使用しています。 

CO₂排出量の 

割合(kg-CO₂) 

項目 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

売上高 百万円 369 283 243 471 469

CO₂排出量 kg-CO₂ 62,492 61,984 67,249 60,666 57,089

CO₂排出原単位
kg-CO₂/

売上高百万円
169 219 277 129 122

(kg-CO₂) (百万円) 

二酸化炭素排出量の割合は、電力使用量が22％、ガソリン

使用量が50％、軽油使用量が27％、灯油使用量が1％でし

た。 
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環境経営計画の取組内容と取組結果・次年度の取組内容

　化石燃料使用量

○よくできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

今年度の取組内容 実施時期 取組結果 評価

タイヤの空気圧を適正値に保つ 年間 実施出来ていた ○

建設機械等の過積載が行われないよう徹底 年間 実施出来ていた ○

次年度の取組内容

アイドリングストップの実施 New

車内のエアコンの温度設定 New

実施時期

年間

年間

結果と次年度の取組み 

軽油使用量は前年より24％削減、ガソリン使用量は前年より2％増加、灯油使用量は前年

より11％増加となりました。前年より使用量が増加したものもありましたが目標は達成

出来ました。 環境経営計画の取組みも実施出来ていました。 

次年度の目標値を過去の実績に基づき設定し、新しい環境経営計画の取組みを行い化石

燃料使用量の削減に努めて行きます。 

（担当責任者：小野(和)､井上(巖)､金澤） 

低燃費・低音型の高所作業車

を導入し軽油使用量の削減を

行っています。 
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7,833  

5,943  
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5,000
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目標値 実績値 
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灯油使用量 推移（ℓ） 

目標値 実績値 

15,794  15,898  

13,967  
12,153  12,407  

0

10,000

20,000

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

ガソリン使用量 推移（ℓ） 

目標値 実績値 
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環境経営計画の取組内容と取組結果・次年度の取組内容

　電力使用量

○よくできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

今年度の取組内容 実施時期 取組結果 評価

室温は夏季下限28℃、冬季上限20℃ 夏季・冬季 実施出来ていた ○

パソコンの省電力設定 年間 実施出来ていた ○

次年度の取組内容

室温は夏季下限28℃、冬季上限20℃

照明器具の定期清掃 New

実施時期

夏季・冬季

年間

結果と次年度の取組み 

本社の電力使用量は前年より5％増加となり目標達成出来ませんでした。猛暑日が多く夏

場のエアコン使用量の増加が原因と考えられます。高知支店の電力使用量は前年より

0.4％削減し目標は達成出来ました。 環境経営計画の取組みも実施出来ていました。 

次年度の目標値を過去の実績に基づき設定し、新しい環境経営計画の取組みを行い電力

使用量の削減に努めて行きます。 

（担当責任者：井上(巖)､小野(円)） 

20,476  20,130  19,908  
21,111  22,338  

0

10,000

20,000

30,000

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

本社 電力使用量 推移（kWh） 

目標値 実績値 

1,246  

967  947  899  
895  

0

500

1,000

1,500

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

支店 電力使用量 推移（kWh） 

目標値 実績値 

電力使用量の削減として、事務所の照明器具の間

引き点灯を行っています。 

会議室の入口や階段照明に人感センサーを取付け

て節電対策を行っています。 

- 7 -



環境経営計画の取組内容と取組結果・次年度の取組内容

　水使用量

○よくできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

今年度の取組内容 実施時期 取組結果 評価

漏水点検の実施 年間 実施出来ていた ○

洗い物の際はこまめな止水 年間 実施出来ていた ○

蛇口の締め忘れの確認 年間 実施出来ていた ○

次年度の取組内容

漏水点検の実施

洗い物の際はこまめな止水

洗車の際も節水を心掛ける New

年間

年間

実施時期

年間

結果と次年度の取組み 

水使用量は前年より4％増加となり目標は達成出来ませんでした。コロナ対策の手洗いの

増加が原因と考えられます。 環境経営計画の取組みは実施出来ていました。 

次年度の目標値を過去の実績に基づき設定し、新しい環境経営計画の取組みを行い水使

用量の削減に努めて行きます。 

（担当責任者：小野(佐)） 

水使用量の削減として、節水型トイレや節水こま

入りの蛇口で節水に取組んでいます。 

男性用小便器には自動洗浄センサーを取付けコロ

ナ対策を行っています。 

400  
376  406  

437  
456  

0

300

600

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

水使用量 推移（㎥） 

目標値 実績値 
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環境経営計画の取組内容と取組結果・次年度の取組内容

　産業廃棄物排出量

○よくできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

今年度の取組内容 実施時期 取組結果 評価

廃棄物の分別の徹底 年間 実施出来ていた ○

廃棄物管理表（ﾏﾆﾌｪｽﾄ）に基づき適正に処理 年間 実施出来ていた ○

産業廃棄物は出来るだけ再資源化処理業者に委託する 年間 実施出来ていた ○

次年度の取組内容

廃棄物の分別の徹底

廃棄物管理表（ﾏﾆﾌｪｽﾄ）に基づき適正に処理

産業廃棄物は出来るだけ再資源化処理業者に委託する

実施時期

年間

年間

年間

結果と次年度の取組み 

産業廃棄物排出量は前年より62％削減し目標を達成出来ました。産業廃棄物再資源化率

は前年より32％減少し目標は達成出来ませんでした。廃プラスチックゴミの割合が多い

ことが原因と考えられます。 環境経営計画の取組みは実施出来ていました。 

次年度の目標値を過去の実績に基づき設定し、産業廃棄物排出量の削減及び産業廃棄物

再資源化率の向上に努めて行きます。 （担当責任者：小野(佐)） 

産業廃棄物の分別を徹底し

ています。 

2020年9月より電子マニフェ

ストを導入し、廃棄物の適

正な処理を行っています。 
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環境経営計画の取組内容と取組結果・次年度の取組内容

　一般廃棄物排出量

○よくできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

今年度の取組内容 実施時期 取組結果 評価

ダンボールはリサイクル業者に回収依頼 年間 実施出来ていた ○

リサイクルしやすい製品を優先的に購入 年間 実施出来ていた ○

詰め替え用品の利用や備品の修理を積極的に行う 年間 実施出来ていた ○

次年度の取組内容

リサイクルへの取組み（ダンボール・資源ゴミ） New

封筒の再利用 New

裏紙の使用 New

年間

年間

年間

実施時期

結果と次年度の取組み 

一般廃棄物排出量は前年より12％削減し目標を達成出来ました。 環境経営計画の取組み

も実施出来ていました。 

次年度の目標値を過去の実績に基づき設定し、新しい環境経営計画の取組みを行い一般

廃棄物排出量の削減に努めて行きます。 

（担当責任者：小野(佐)） 

ダンボールはリサイクル業者へ持込み処理をし

ています。 

ビン、缶、ペットボトル、コピー用紙（シュ

レッダーしたもの）、雑誌類等の資源ゴミは市

のリサイクル回収へ出しています。 
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環境経営計画の取組内容と取組結果・次年度の取組内容

　環境配慮資材

○よくできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

今年度の取組内容 実施時期 取組結果 評価

エコケーブルや再利用可能資材の活用 年間 実施出来ていた ○

次年度の取組内容

エコケーブルや再利用可能資材の活用 年間

実施時期

結果と次年度の取組み 

環境配慮資材は前年より2％増加し目標を達成出来ました。 環境経営計画の取組みも実

施出来ていました。 

次年度の目標値を過去の実績に基づき設定し、環境配慮資材の活用に努めて行きます。 

（担当責任者：井上(巖)・扇野） 

環境配慮資材として、ＬＥＤの照明器具、エコ

ケーブル、再生砕石、再生アスファルト等の活用

促進を行っています。 

81  
82  84  85  87  

0

50

100

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

環境配慮資材 推移（％） 

目標値 実績値 

- 11 -



環境経営計画の取組内容と取組結果・次年度の取組内容

　環境配慮工事

○よくできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

今年度の取組内容 実施時期 取組結果 評価

太陽光発電設備工事の実施 年間 実施出来ていた ○

LED照明設備工事の実施・省エネ機器の設置 年間 実施出来ていた ○

次年度の取組内容

太陽光発電設備工事の実施

LED照明設備工事の実施・省エネ機器の設置

実施時期

年間

年間

結果と次年度の取組み 

環境配慮工事は前年より39％増加し目標を達成出来ました。 環境経営計画の取組みも実

施出来ていました。 

次年度の目標値を過去の実績に基づき設定し、環境配慮工事（省エネ機器の設置・ＬＥ

Ｄ照明設備工事等）の実施に努めて行きます。 

（担当責任者：井上(巖)・扇野・矢部） 

環境配慮工事として、新足摺海洋館の外構工事、大

用トンネルのトンネル照明設備更新工事でＬＥＤ照

明の取付を行いました。 

災害に強いインフラ整備工事として、四万十市の防

災行政無線戸別受信機設置工事を行いました。 
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環境経営計画の取組内容と取組結果・次年度の取組内容

　社会貢献活動

○よくできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

今年度の取組内容 実施時期 取組結果 評価

地域美化作業・現場や事務所周辺の清掃 年間 実施出来ていた ○

交通エコポイント活用社会還元事業への参加取組 6月 実施出来ていた ○

レジ袋削減の取組への参加 10月・11月 実施出来ていた ○

次年度の取組内容

地域美化作業・現場や事務所周辺の清掃

交通エコポイント活用社会還元事業への参加取組

レジ袋削減の取組への参加 10月・11月

6月

年間

実施時期

結果と次年度の取組み 

社会貢献活動は前年より33％増加し目標を達成出来ました。 環境経営計画の取組みも実

施出来ていました。 次年度も引き続き社会貢献活動の実施を続けたいと思います。 

（担当責任者：小野(和)・井上(巖)） 

環境にやさしい買い物キャンペーン2021への参加 

取組期間 ：2021年10月1日～2021年11月30日 

参加人数 ：19人 

合計回数 ：969回 

CO₂排出量：257.17kg 

交通エコポイント活用社会還元事業への寄付 

支援内容：交通エコポイント活用社会還元事業 

支援団体：環境の杜こうち 

開始年 ：2016年 

 

こうち環境博2022への寄付 

支援団体：環境の杜こうち 

 

地域美化作業・現場や事

務所周辺の清掃の取組み

として、事務所周辺の側

溝清掃を行いました。 
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清流保全活動として、環境浄化微

生物「しまんとＡＩ」の活動に参

加しています。 
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（1）環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果

法規名 適用条項 具体的内容
点検頻度
測定時期

担当者 遵守状況 確認日

第三条
事業者の責務
事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任にお
いて適正に処理

必要時 部門責任者 遵守 2022/7/31

第十二条 産業廃棄物の委託契約 必要時 部門責任者 遵守 2022/7/31

第十二条の三 産業廃棄物管理票の交付 廃棄物排出時 部門責任者 遵守 2022/7/31

第十二条の三
７項

マニフェスト交付状況報告書の作成及び高知県知
事への提出

年１回
毎年６月末

環境事務局 遵守 2022/7/31

規則第８条
保管場所の表示
見易い箇所に掲示板を設置
（縦６０ｃｍ以上×横６０ｃｍ以上）

必要時 環境管理責任者 遵守 2022/7/31

資源の有効な利用の促進に
関する法律

第四条
土砂、コンクリート塊、アスファルト・コンク
リート塊、木材等の減量化及びリサイクル

必要時 部門責任者 遵守 2022/7/31

建設工事に係る資材の再資
源化等に関する法律

第五条

建設資材廃棄物の発生抑制、分別解体等及び建設
資材廃棄物の再資源化等費用の低減努力
建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資
材を使用する努力

必要時 部門責任者 遵守 2022/7/31

第五条 騒音規制基準の遵守 必要時 部門責任者 遵守 2022/7/31

第十四条
特定建設作業の実施の届出
（建設作業開始７日前までに市町村長に届出）

必要時 部門責任者 遵守 2022/7/31

第五条 振動規制基準の遵守 必要時 部門責任者 遵守 2022/7/31

第十四条
特定建設作業の実施の届出
（建設作業開始７日前までに市町村長に届出）

必要時 部門責任者 遵守 2022/7/31

第五条

定期点検の実施
エアコン：3.7kW以上50kW未満
冷蔵機器、冷凍機：3.7kW以上
簡易点検の実施

１回／３年
１回／年
１回／年
１回／３ヶ月

部門責任者 遵守 2022/7/31

第十九条
事業者によるフロン類の漏洩量等の報告
1,000 CO2-t/年以上、事業所所管大臣への報告

年１回 部門責任者 遵守 2022/7/31

第十条 年１回の浄化槽の保守点検、清掃実施 年１回 環境管理責任者 遵守 2022/7/31

第十一条 年１回の水質検査実施 年１回 環境管理責任者 遵守 2022/7/31

特定家庭用機器再商品化法 第六条
特定家庭用電気機器が再商品化出来るように委託
処理する

必要時 部門責任者 遵守 2022/7/31

高知県環境基本条例 第６条
事業者の責務
公害防止、自然環境保全、廃棄物の適正処理

必要時 環境管理責任者 遵守 2022/7/31

四万十市環境基本条例 第５条
事業者の責務
環境負荷の低減、その他環境保全

必要時 環境管理責任者 遵守 2022/7/31

四万十市四万十川の保全及
び振興に関する基本条例

第７条

景観保全に関する届出
・土石の採取
・盛土、切土による土地の形状変更
・屋外において土石、廃棄物、再生資源、
　再生部品の蓄積、貯蔵する行為
・天然林を伐採し、スギ・ヒノキの植樹
・看板、広告板、サーチライト照明等の設置

必要時 環境管理責任者 遵守 2022/7/31

高知市環境基本条例 第５条
事業者の責務
公害防止、自然環境保全、廃棄物の適正処理

必要時 環境管理責任者 遵守 2022/7/31

（2）環境関連法規の違反、訴訟等の有無

2021年6月1日より2022年5月31日までの間、環境関連法規等の違反、訴訟及び外部からの苦情・要望等はありませ
んでした。 尚、過去3年間環境関連法規等の違反、訴訟及び外部からの苦情・要望等はありませんでした。

環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果､並びに違反､訴訟などの有無

廃棄物の処理及び清掃に関
する法律

振動規制法

浄化槽法

フロン類の使用の合理化及
び管理の適正化に関する法
律

騒音規制法
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代表者による全体評価と見直し・指示

　環境経営目標と計画

　環境管理実施体制

　環境経営方針

　総　括

その他の取組内容

高知県ワークライフバランス推進企業認定制度 

高知県ワークライフバランス推進企業認定制度の 

健康経営部門を認証。 

健康経営『高知家』プロジェクト 

「高知家」健康企業宣言事業所として認証。 

 

緊急事態対応訓練 2021年12月実施 

毎年火災訓を行っています。 

・電力使用量は猛暑日が多くエアコン使用量が増加した為、目標が達成出来なかった。 

・水使用量はコロナ対策の手洗いが増加した為、目標が達成出来なかった。 

・産業廃棄物再資源化率は廃プラスチックゴミの割合が多い為、目標が達成出来なかった。 

・環境経営計画は概ね実行出来ている。 

・更なる取組みが必要な項目については朝礼や会議を通して周知徹底させていきたい。 

各担当者が環境経営計画に責任と権限をもって積極的に対応しており環境管理実施体制は十分機能して

いると考えられる。 

2023年度も前年度に引き続き環境経営方針に沿って活動する。 

本年度目標が未達成となった項目については、目標値を設定し直し目標達成を目指した取組みを行う。 

LED照明等の需要が伸びてきているので当社の営業活動の一環として今後も力を入れていく取組である。 

エコアクション21はシステムとして有効に機能している。 
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