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環境経営方針 

 

株式会社ヤコー 環境経営方針 
 

〈基本指針〉 

私たち株式会社ヤコーは限りある資源を有効利用し、企業活動における環境負荷の低減を図

るため、全社一丸となって地球環境保全に取り組みます。 

 

 

 

〈行動指針〉 

① 電力・燃料の削減を把握することにより CO2 排出抑制を目指します。 

② 使用部材、用紙、廃棄物の減量、再使用、再生利用を推進します。 

③ 節水に努めます。 

④ グリーン購入を促進させます。 

⑤ お客様に商品の環境情報を積極的に提供するとともに環境対応商品の販売促進に

努めます。 

 

 

 

 

 

事業活動において環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。 

また、この環境方針を全社員に周知すると共に一般にも公開します。 

 

 

 

制定日：2011 年 7 月 1 日 

改定日：2018 年 7 月 1 日 

株式会社ヤコー       

代表取締役   髙田大輔   
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組織概要 

（1）名称及び代表者名 

  株式会社ヤコー  代表取締役 髙田大輔 

（2）所在地 

  東京都八王子市追分町 18-17 

（3）環境管理責任者氏名及び連絡先 

  髙田大輔 

    TEL：042-627-1812 FAX：042-627-1890 E-mail：dk.takada@yako-co.com 

（4）沿革 

   昭和 45 年 4 月   資本金 200 万円で渋谷区笹塚に本社設立 

   昭和 53 年 7 月   世田谷区南烏山に本社移転 

   平成 7 年 11 月   資本金 1000 万円に増資 

   平成 9 年 9 月   八王子市追分町に本社移転 

   平成 11 年 9 月   資本金 2000 万円に増資 

   平成 12 年 5 月   資本金 3000 万円に増資 

   平成 17 年 6 月   本社増築 

平成 23 年 6 月   エコアクション 21 取得 

（5）事業内容 

  プリント配線基板製造に係わる薬品・資器材・装置の販売 

（6）事業規模 

 単位 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

従業員数 人 9 9 9 

敷地面積 ㎡ 407 407 407 

床面積 ㎡ 488 488 488 

（7）事業年度 

  7 月～6 月 

（8）資本金 

  3000 万円 

認証・登録の対象組織・活動 

 登録組織名：株式会社ヤコー 

 関連事業所：なし 

 対 象 外：なし 

 活   動：事務所・営業販売
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実施体制 
 

環境管理組織図 
 

 

 

代表者 

環境管理責任者 

環境マネジメントシステムに関する統括責任者 

・実施及び運用に必要な人・設備・費用・時間を用意する 

・経営における課題とチャンスの明確化 

・環境方針の策定・見直し及び全従業員への周知 

・実施体制の構築と見直し 

・環境経営目標・環境経営計画を承認 

・代表者による全体の評価と見直しを実施 

・環境経営レポートの承認 

技術部 環境管理責任者をサポートし、環境適合製品の情報を積極的に集める 

営業部 環境管理責任者をサポートし、主に社用車の燃費向上を実施し、お客様か

らの環境に関する問い合わせの窓口となる 

総務部 環境管理責任者をサポートし、レポートのデータ収集を行う 

役割 

代表者 

髙田大輔 

環境管理責任者 

髙田大輔 

技
術
部
１
名 

営
業
部
４
名 

総
務
部
２
名 
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環境経営目標設定 

 

基準年度の環境負荷の状況から今回の環境経営目標を設定した。 

 
大項目 項目名 2020 年度 2021 年度 2022 年度 

CO2 削減 

① 電力使用量の削減 
2011 年度 6,113 ㎏-CO2 

2011 年度実績に対し

10%削減  (CO2 換算） 

2011 年度実績に対し

10%削減  (CO2 換算） 

2011 年度実績に対し

10%削減  (CO2 換算） 

② 車単位での燃料使

用量の削減 
2016 年度 10.85 ㎞/L 

2016年度実績に対し 4%

の燃費向上   

2016 年度実績に対し4%

の燃費向上   

2016 年度実績に対し 4%

の燃費向上   

廃棄物削減 

① 産業廃棄物の適正

管理 

排出量把握、マニフェス

トの適正管理 

排出量把握、マニフェス

トの適正管理 

排出量把握、マニフェス

トの適正管理 

② 事業系一般廃棄物

の削減 
2011 年度 138 ㎏ 

2011 年度実績に対し

11%削減 

2011 年度実績に対し

12%削減 

2011 年度実績に対し

12%削減 

節水 
節水活動と使用量把

握 

節水掲示、使用量把握

（集計表） 

節水掲示、使用量把握

（集計表） 

節水掲示、使用量把握

（集計表） 

グリーン購入 
使用事務用品のグリ

ーン購入 

購入金額ベースで割合

を 95%以上 

購入金額ベースで割合

を 95%以上 

購入金額ベースで割合

を 95%以上 

化学物質管理 
在庫化学物質の管理

徹底 

劇物譲受書管理徹底        

劇物倉庫をチェックシ

ートにて管理  漏れ

事故 0% 

劇物譲受書管理徹底        

劇物倉庫をチェックシ

ートにて管理  漏れ

事故 0% 

劇物譲受書管理徹底        

劇物倉庫をチェックシ

ートにて管理  漏れ

事故 0% 

情報提供 SDS の整備、情報更新 SDS 管理更新記録管理 SDS 管理更新記録管理 SDS 管理更新記録管理 

作業環境改善 
作業環境の改善 整理

整頓 

5S の徹底 倉庫整頓の

維持 

5S の徹底 倉庫整頓の

維持 

5S の徹底 倉庫整頓の

維持 

＊産業廃棄物削減は、販売量の増減に左右される点と、自社で直接使用により、排出されるものではないので

数値目標を設定せず、排出量把握とマニフェスト適正管理とした。 

＊水使用量も少量のため、数値目標は設定せず、使用量把握とした。 
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環境活動計画の取組と具体例 

2020 年度 

環境目標 目標達成手段（具体的方法） 

電力使用量削減 

不使用部屋の消灯確認（毎日） 

空調の適正化（毎日） 

 夏場 26℃以上 冬場 26℃以下 

燃料使用量削減 
車両毎に自動車運転チェックシートに記入する 燃費も記入する（燃料購

入時、月初めに燃費計算） 

産業廃棄物削減 

ウエス再利用励行（掲示のみ） 

マニフェストの適正管理 

一般ごみの削減 

分別排出の励行（掲示） 

裏紙使用の励行（掲示） 

節水 節水の呼びかけ（掲示のみ） 

グリーン購入 文具購入時リサイクル製品選択 

化学物質管理 

劇物倉庫確認チェックシートにて管理する 

劇物譲受書の発行管理(対象製品納品毎) 

情報提供 

SDS 管理更新記録確認（発生都度） 

環境・安全調査管理票に記載し、情報提供に漏れがないようにする 

作業環境改善 
掲示により整頓を促す 

月末に整頓状況の確認 
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取組具体例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

車輛１台ごとにチェックシートにて管理すること

が、燃料の無駄使い抑制やエコ運転推奨に大きく役

立った。 

廃棄物の保管場所を設定し管理した。 

 

エアコンのコントローラー付近に省エネ運転推奨の

掲示をした。 

 

自動車燃費表により 1台ごとの燃費を把握した。 
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化学物質管理として、劇物倉庫のチェックを１週間

ごとに行い、表に記録を残した。 

漏れ事故は 0であった。 

水場に節水を促す掲示を行った。 

 

倉庫、作業場に整理整頓を促す表示をした。 

 

環境・安全調査表により、顧客から依頼を受けた

製品の環境やメンテナンス時の安全に対する文

書提出を期限までに遅滞なく発行できるように

管理した。 
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環境経営計画の取組と評価 

 

環境目標 目標達成手段（具体的方法） 評価 次年度 

電力使用量削減 

不使用部屋の消灯確認（毎日） 〇 継続 

空調の適正化（毎日） 〇 継続 

 夏場 26℃以上 冬場 26℃以下  

燃料使用量削減 
車両毎に自動車運転チェックシートに記入する 燃費も記

入する（燃料購入時、月初めに燃費計算） 

〇 継続 

産業廃棄物削減 
ウエス再利用励行（掲示のみ） 〇 継続 

マニフェストの適正管理 〇 継続 

一般ごみの削減 
分別排出の励行（掲示） 〇 継続 

裏紙使用の励行（掲示） 〇 継続 

節水 節水の呼びかけ（掲示のみ） 〇 継続 

グリーン購入 文具購入時リサイクル製品選択 〇 継続 

化学物質管理 
劇物倉庫確認チェックシートにて管理する 〇 継続 

劇物譲受書の発行管理(対象製品納品毎) 〇 継続 

情報提供 

SDS 管理更新記録確認（発生都度） 〇 継続 

環境・安全調査管理票に記載し、情報提供に漏れがないよ

うにする 

〇 継続 

作業環境改善 
掲示により整頓を促す △ 継続 

月末に整頓状況の確認  

 

・自動車運転チェックシートの運用は、記入漏れは１件もなく徹底管理出来た。 

・産業廃棄物に関しては排出量を把握し、マニフェストの管理・契約書許可証の更新を適

正に行った。 

・電力消費量削減に関しては、こまめな消灯、エアコン設定温度の徹底は引き続き行う。 

・グリーン購入に関して、文房具、コピー用紙はリサイクル用品購入を推奨した。 

・化学物質管理は劇物倉庫の週一回の確認を行い、漏出事故は０だった。 

また、情報提供も管理票にて管理でき、顧客からの環境・安全調査にも遅滞なく対応で

きた。 

劇物譲受書も納品毎に漏れなく発行管理を行った。 

SDS 等の情報提供は都度行った。（SDS 更新はなし） 

・作業環境改善に対する掲示は行ったが、大型連休前の作業が重なる時期に整理整頓が不

十分な状態が続くことがあった。 
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今回の目標達成状況と基準年度との比較と結果 

 
大項目 項目名 2020 年度目標 2020 年度実績 評価 

CO2 削減 

① 電力使用量の削減 

2011 年度 6,113 ㎏-CO2 

2011 年度実績に対し 

10%削減(CO2 換算） 

5,299ｋｇ-CO2 

2011 年度実績に対し 13.3%削

減した 

〇 

② 車単位での燃料使用量の

削減 

2016 年度 10.85 ㎞/L 

2016 年度実績に対し 

4%の燃費向上   

10.26ｋｍ/L 

2016 年度実績に対し 5.4%の

悪化 

× 

廃棄物削減 

① 産業廃棄物の適正管理 
排出量把握、マニフェスト

の適正管理 

排出量把握、マニフェストの

適正管理を行った 
〇 

② 事業系一般廃棄物の削減 

2011 年度 138 ㎏ 

2011 年度実績に対し 

11%削減 

18.4 ㎏ 

2011 年度実績に対し 87%削

減出来た 

〇 

節水 節水活動と使用量把握 
節水掲示、使用量把握 

（集計表） 

節水掲示、使用量把握を行っ

た(年間 62m3) 
〇 

グリーン購入 使用事務用品のグリーン購入 
購入金額ベースで割合を

95%以上 
購入金額ベースで 100%達成 〇 

化学物質管理 在庫化学物質の管理徹底 

劇物譲受書管理徹底        

劇物倉庫をチェックシート

にて管理  漏れ事故 0% 

劇物譲受書管理徹底        

劇物倉庫をチェックシートに

て管理を行い、漏れ事故 0 で

あった 

〇 

情報提供 SDS の整備、情報更新 SDS 管理更新記録管理 
SDS 管理更新記録管理を行い

都度管理した 
〇 

作業環境改善 作業環境の改善 整理整頓 5S の徹底 倉庫整頓の維持 

5S の徹底 倉庫整頓の表示は

行っていたが、乱雑になるこ

とが多かった 

△ 
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エネルギー使用量 
比較対象 2011 年度      

  単位 消費量 
排出量 

（kg-CO2） 
排出係数   

購入電力（2011 年) kwh 14,384 6,113 0.425 (kg-CO2/kWh) 

化石燃料 2015 年度 都市ガス Nm3 8 17 0.0513 (kg-CO2/MJ) 

 ガソリン Ｌ 6,223 14,448 0.0671 (kg-CO2/MJ) 

 軽油 Ｌ 5,679 14,904 0.0687 (kg-CO2/MJ) 

化石燃料 小計     29,368     

合計     35,481     

       

2020 年度       

  単位 消費量 
排出量 

（kg-CO2） 
排出係数   

購入電力（低圧） kwh 4,064 1,858 0.457 (kg-CO2/kWh) 

購入電力（電灯） kwh 7,448 3,441 0.462  

化石燃料 都市ガス Nm3 0 0 0.0513 (kg-CO2/MJ) 

 ガソリン Ｌ 8,240 19,116 2.32 (kg-CO2/L) 

 軽油 Ｌ 1,645 4,244 2.58 (kg-CO2/L) 

化石燃料 小計     23,360     

合計     28,659     

＊化石燃料使用量の削減は 2015 年度実績を基準に以前目標設定していたので参考 

 

電力目標達成状況 

2011 年度 電力：CO2 排出量 6,113kg-CO2 

2020 年度 電力：CO2 排出量 5,299kg-CO2 

13.3%削減 

 

車両全体平均燃費 

2016 年度 10.85 ㎞/L 

2020 年度 10.26 ㎞/L 

5.4%の悪化 
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今年度は新型感染症対策で事務所を使用する時間が例年より少なくなった影響もあり、電力使

用量に関しては、2011 年度と比較して 10%の削減目標に対し、達成できている。 

車両燃費の悪化の原因は、新型コロナの影響で高速道路を使用した遠くの得意先に出向く機会

が減ってしまったことにより、街中走行の比率か高くなってしまったことが影響していると考

えられる。 

一般廃棄物削減に関しては、ゴミの出る飲み物ではなく、会社支給の洗えるカップ使用でのコ

ーヒー、お茶を推奨することや、コピー用紙の裏紙使用推奨が功を奏し、大きく目標を達成す

ることが出来ている。 

 

グリーン購入に関しては目標の文具全体購入金額ベースで 95%以上のグリーン商品を購入する

目標が結果 100%となり、達成することが出来た。今後もこの状態を維持してくよう努める。 

 

化学物質の管理では、法律に係ることもあり、もれなく管理できている。このまま事故のない

よう、徹底管理に努める。 

 

作業環境改善に関しては、弊社内で一番課題が多い項目になる。連休前の仕事が立て込んでし

まう時期には物が乱雑に置かれてしまうこともあり、まだまだ整理棚を設置する必要がある。 

 

代表者見直し 

 今年度は新型コロナウイルスがエコアクションの活動にも大きな影響を及ぼしたと思う。事

務所の使用時間が減ったことによる電力消費量の低下は良い方向の影響となったが、自動車燃

費向上に関しては高速道路を使用する機会が減ったこと、また、感染対策として社員に公共機

関を利用するより、社用車での通勤を認めたことで、街中走行が多くなったことが大きな原因

と考えられる。まだ感染対策を続けていく必要もあり、今の状況にあった目標設定に考え直し

たほうが良いだろう。 

 

環境関連法規への違反、訴訟の有無 

環境関連法規への違反は無し。 

また、関係当局よりの違反等の指摘は過去 3 年間も無い。 

 


