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１．組織の概要と対象範囲
1） 事業者名 テラマエ設備工業株式会社

代表者氏名 代表取締役　田中 清徳

2） 所在地 本社 兵庫県姫路市三左衛門堀東の町14番地

神河営業所 兵庫県神崎郡神河町上岩176番地

神戸営業所 兵庫県神戸市灘区都通2丁目1-12

香寺事務所 兵庫県姫路市香寺町田野825番地1

田野倉庫 兵庫県姫路市香寺町田野987番地1他

3） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

環境管理責任者 田中 清徳（代表取締役）

連絡担当者氏名 松尾 泰士郎

連絡先 TEL ： 079-225-7171 FAX ： 079-225-7172

4） 認証登録範囲

事業活動 空調設備工事及び給排水衛生設備工事

対象事業所 本社、神河営業所、神戸営業所、香寺事務所、田野倉庫

5） 事業活動の許可 建設業許可 【許可年月日／平成29年5月30日　　許可の有効期間／平成34年5月29日】

兵庫県知事　許可（特-29）　第 457313 号 管工事業

兵庫県知事　許可（般-29）　第 457313 号 土木、建築、とび・土工、石、ほ装、しゅんせつ、

水道施設、消防施設、機械器具設置工事業

兵庫県知事　許可（特-1）　 第 457313 号 電気工事業

産業廃棄物収集運搬業許可 【許可年月日／令和3年8月21日　　許可の有効期間／令和8年8月20日】

兵庫県　許可番号　第 02802129122 号 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、

金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、

がれき類

※産業廃棄物収集運搬業の許可は有しているが、自社運搬のみであり、業としては行っていない。

6） 事業規模

売上高

従業員数 本社

神河営業所

神戸営業所

香寺事務所

床面積 本社

神河営業所

神戸営業所

香寺事務所

田野倉庫

7） 主な環境負荷の状況

二酸化炭素排出量

＊二酸化炭素排出係数

電力使用量（本社）

電力使用量（香寺事務所）

電力使用量（神戸営業所）

ガソリン使用量

廃棄物排出量

水使用量（本社）

水使用量（香寺事務所）

水使用量（神戸営業所）

＊使用電力の二酸化炭素排出係数は、電気事業者別CO２調整後排出係数（関西電力(株)2018年度実績）0.334kg-CO２/kWhを使用しています。

＊廃棄物は、本社管理分の建設混合廃棄物のみです。

82,135

0.3340.334

23 32

kWh

ℓ 30,435.55 30,915.87

ｔ

34㎥

㎥

kg-CO2

93.71

2019年度
（第34期）

2019.10～2020.9

83,414

93.71

環境負荷項目 単位
2018年度
（第33期）

2018.10～2019.9

175.21

238.68

175.21

93.71

350.92－

238.68

175.21

－

238.68

1 2

1 5

2

5

3

百万円 2,179 3,880

人 29 23

2,650

23

活動規模 単位
2018年度
（第33期）

2019年度
（第34期）

2019.10～2020.92018.10～2019.9

2020年度
（第35期）

2020.10～2021.9

131 148 118

kWh 34,352 34,998

36,560.19

22.88

106㎥

6,850

22,607

kWh 5,172 6,063

25.35 24.70

92,370

kg-CO2/kWh

㎡

14,354

0.334

415.64 415.64 415.64

2020年度
（第35期）

2020.10～2021.9
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２．環境経営方針

１．環境理念　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

当社は「お客様に最適なサービスを提供できるよう、社員一同、日々努力し、地域の中の安心でき

る会社」と言う社是の理念に基づき、誠実で堅実な経営と、不断の改善を通じて、顧客と社会から

信頼され、満足していただける品質を提供すると共に、環境に配慮できる企業として、全社一丸と

なって環境経営システムを構築･運用し、自主的･積極的に環境保全活動に取り組みます。

２．行動指針

当社は空調設備工事及び給排水衛生設備工事の事業活動を通じて次の項目に取り組みます。

(１) 環境関連法規制及びその他の要求事項を遵守します。

(２) エコアクション21環境経営システムを構築・運用し、汚染の予防と継続的改善に努めます。

(３) 事業活動全般における環境負荷を削減するために次の活動に取り組みます。

①　二酸化炭素排出量削減（電力使用量の削減・自動車燃費の向上）

②　廃棄物排出量削減（廃棄物の分別の徹底と削減）

③　水使用量の削減

④　環境配慮型製品の技術提案

(４) この環境方針は当社全従業員に周知するとともに、環境経営レポートを公開します。

※取組の重点分野

制定日　2011年 9月 1日

改定日　2022年 6月28日

テラマエ設備工業株式会社　

代表取締役　田 中 清 徳
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３．エコアクション２１環境経営システム実施体制図と主な役割、責任と権限

＜ＥＡ２1環境経営システム実施体制図＞

＜主な役割、責任と権限＞

代表者 ・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員への周知

・環境管理責任者の任命

・環境経営目標及び環境経営計画の承認

・全体の評価と見直し・指示

・環境経営レポートの承認

・環境経営システム運用・維持に必要な経営資源を用意

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築・実施・維持

・外部からの苦情等の受付と対応

・環境経営目標及び環境経営計画の確認

・環境関連法規制の取りまとめ・遵守チェックリストの承認

・環境経営レポートの確認

・問題点発生時の是正・予防処置

事務局 ・環境経営の実績集計

・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

・環境経営目標及び環境経営計画の作成

・環境関連法規制の取りまとめ・遵守チェックリストの作成

・環境経営レポートの作成

・環境管理責任者の補佐業務

各部門長 ・環境経営計画の実施

・自部門の教育訓練の実施

社員 ・環境経営計画の実施

各建設現場責任者

社員

取引先・下請等の協力会社

代表者

環境管理責任者

環境管理委員会
委員長：環境管理責任者

メンバー：部門長
事務局

総務部 設備部 ﾘﾆｭｰｱﾙ部 住宅部 神戸営業所 神河営業所

事 業

建設現場
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４．環境経営目標とその実績

当社の主な環境経営目標と実績は次の通りです。

＊神戸営業所の分は、基準年度（2017年度）実績がないため、含んでいません。

＊基準年度 ： 2017年度（第32期・2017.10～2018.9）の値

＊電力のCO2排出係数は、1.7）参照

＊化学物質使用の実績はありません。

＊廃棄物は、建設混合廃棄物のみとする（本社管理分）

＊削減させる方が良い目標の場合、達成率＝｛目標値+（目標値－実績値）｝÷目標値×100％

＊増加させる方が良い目標の場合、達成率＝実績値÷目標値×100％

年度

基準年度
2017年度
（第32期）

2020年度
（第35期）

2021.9

実績 目標 実績
達成率

(%)

項目 目標・年度 2017.10～
　2018.9

2020.10～

削減率 % ― 3.5 37.4 ―電力使用量

使用量（事業所） kWh 36,131 34,866 22,607 135.2%

ＣＯ2排出量 kg-CO2 12,068 11,645 7,551 ―

UP率 % ― 7.7 7.4 ―

総走行距離 km 439,176 572,563 (69.6%) 
自動車燃費
（ガソリン）

自動車燃費の向上
（事業所）

ｋｍ/ℓ 14.58 15.70 15.66 99.7%

CO2排出量 kg-CO2 70,348 64,897 84,819 ―

使用量 ℓ 30,300.55 27,973.00 36,560.19 (69.3%) 

排出量の削減
（本社管理分の建設混合廃棄物）

ｔ 25.48 24.58 22.88 106.9%

（現場）
産廃の分別の徹底度 % ― 100 100 100.0%

100 100.0%

削減率 % ― 3.5 10.2 ―

水使用量

上水使用量
（事業所）

㎥ 129.0 126.42 118.0 106.7%

削減率 % ― 2.0 8.5 ―

廃棄物
（事務所）
一般廃棄物の分別の徹底度 % ― 100

環境配慮
（自らが施工・販売・
提供する製品及び
サービスの促進）

環境配慮型製品の
技術提案

件 47 36 35 97.2%
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４．環境経営目標

当社の主な環境経営目標と実績は次の通りです。

基準年度
2020年度
（第35期）

2021年度
（第36期）

2022年度
（第37期）

2023年度
（第38期）

2020.10～ 2021.10～ 2022.10～ 2023.10～
項目 2021.9 2022.9 2023.9 2024.9

実績 目標 目標 目標

本社 kWh 21,531 21,316 21,100 20,885

14,354

香寺事務所 kWh 22,607 22,381 22,155 21,929

神戸営業所 kWh 6,850 6,781.50 6,713.00 6,644.50

削減率 % ― 1.0 2.0 3.0

ＣＯ2排出量 kg-CO2 14,633 16,860 16,689 16,519

自動車燃費の向上
（事業所）

ｋｍ/ℓ 15.66 15.82 15.98 16.13

UP率 % ― 1.0 2.0 3.0

総走行距離 km 572,563

使用量 ℓ 36,560.19 36,195 35,829 35,463

CO2排出量 kg-CO2 84,820 83,971 83,123 82,275

ｔ 22.88 22.65 22.42 22.19

削減率 % ― 1.0 2.0 3.0

% ― 100 100 100

% ― 100 100 100

本社 ㎥ 159.0 157 155 154

106.0

香寺事務所 ㎥ 118.0 116 115 114

神戸営業所 ㎥ 34.0 33 33 32

削減率 % ― 1.0 2.0 3.0

環境配慮
（自らが施工・販売・提供す
る製品及びサービスの促

進）

環境配慮型製品の
技術提案

件 35 36 36 36

＊神戸営業所の分は、基準年度（2017年度）実績がないため、含んでいません。

＊基準年度 ： 2020年度（第35期・2020.10～2021.9）の値

＊電力のCO2排出係数は、1.7）参照

＊化学物質使用の実績はありません。

＊廃棄物は、建設混合廃棄物のみとする（本社管理分）

＊削減させる方が良い目標の場合、達成率＝｛目標値+（目標値－実績値）｝÷目標値×100％

＊増加させる方が良い目標の場合、達成率＝実績値÷目標値×100％

電力使用量
（事業所）

年度
目標・実績

上水使用量
（事業所）水使用量

廃棄物

自動車燃費
（ガソリン）

電力使用量

排出量の削減
　（本社管理分の建設混合廃棄物）

（事務所）
一般廃棄物の分別の徹底度

（現場）
産廃の分別の徹底度

2021.2～2021.9迄

8ヶ月分の実績

2021.2～2021.9迄

8ヶ月分の実績

1年分に換算

1年分に換算
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５．環境経営計画の取組結果とその評価（2019.10～2020.9）、次年度の環境経営計画

総合評価及び次年度の取組内容

電力使用量の削減

1. 冷・暖房時の適切な温度管理 ◯

2. 空調機フィルターの清掃 1回／月 ◯

3. ブラインドの適時利用 ◯

4. 部分消灯 ◯

5. 不使用時消灯（パソコン含む） ◯

6. 節電シールの貼付け ◯

自動車燃費の向上

1. 運転日報を記録する ◯

2. アイドリングストップ ◯

3. 急発進・急停車の禁止 ◯

4. 経済速度で運行すること ◯

5. 運行経路の効率化を図ること ◯

6. オイルチェックなどの車両点検を励行すること ◯

7. タイヤの空気圧を適正に保つこと ◯

8. 過積載を防止すること ◯

9. 燃費をチェックすること ◯

廃棄物の削減及び分別

1. 対象廃棄物を分別表示し分別する ◯

2. 両面コピー・裏面コピーの推進 ◯

水使用量の削減

1. 節水シールを貼る ◯

2. 出しっぱなしにしない ◯

3. 洗浄の際、洗剤を適正使用する ◯

環境配慮型製品の技術提案

1. 環境配慮型製品の提案 ◯

2. 太陽光発電の提案 ◯

※左欄の評価：〇良くできた　△まあまあできた　×できなかった　　※右欄の評価：〇目標達成　×目標未達成

環境活動計画の取組

〇達成

（達成率　135.2％）

×未達成

（達成率　99.7％）

〇達成

建設混合廃棄物排出
量の削減

（達成率　106.9％）
分別

（達成率　100％）

〇達成

（達成率　106.7％）

事業所
＋

建設現場

二酸化炭素排出量の削減
　　主な取組は下記の通り

×未達成

（達成率　79.3％）

事業所
（一般廃棄物）

建設現場
（産廃）

事業所

事業所

事業所

取組結果の評価

下記の通り

今年度は、2021年1月に本社が移転
し、従業員のほとんどが新本社勤務
になりました。その結果、旧本社の
年間実績が前年度と比較しにくい数
値となっている。

引続き削減に努力してもらいたい。

経年車が多くなってきており、僅か
ながら目標達成できませんでした。

次年度は数台をハイブリッド車等に
入替えを検討していきたい。
今まで以上の車両点検・管理をし、
エコドライブの意識向上に努めても
らいたい。

事業所

組織内の人員配置変更があり、目
標は達成できなかった。

次年度も同体制になるので、今年度
目標と同値で活動してもらいたい。

×未達成

（達成率　97.2％）

分別の徹底は浸透しているので、引
続き継続してもらいたい。

引続き削減に努力してもらいたい。

今年度は、2021年1月に本社が移転
し、従業員のほとんどが新本社勤務
になりました。その結果、旧本社の
年間実績が前年度と比較しにくい数
値となっている。

引続き削減に努力してもらいたい。
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６．環境関連法規制等の遵守状況の確認及び評価結果ならびに違反、訴訟等の有無

①主要な環境関連法規制等の遵守状況の確認及び評価の結果

No. 法規制等の名称 遵守すべき要求事項 遵守評価

・一般廃棄物処理業者の許可の確認

・産業廃棄物処理業者との委託契約の締結

・マニフェストの発行と回収及び交付状況の報告

・リサイクル費用の資金管理法人への預託

・使用済み自動車の引取り業者への引渡し

・特定建設資材の再資源化

・特定建設資材と再生資源の利用量の把握等による

　計画の作成と実施記録の保存

4 家電リサイクル法 ・リサイクル及びリユースを確実に行う業者への処理委託 廃棄実績なし

5 資源有効利用促進法 ・リサイクル及びリユースを確実に行う業者への処理委託 遵守

6 騒音規制法 ・特定建設作業の届出、規制基準の遵守 遵守

7 振動規制法 ・特定建設作業の届出、規制基準の遵守 遵守

・冷凍空調機器の簡易点検・定期点検の実施と記録

・廃棄時の適切な処理

9 自動車N０ｘ・PM法 ・自動車の運転の際に、排出抑制に努める 遵守

10 消防法 ・消防用設備等点検の実施、届出 遵守

11 下水道法 ・公共下水道への排水 遵守

・特定建設作業実施の届出

・自動車公害防止

・特定建設作業実施の届出

・自動車公害防止

②違反、訴訟等の有無

なお、関係当局よりの違反等の指摘も過去３年間ありません。　　

1 遵守廃棄物処理法

2

3 建設リサイクル法 遵守

自動車リサイクル法 廃棄実績なし

8 フロン排出抑制法 遵守

環境関連法規への違反はありません。環境関連法規の遵守状況については、2021年9月20日に確認し、

その結果問題はありませんでした。また、訴訟等もありませんでした。

遵守

13 姫路市公害防止条例 遵守

12
兵庫県環境の
　保全と創造に関する条例
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７．代表者による全体評価と見直し・指示

見直しの結果

1 環境経営方針

2 環境経営目標

3 活動経営計画と進捗管理表

4 実施体制

5 その他

代表者による全体評価と見直しの結果は次の通りです。

今期は年度の途中に本社が移転したこともあり実績の比較分析が難しいですが、全体的には概ね目標の達成が出

来たかと思います。

最近は遠方の現場や多種多様な現場も多く、またコロナ禍ということもあり普段とは違う働き方を余儀なくされた部分

も多々ありましたが、各自が環境配慮の自覚を持ち活動できたと思います。

今後も自然と仕事に落とし込むことができるよう各自省エネ意識とスキルの向上につとめるようお願いします。

エコアクション２１の活動対象期間（2020年10月～2021年9月）について、

変更の必要性の有無及び指示事項

現方針を浸透させ、継続する

目標項目の変更はなく、継続する

未達成の項目についてはより具体的に見直し、効果的な展開を図る

特に変更の必要は無い

特になし

2021年  10月  10日

代表取締役　田中 清徳
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