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1.組織の概要

（１） 名称及び代表者名

　　昭栄設備工業株式会社
　　代表取締役　松井　晶久

（２） 所在地

　　〒781-5103
　　高知県高知市大津乙1830番地4

（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 技術部次長　水野　敏久
　　連絡先担当者 経理部　　　　大西　杏奈
　　連絡先 TEL:   088-866-2010

FAX:   088-866-2961
E-mail onishi@shoeisetsubi.co.jp

（４） 建設業許可

高知県知事　許可（特-29）第1204号

種類 管工事業 水道施設工事業

高知県知事　許可（般-29）第1204号

種類 消防施設工事業
水道施設工事業
電気工事業

（５） 事業の規模
　　設立年月日 1973年
　　資本金 2千万円
　　売上高 　2021年：　395百万円 2020年：　 592百万円　

　2019年：　620百万円 2018年：　576百万円
　　従業員数 19名（R4.1月現在）
　　事業所敷地面積 1305㎡
　　延べ床面積 406㎡

（６） 会計年度 1月～12月

2.対象範囲、レポートの対象期間及び発行日

対象範囲（認証・登録範囲） 昭栄設備工業株式会社　　全社

対象事業所 本社

事業活動 ・管工事業（給排水衛生設備工事　空気調和設備工事）
・水道施設工事業　　
・消防施設工事業
・電気工事業

レポートの対象期間 2021.1～2021.12

環境経営レポートの発行日

次回環境経営レポートの発行日の予定 2023年2月頃

作成責任者 　　環境管理責任者 水野　敏久

2022/2/16

　　建設業許可番号

（本社）

　　建設業許可番号

土木工事業
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4. 環 境 管 理 組 織 体 制

代表者

松井　晶久

環境管理責任者

水野　敏久

環境事務局

大西　杏奈

工事現場 営業部 経理部

現場代理人 堤　俊貴 櫛田　若葉

代表者 ・環境経営に関する統括責任

・環境経営システム実施に必要な人、設備、費用、時間、技能・技術者を準備

・環境管理責任者を任命

・経営における課題とチャンスの明確化

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境経営目標、環境経営計画を承認

・代表者による全体評価と見直し・指示

・環境経営レポートの承認

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連法規等の取りまとめ表を承認

・環境経営目標、環境経営計画を確認

・環境経営の取組結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの確認

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、ＥＡ２１委員会の事務局

・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、環境経営計画原案の作成

・環境経営の実績集計

・環境関連法規等取りまとめ表の作成及び最新版管理

・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境経営レポートの作成、公開

部門長 ・自部門における環境経営方針の周知、従業員への環境教育訓練実施

・自部門に関係する環境経営計画の実施、達成状況報告

・自部門に関係する緊急事態訓練の実施

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

従業員 ・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

・決められた事を守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

従業員

環境管理システム　役割・責任・権限表

役割・責任・権限

ＥＡ２１委員会
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3.　環境方針

１ ．

２ ．

３ ．
削減します。

４ ．

５ ．

６ ．
徹底し使用を削減します。

７ ．

８ ．

９ ．環境関連法規や条例等を遵守します。

10 ．

11 ．環境経営レポートなど環境情報について外部へ公表します。

12 ．SDGsへの取り組みを推進します。

改定日： 2021年　1月15日

松井　晶久
代表取締役

工事現場の資材や事務用品のグリーン購入法適合商品の購入を推進します。

環境経営方針を従業員に周知徹底します。

清掃ボランティア活動等の地域環境活動を推進します。

事務所の節水活動により、水使用量を削減をします。

工事にて使用する材料等に付帯する化学物質については使用物質の把握及び管理を

事務所や工事現場における廃棄物発生量の削減やリサイクルを推進します。

基本方針

車両の燃料使用量の軽減、節約に努め、二酸化炭素排出量を削減します。

事務所や工事現場における電力使用量の軽減、節約に努め、二酸化炭素排出量を

環境に配慮した、設計施工を行います。

環 境 経 営 方 針

　　　　　　環境経営理念

当社は、管工事業を通じて地球温暖化を防止するため、環境保全活動を推進することが、
企業の社会的責任の一つと認識し、事業活動から生ずる環境負荷を低減していきます。
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5. 環 境 経 営 目 標　（2021年度）

（１）単年度及び中長期目標値

基準年 2021年度目標 2022年度目標 2023年度目標 2024年度目標

項目 単位 2018年度～2020年度 (－0.5％) (－1.0％) (－1.5％) (－2％)

の平均値 2021.1-2021.12 2022.1-2022.12 2023.1-2023.12 2024.1-2024.12

ガソリン Ｌ 13,153 13,087 13,021 12,956 12,890

軽油 Ｌ 425 423 421 419 417

ｋＷｈ 21,652 21,543 21,435 21,327 21,219

ｋｇ－CO2 46,987 46,752 46,518 46,283 46,048 （＊１）
ｋｇ－CO2/百万

円
75.9 75.5 75.2 74.8 74.4

ｍ３ 112 111 111 110 110 （＊２）

ｋｇ 5.07 5.04 5.02 4.99 4.97

ｔ 78.25 77.86 77.47 77.08 76.69

件 42 全件 全件 全件 全件 （＊３）

件 55 55 56 56 56 （＊４）

グリーン購入法適合商品の販売 （品） 79 79 80 80 81 （＊５）

グリーン商品の購入（文房具類） （％） 50 50 51 51 51 （＊６）

地域環境活動　(清掃ボランティア) （件数） 3 4回以上 4回以上 4回以上 4回以上

＊１．電力のCO₂ 排出量については、電気事業者別のCO₂ 排出係数（2019年度実績）

　　（2021年1月7日公表）の四国電力の調整後排出係数0.411（kg－CO₂ ／kWh）を使用した。

※CO₂排出量の原単位については、各年度の基準値の平均値とする。

＊２．期間は水道検針表と同様とします。

＊３．環境に配慮した設計施工は、全受注工事を対象とする。

　　　　環境負荷の少ない工事

　　　　・環境負荷の少ない材料(リサイクル製品等)の使用

　　　　・低騒音・排出ガス型重機の使用

＊４．リモデル工事とは、和風便器を節水型洋風便器へ取り替える工事である。

＊５．空調機のグリーン購入法適合商品の推奨販売台数。

＊６．グリーン商品の購入金額の割合。

燃料使用量

電力使用量

ＣＯ２排出量

売上高当たりＣＯ２排出量

用水使用量

一般廃棄物排出量

産業廃棄物排出量

環境に配慮した設計施工

リモデル工事
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６. 環 境 経 営 計 画

期間：　2021.1.1　～　　2021.12.31

項目 活動内容 担当者

ＣＯ2 排出量 燃料使用量 〇アイドリングストップ

削減 削減 〇使用しない道具を積み込まない,軽量化

〇タイヤの空気圧チェック

〇安全運転、スピード違反の禁止

〇排出ガス規制の重機使用

○計画的な運行計画

○忘れ物をしない

電力使用量 〇昼休み等こまめな消灯,必要限度の照明

削減 〇LED照明の使用

〇ｴｱｺﾝ使用時間短縮,(夏季28度冬季20度)

〇夏は扇風機の使用を心掛ける

用水使用量削減 〇節水の周知徹底、声掛け

（排水量削減） 〇節水器具の設置（水栓内 節水コマの取付け等）

〇漏水点検

廃棄物削減 産業廃棄物 〇廃棄物の分別徹底

〇排出量の削減,リサイクル,適正処理

〇マニフェストの管理

一般廃棄物 〇用紙の使用量　コピー,印刷ミスの削減

〇排出量の削減,リサイクル,適正処理

〇使用済みコピー用紙のリサイクル

環境に配慮した設計施工の実施 〇省資源化と高効率化を図る配管ルートの検討

〇環境負荷の少ない資材の使用

（ホルムアルデヒド発散量が少ないF☆☆☆☆規格

　の材料の使用など）

○建設重機は超低騒音型,排出ガス基準適合車を使用

リモデル工事 〇和便から洋便への取替工事の提案、施工 石川　禎久

グリーン購入法適合商品の販売 〇グリーン購入法に適合した空調機の販売

〇メーカーの新商品等の講習会の参加、エコ商品の

　把握

〇ホームページの更新作成、エコ商品・工事のアピール 櫛田　若葉

グリーン商品の購入 〇グリーン購入法適合商品の購入,推進

〇事務用品や事務機器等のグリーン調達の促進

化学物質への配慮 〇配管接着剤等の有害化学物質,VOCの確認、管理 堤　俊貴

地域環境活動 〇ボランティア清掃活動

〇地域清掃活動

〇交通エコポイント

○緑の募金

※コピー機・プリンターのトナーカートリッジの

　回収・リサイクル

エコアクション21周知活動(回覧記録) 〇社内の環境教育の実施 松井　晶久

※新規活動

櫛田　若葉

味志　幸治

松井　晶久

松井　晶久

石川　禎久

大西　杏奈

水野 敏久

水野　敏久

石川　禎久
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７．環境経営目標の実績とその評価

（１）本年度の実績
基準年 2021年度目標 2021年度実績

単位 2018年度～2020年度 （－0.5％） 目標との差 評価
の平均値 2021.1-2021.12 2021.1-2021.12

燃料使用量 ガソリン （ℓ） 13,153 13,087 14,806 +1719 ×

燃料使用量 軽油 （ℓ） 425 423 198 -225 ○

電力使用量 （kWh） 21,652 21,543 16,258 -5285 ○

総排出 （kg－CO₂ ） 46,987 46,752 41,543 ー5,209 〇

原単位 （kg－CO₂ /百万円） 75.9 75.5 105.0 -74.3 ×

用水使用量 （ｍ3 ） 112 111 136 +25 ×

一般廃棄物排出量 （ｔ） 5.07 5.04 2.60 -2.44 ○

産業廃棄物排出量 （t） 78.25 77.86 23.76 -54.1 ○

環境に配慮した設計施工 （件数） 42 全件 全件(16) 0 ○

リモデル工事 （箇所） 55 55 66 +11 ○

グリーン購入法適合商品の販売 （品） 79 79 94 +15 ○

グリーン商品の購入(文房具類） （％） 50 50 61 +11 ○

地域環境活動(清掃ボランティア) （件数） 3 4回以上 0 0 ×

＊１．購入電力のCO2排出係数は2021年1月7日公表の四国電力の調整後排出係数0.411kg-CO2/kWhを使用した。

＊２．評価 ：達成　○　未達成　×　

※グリーン購入法適合製品（空調機）とは冷房能力が28kW（10馬力）以下のものについて適用

　省エネルギー性：通年エネルギー消費効率（APF）が基準値の114％以上であること

　冷媒の環境性　：オゾン層を破壊する物質が含まれていないこと

　現在の空調機は10年前よりも省エネ性能が40％程度UPしているためCO₂の排出量も削減することができる。

＜環境経営目標評価結果＞

・ガソリン使用量は約11%増加したが理由としては遠方の現場工事があった為だと考えられる。

・電力使用量が目標値を約25%減少した、クールビズ・ウォームビズに取り組み、夏場も各自が卓上扇風機の使用を心掛け、

　社員全員が意識し協力できた結果、目標を達成することができた。

・CO₂排出量は約11%減少した、原単位では増加しておりさらに社員1人1人が排出量削減を意識する。

・用水の使用量が目標値を約22%増加し目標未達成となった為、次年度は節水を社員一人一人が意識し取り組む。

・リモデル工事とは、和風便器を節水型洋風便器へ取り替えることであるが、今年度も目標を達成できた。

　今後も積極的に営業活動を行う。

・省エネ空調機（28kw以下）も大幅に目標を達成できたので次年度も引き続き目標を目指す。

・グリーン商品の未達成理由は環境商品が基準年に比べて少なかった為。

・多忙な時期が重なり、清掃ボランティアが目標未達成となった。次年度は積極的に取り組む事とする。

項目

ＣＯ2 排出量
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７．環境経営目標の実績

（2）　5年間のCO2排出量の推移

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

665 576 620 592 395

総排出 (kg－CO₂) 45,227 43,233 52,502 42,534 41,543

原単位 (kg－CO₂/百万円） 68.0 75.1 84.7 71.8 105

(3)　エネルギーコスト概算

単位 使用量 単価（仮） 金額（円）

電力 kWh 16,258 35 575,695

ガソリン L 14,806 161 2,390,899

軽油 L 198 32 6,354

2,972,948

年間のエネルギーコストは概算 ： 約297万円 (別途太陽光発電売電収入：698,737円）

当該年度を基準とし、CO₂排出量を 3％削減した場合、約8.9万円の節約 となる。

売上高に占めるエネルギー費用の割合は 0.5％

売上高　（百万円）

CO₂排出量

合計金額
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７-２．　2017年度～2021年度の環境目標の実績

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

実績 実績 実績 実績 実績

燃料使用量ガソリン （ℓ） 15,578 14,531 18,433 15,008 14,806

燃料使用量軽油 （ℓ） 684 668 1,429 676 198

電力使用量 （kWh） 17,814 18,973 14,721 14,526 16,258

総排出 （kg-CO₂） 45,227 43,233 52,502 42,534 41,543

原単位 （kg-CO₂/百万円） 68.0 75.1 84.7 71.8 105

用水使用量 （㎥） 107 120 110 122 136

一般廃棄物使用量 （ｔ） 3.2 8.12 3.88 5.04 2.60

産業廃棄物使用量 （ｔ） 53.63 80.45 100.66 36.07 23.76

完成工事高（売上高） （百万円） 665 576 620 592 395

７-３．2017年度～2021年度の環境目標の実績グラフ

二酸化炭素排出量

単位項目

13,153

15,578
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15,008 14,806
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ガソリン 前年比 -202L【1.3％削減】 軽油 前年比 -478L【70.7％削減】
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７-３．環境目標の実績グラフ

46,987 45,227
43,233

52,502

42,534 41,543
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８．環境経営計画の取組結果とその評価

期間：　2021.1.1　～　2021.12.31

項目 取組結果 評価 見直し

ＣＯ2 排出量 燃料使用量 ・アイドリングストップできた ○

削減 削減 ・使用しない道具を積み込まない,軽量化した ○

・タイヤの空気圧チェックを実施した ○

・安全運転、スピード違反の禁止は守れた ○

・排出ガス規制の重機使用した ○

・計画的な運行計画であった ○

・忘れ物をしない ○

電力使用量 ・昼休み等こまめな消灯,必要限度の照明 ○

削減 ・LED照明への取替,採用 ○

・ｴｱｺﾝ使用時間短縮,温度調整(夏季28度冬季20度) ○

・夏は扇風機の使用を心掛ける ○

用水使用量削減 ・節水の周知徹底、声掛け ○

（排水量削減） ・節水器具の設置 ○

・漏水点検 ○

廃棄物 産業 ・廃棄物の分別徹底 ○

排出量削減 ・排出量の削減,リサイクル適正処理 ○

・マニフェストの管理 ○

一般 ・用紙の使用量　コピー,印刷ミスの削減 ○

・排出量の削減,リサイクル適正処理 ○

・使用済みコピー用紙のリサイクル ○

環境に配慮した設計施工の実施 ・省資源化と高効率化を図る配管ルートの検討 ○

・環境負荷の少ない資材の使用

（ホルムアルデヒド発散量が少ないF☆☆☆☆規格

の材料の使用など）

・建設重機は超低騒音型,排出ガス基準適合車を使用 ○

リモデル工事 ・和便から洋便への取替工事の提案、施工 ○

グリーン購入法適合商品の販売 ・グリーン購入法に適合した空調機の販売 ○

・メーカーの新商品等の講習会の参加、エコ商品の

把握

・ホームページの更新作成、エコ商品・工事のアピール ○

グリーン商品の購入 ・グリーン購入法適合商品の購入,推進 ○

・事務用品や事務機器等のグリーン調達の促進 ○

化学物質への配慮 ・配管接着剤等の有害化学物質,VOCの確認、管理 ○

地域環境活動 ・ボランティア清掃活動 △

・地域清掃活動 ○

・交通エコポイント ○

・緑の募金、こうち環境博への募金 ○

・コピー機・プリンターのトナーカートリッジの

　回収・リサイクル

エコアクション21周知活動(回覧記録)・社内の環境教育の実施 ○ ・今後も行っていく。

■ 評価方法 ■ 評価入力内容

　　環境への取り組み状況については毎月の全体会議において実施状況を確認・評価している。 ○ 　達成

　　毎月実施の自社でのパトロールおよび現場作業所での環境パトロール △ 　不十分

　　(但し、公共工事または請負金額 100万円以上の工事を対象とする) により × 　未達成

　　点検を行い、その結果を評価する。

○

○

○

・購入実績を毎月確認して、グリーン商品の購入
率を把握する。

・大幅に増加した。今後も営業活動を積極的に行
う。

・第一種化学物質は使用していない。他の化学物
質についてはSDSで管理徹底していく。

・多忙な時期が重なりボランティア清掃活動への参
加が目標達成できなかった。
・地域清掃活動は実施できた。
・環境募金活動は今後も引き続き行う。

・昨年度から大幅に増加した。今後も営業活動を
積極的に行う。

・エコケーブルや木材、コーキング材等F☆☆☆☆
規格の材料を使用し、将来焼却及び埋め立て処理
を行う場合でも、有害物質の元となる塩素系や鉛
成分を含んでいない材料を選定して使用する。
・今後も継続したいと思います。

・掲示板や共有フォルダを利用し、文章・資料の共有
化、電子化を行う。
・OA用紙共同回収によるリサイクル推進事業への参
加。
・印刷する前にもう一度内容を確認し、ミスコピーの削
減を図る。

・遠方の工事が減少したため産業廃棄物の排出量
は減となった。
・現場では廃棄物の分別を徹底して行っており、引
き続きその活動を行う。

・本社にLED照明を使用。現場で使用する照明器
具も、LEDを使った器具に順次取り換えていく。
・夏場のエアコンはできるだけ我慢し、午前中は各
自卓上扇風機で過ごすなどの取り組みを行い、目
標を達成できた。

・節水対策として地下水を利用
・漏水点検は今後も定期的に行う。

・ハイブリッド車を使用
・移動する際は、合理的なルートの選定を行い、且
つ乗り合わせを図る。
・日々、安全運転に関する声掛けを行い事故防止
に努める。
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９．次年度の環境経営計画の取組内容

期間：　2022.1.1　～　2022.12.31

項目 活動内容

・重機のエコモード運転の運用

ＣＯ2 排出量 燃料使用量

削減 削減

・計画的な運行計画

・忘れ物を取りに帰るなどのロスをしない

電力使用量

削減

・ｳｫｰﾑﾋﾞｽ・ｸｰﾙﾋﾞｽﾞを積極的に活用する

・夏は扇風機の使用（併用）を心掛ける。

用水使用量削減 ・節水の周知徹底、声掛け

（排水量削減） ・節水器具の設置（水栓内 節水コマの取付け等）

・漏水点検

廃棄物 産業廃棄物 ・廃棄物の分別徹底

排出量削減 ・排出量の削減,リサイクル,適正処理

・マニフェストの管理

一般廃棄物 ・用紙の使用量　コピー,印刷ミスの削減

・排出量の削減,リサイクル,適正処理

・使用済みコピー用紙のリサイクル

環境に配慮した設計施工の実施 ・省資源化と高効率化を図る配管ルートの検討

・環境にやさしい資材の使用

　(ホルムアルデヒド発散量が少ないＦ☆☆☆☆規格

の材料の使用など）

・建設重機は超低騒音型,排出ガス基準適合車を使用

リモデル工事 ・和便から洋便への取替工事の提案、施工

グリーン購入法適合商品の販売 ・グリーン購入法に適合した空調機の販売

・メーカーの新商品等の講習会の参加、 エコ商品

 の把握

・ホームページの更新作成、エコ商品・工事のアピール

グリーン商品の購入 ・グリーン購入法適合商品の購入,推進

・事務用品や事務機器等のグリーン調達の促進

化学物質への配慮

地域環境活動 ・ボランティア清掃活動

・地域清掃活動

・交通エコポイント

・緑の募金、こうち環境博への募金

・コピー機・プリンターのトナーカートリッジの

　回収・リサイクル

SDGsへの取り組みを推進

エコアクション21周知活動(回覧記録)

石川　禎久

石川　　禎久

水野 　敏久

・社内での環境教育の実施

・配管接着剤等の有害化学物質、VOCの確認・管理 益　恵一

石川　禎久

櫛田　若葉

大西　杏奈

松井　晶久

櫛田　若葉

松井　晶久

水野 敏久

・LED照明の使用

・昼休み等こまめな消灯,必要限度の照明

・ｴｱｺﾝ使用時間の短縮

担当者

・アイドリングストップ

・使用しない道具を積み込まない,軽量化

・タイヤの空気圧チェック

・排出ガス規制の重機使用

・安全運転、スピード違反・過積載の禁止

大西　杏奈
・ｴｱｺﾝの温度調整管理(夏季28度冬季20度)

味志　幸治
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10.環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

（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 担当者 遵守状況 確認日

測定時期

廃棄物の処理及び清掃に関する 第３条 ○事業者の責務 必要時 松井　晶久 遵守 2022.1.14

法律 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

第１２条 ○産業廃棄物の事業者の処理 必要時 大西　杏奈 遵守 2022.1.14

産業廃棄物の委託契約

第１２条の三 ○産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付 廃棄物排出時 櫛田　若葉 遵守 2022.1.14

第１２条の三 ○マニフェスト交付状況報告書の作成及び 年１回 大西　杏奈 遵守 2022.1.14

７項 都道府県知事（高知県知事）への提出 毎年６月末

規則第８条 ○保管場所の表示 必要時 味志　幸治 遵守 2022.1.14

見易い箇所に掲示板を設置

（縦６０ｃｍ以上×横６０ｃｍ以上）

騒音規制法 第１４条 ○特定建設作業の実施の届出 必要時 味志　幸治 遵守 2022.1.14

（建設作業開始7日前までに市町村長に届出）

振動規制法 第１４条 ○特定建設作業の実施の届出 必要時 水野　敏久 遵守 2022.1.14

（建設作業開始7日前までに市町村長に届出）

消防法 第８条 ○防火管理者の選任、消防計画の作成 必要時 水野　敏久 遵守 2022.1.14

（遅滞なく所轄消防長又は消防署長に届出）

建設リサイクル法 第１６条 分別解体の実施及び再資源化の実務義務 １ヶ月 水野　敏久 遵守 2022.1.14

家電リサイクル法 家電リサイクル券の発行管理 ３ヶ月 益 恵一 遵守 2022.1.14

フロン排出抑制法 第19条 事業者によるフロン類の算定漏洩量等の報告 年１回 益 恵一 遵守 2022.1.14

1,000　CO2-t/年以上、事業所所管大臣へ報告

第5条 簡易点検の実施 ３か月に１回 益 恵一 遵守 2022.1.14

浄化槽法 第５条 都道府県知事に浄化槽設置届提出 必要の都度 松井　晶久 遵守 2022.1.14

グリーン購入法 第５条 物品購入等に際し、できる限り環境物品等を選択 必要時 大西　杏奈 遵守 2022.1.14

道路法 第７条２ 道路占用許可の申請 必要時 水野　敏久 遵守 2022.1.14

第４７条 特殊車両通行の許可の申請

道路交通法 第７７条 道路使用許可の申請 必要時 水野　敏久 遵守 2022.1.14

高知市環境基本条例 第５条 ○事業者の責務 必要時 松井　晶久 遵守 2022.1.14

公害防止、自然環境保全、廃棄物の適正処理

高知市公害防止条例 第４条 事業活動に伴う環境への負荷の低減 １ヶ月 松井　晶久 遵守 2022.1.14

高知県環境基本条例 第６条 事業活動による公害を防止　 １ヶ月 松井　晶久 遵守 2022.1.14

（２）環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

2021.1.1より2021.12.31まで、環境関連法規等の遵守状況の定期評価の結果、環境法規等の逸脱はありませんでした。

また、過去3年間にわたって環境関連法規等の違反、訴訟及び環境に関する外部からの苦情等はありませんでした。
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11．代表者による全体評価と見直し・指示の結果
■定期見直し

□臨時見直し

見直しに必要な情報 代表者による見直し

環境管理責任者の報告及び改善提案 変更の必要性の有無・指示事項

【取組状況の評価結果】 【環境経営方針】

①環境関連法規制等の遵守状況 変更の必要性： □有 ■無

　フロン排出抑制法（第5条）を追加しました。 　

　環境関連法規制等に関する違反はありません。 　

②問題点の是正処置及び予防処置の状況

　2021.1.1～2021.12.31までの間、問題点の是正・予防となるものは

　ありませんでした。 【環境経営目標・環境経営計画】

変更の必要性： □有 ■無

③前回までの代表者の指示事項への対応

　特にありません。 ・未達成、不十分な活動については定例会で周知徹底し改善して

　　 　取り組むこと。

＜改善提案＞ ・環境目標・活動項目以外も、エコと思われる活動内容があれば

　目標未達成項目及び活動については、社内会議で情報共有しながら 　積極的に行なう。

　問題点を検討し改善していく。 ・一般廃棄物排出量については、総量では目標達成できなかったが

　再資源化率では100％達成されている。

・電力使用量は社員全員の意識と協力もあり目標を達成できた。

　次年度も引き続き節電に取り組みたい。

【環境経営目標・環境経営計画の達成状況】

目標項目 目標値 環境経営計画 コメント

達成状況 取組状況

燃料使用量 【実施体制】

ガソリン 変更の必要性： □有 ■無

燃料使用量 　変更なし

軽油

【環境経営システム】

変更の必要性： □有 ■無

　変更なし

＜改善提案＞ 　

　これからも社員一人ひとりの意識向上を行ない、環境負荷低減に努めます。

【総括】（環境経営レポートの代表者による全体の評価と見直し・指示の欄に記載）

　エコアクションの活動を始めて10年、全従業員が内容を理解し、

【周囲の変化の状況】 　省エネ・節電・節水等の取り組みを日常的にできるようになりました。

①外部コミユニケーション記録より 　全体的な評価としては、昨年度達成できなかったガソリン使用量が

　今年度は達成でき、CO₂排出量を削減することができました。

　地元住民等と打ち合わせを行っているので外部からの苦情等はありません。 　和洋リモデル工事や省エネ空調機の販売も大幅に増加し

　目標を達成することができました。

　次年度も引き続き目標達成できるように努めていきたいと思います。

②環境関連法規制等の動向他 　地域清掃活動については目標未達成が続いている為、次年度は

　目標達成を目指します。

　特にありません。

＜改善提案＞

　特にありません。

代表者が自ら得た情報

2022.2.15

代表取締役　松井　晶久

適応策を考え社員全員で取り組め
た事により目標を達成できた。

CO₂排出量 × ○

電力使用量 ○ ○
適応策を考え社員全員で取り組め
た事により目標を達成できた。

（目標値、活動計画に対するコメント）

× ○
遠方の工事があった為使用量が少
し増加した。

○ ○
建設重機を使用する工事が例年に
比べ少なかった為だと考えられ
る。

リモデル工事 ○ ○
昨年度よりも増加し目標を達成で
きた。今後も積極的に取り組む。

　特にありません。
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