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【事業所名】 正和電機株式会社

【代表者氏名】代表取締役　竹内　大藏

【所在地】

本   　社 〒780-8063　高知県高知市朝倉丙298番地4

倉  　 庫 〒780-8063　高知県高知市朝倉丙205番地2

【環境管理責任者氏名及び担当者連絡先】

　環境管理責任者氏名 小川　道由

　連絡先担当者 西森　裕梨

　連絡先 ＴＥＬ：088-844-1938

ＦＡＸ：088-844-0187

E-mail：sse4n3n2e1n@seiwadenkikabu.co.jp

【事業活動】

　電気工事業　電気通信工事業

　建設業許可

【事業規模】

　設立年月日

　資本金

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

62 52 42 20 14 

従業員数　　　　　（人） 18 13 12 10 11 

260,517 215,945 101,568 253,364 211,731 

事業所敷地面積　　（㎡） 2,022 2,022 2,022 2,022 2,022 

事業所延べ床面積　（㎡） 119 119 119 119 119 

倉庫敷地面積　　　（㎡） 407 407 407 407 407 

倉庫延べ床面積　　（㎡） 196 196 196 196 196 

従業員数は4月30日現在

会計年度 令和3年度 令和3年5月1日 ～ 令和4年4月30日

　電気工事業・電気通信工事業

１．組 織 の 概 要

売上高（税抜）　　（千円）

 　許可番号

 　許可年月日

 　建設業の種類

昭和43年2月1日

　2,500万円

　高知県知事　許可（特-29）第10043号

　工事等の件数　　　 （件）

　平成29年10月12日
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【対象範囲（認証・登録範囲）】

　正和電機株式会社　　全社

　　本　　社 　高知県高知市朝倉丙298番地4

　　倉　　庫 　高知県高知市朝倉丙205番地2

　　対象事業：　各種電気工事・電気通信工事の設計並びに施工請負

　電気工事業　電気通信工事業

【レポートの対象期間】

令和3年度 令和3年5月1日 ～ 令和4年4月30日

【環境経営レポート】

令和4年7月15日　発行

次回発行予定：令和5年 7月頃

【作成責任者】

小川　道由

西森　裕梨

　　    　           
２．対象範囲（認証・登録範囲）、レポートの対象期間及び発行日　　　

環境管理責任者　

作成担当者
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≪環境経営理念≫

正和電機株式会社は、世の中に必要とされる電気工事業等で社会貢献し、

その事業活動を行うに当たって環境負荷を少しでも軽減するよう社員一人ひとりが心がけ、

かけがえのない地球環境の保全に寄与し、

環境負荷低減により継続的改善による環境経営を推進していきます。

≪基本方針≫

1. 事務所・倉庫・現場の電力使用量の削減によりＣＯ2削減を行います。

2. ガソリン・軽油・灯油の節約によりＣＯ2削減を行います。

3. 事務所・倉庫・現場の節水により水使用量の削減を行います。

4. 廃棄物発生量の削減及びリサイクル推進を行います。

5. グリーン購入・環境負荷の少ない施工や工法の推進を行います。

6. 河川・地域の清掃活動への積極的参加を行います。

7. 社員への環境経営方針の浸透と実践を行います。

8. 環境経営レポート等の外部公表を行います。

9. 環境関連法規及び条例等を遵守します。

　　制定日： 平成24年4月27日

　　改定日： 平成27年4月10日

　　改定日： 令和 3年6月15日

　代表取締役　　竹内　大藏

３．環 境 経 営 方 針
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正和電機株式会社は事業活動を通じて、ＳＤＧｓ（持続可能な環境目標）達成のために取り組みます。

４．ＳＤＧｓ の 関 連 性

当社は、創業以来50年余りにわたり、電気工事を通じて高知県の社会基盤の構築に

貢献し続けてきました。

これからも義をもって利して、社員およびその子、子孫までもが、ＳＤＧｓの

17の目標に沿った生活ができるように願っています。

代表取締役　竹内　大藏　

≪当社とＳＤＧsとの関連性≫

会社全体でエコアクションを意識し継続しているのも、持続的な地球環境を守り、

人類と生きとし生けるものが幸せを感じて生きていけるように、との想いです。

まさに、ＳＤＧｓの精神・考え方は、当社の経営理念に合致しており、

今後も、当社の発展とともに、エコアクションとＳＤＧｓを両脇に抱えて、

継続できる環境目標を掲げ、歩み続けていきたいと思います。

そして、ここにＳＤＧｓの達成に向けての取組みを推進していくことを宣言します。

SDGs（エスディージーズ）とは、Sustainable Development 
Goals（持続可能な開発目標）の略称です。
2030年までに世界が達成する目標として、2015年9月の国連サ
ミットで採択されました。17の目標・169のターゲット（具体
目標）から構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave 
no one behind）」を理念として掲げています。
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・環境経営システムの実施及び管理に必要な人、設備、費用、技術者等を用意

・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・環境管理実施体制の設定を承認

・全体の評価と見直し・指示を実施

・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・環境管理実施体制の確認

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

・環境管理責任者、ＥＡ２１推進会議の議長

・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

・「環境関連法規等チェックリスト」の作成

・環境経営目標・環境経営計画・環境管理実施体制原案の作成

・環境経営実施計画の実績集計

・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

・各部門の従業員に対する教育訓練の実施

・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と環境への取組の重要性を自覚

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

浅田　香代

環境管理責任者

環境活動推進者

５．環 境 管 理 実 施 体 制

西森　裕梨

代表取締役

環境管理責任者

小川　道由

総務部

竹内　大藏

池田　佳央

・環境経営に関する統括責任

環境事務局

従業員

担当者 役割・責任・権限表

代表者

環境事務局

倉庫管理者

部門長

蛭子　泰輔
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（１）単年度目標　　（ 令和3年度   ）

基準値

（3年平均実績）

H30.5-R3.4

化石燃料使用量 （ℓ） 6,224 (-1%) 6,162

電力使用量 （ｋＷｈ） 21,203 (-1%) 20,991

CO2排出量 （kg-CO2） 25,201 (-1%) 24,949

用水使用量 （ｍ3） 67 (-1%) 66.3

産業廃棄物排出量 （ｔ） 15.0 (-1%) 14.9

一般廃棄物排出量 （ｔ） 1.0 (-1%) 1.0

グリーン購入量 （％） 75 (+1%) 76

環境負荷の少ない工事件数 （件） 4 4

環境美化活動 （件） 4 4

売上高当たりCO２原単位 (kg-CO２/百万円） 149 (-1%) 148

＊１．カッコ内に基準値に対する目標数値を記載。

＊２．電力のCO2排出量は（令和2年1月7日公表）四国電力の実排出係数0.500（kg－CO2／kＷh）を使用

＊３．グリーン購入量は、事務用品購入金額全体に対する環境商品の購入金額割合（％）

＊４．環境負荷の少ない工事件数

　　○工事看板への間伐材の使用

　　○LED照明設備工事

　　○ｴｺｹｰﾌﾞﾙ使用促進（ｹｰﾌﾞﾙ被覆がﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝになっているので、焼却時有毒ガスが発生しない）

（２）中長期目標

基準値（実績平均）

H30.5-R3.4

化石燃料使用量 （ℓ） 6,224 (-1%) 6,162 (-2%) 6,100 (-3%) 6,037 (-4%) 5,975

電力使用量 （ｋＷｈ） 21,203 (-1%) 20,991 (-2%) 20,779 (-3%) 20,567 (-4%) 20,355

CO2排出量 （kg－CO2） 25,201 (-1%) 24,949 (-2%) 24,697 (-3%) 24,445 (-4%) 24,193

用水使用量 （ｍ3 ） 67.0 (-1%) 66.3 (-2%) 65.7 (-3%) 65.0 (-4%) 64.3

産業廃棄物排出量 （ｔ） 15.0 (-1%) 14.9 (-2%) 14.7 (-3%) 14.6 (-4%) 14.4

一般廃棄物排出量 （ｔ） 1.0 (-1%) 1.0 (-2%) 1.0 (-3%) 1.0 (-4%) 1.0

グリーン購入量 （％） 75 (+1%) 76 (+2%) 77 (+3%) 77 (+4%) 78

環境負荷の少ない工事件数 （件） 4 4 4 4 4

環境美化活動 （件） 4 4 4 4 4

売上高当たりCO２原単位 (kg-CO２/百万円） 149 (-1%) 148 (-2%) 146 (-3%) 145 (-4%) 143

目標 目標 目標 目標

６．環 境 経 営 目 標

令和3年度

目標

R3.5-R4.4

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
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　期　間　： 令和3年5月1日 ～ 令和4年4月30日

担当者 期間

 CO2排出量  燃料使用量

 削減  削減

 電力使用量

 削減

　積極的に購入する

・工事看板への間伐材の使用

・LED照明設備工事

・エコケーブルの使用促進

項目 活動内容

・節水シールの貼付

・リサイクルトナーと詰替可能商品の購入

・書類のプリンター出力前・コピー前の確認

・裏紙の再使用

・電線の再利用・再々利用

・産業廃棄物の分別

・昼休みでの必要場所以外の消灯

・残業する場合は部分消灯をする

・洗車時の節水

・作業中水を出しっ放しにしない

・近距離移動の際は可能であれば自転車や

　徒歩で移動する

・現場への使用車両を減らす為、極力相乗りで行く

・急発進、急停車を避けエコドライブを心掛ける

・空ぶかしの禁止

・エアコンはエコモードで使用する

 産業廃棄物削減

 グリーン購入

 環境負荷の少ない工事実施

 一般廃棄物削減

・スイッチに節電シールの貼付

・照明器具・エアコンフィルターの定期清掃

・不必要な照明の消灯

・事務用品について、グリーン購入法適用商品を

７．環 境 経 営 計 画

蛭子

西森
R3.5.1
～

R4.4.30

小川
R3.5.1
～

R4.4.30

R3.5.1
～

R4.4.30

 水使用量削減

 （排水量削減）

蛭子
R3.5.1
～

R4.4.30

西森
R3.5.1
～

R4.4.30

浅田
R3.5.1
～

R4.4.30
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（１）本年度実績 令和3年度 実績

基準値 令和3年度 令和3年度

（3年平均実績） 目標 実績

H30.5-R3.4 R3.5-R4.4 R3.5-R4.4 （％） ○：達成　×：未達成

二酸化炭素排出量 （kg-CO２） 25,201 24,949 31,951 128% ×

　電力使用量 （kＷh） 21,203 20,991 24,281 116% ×

　燃料使用量 （ℓ） 6,224 6,162 8,416 137% ×

水使用量 （ｍ3） 67.0 66.3 49.3 74% ○

産業廃棄物排出量 （ｔ） 15.0 14.9 79.1 531% ×

一般廃棄物排出量 （ｔ） 1.0 1.0 0.7 73% ○

グリーン購入量 （％） 75 76 69 91% ×

環境負荷の少ない工事件数 （件） 4 4 2 50% ×

環境美化活動 （件） 4 4 1 25% ×

売上高当たりCO２原単位 (kg-CO２/百万円） 149 148 151 102% ×

＊１．電力のCO2排出量は（令和2年1月7日公表）四国電力の実排出係数0.500（kg－CO2／kＷh）を使用

＊２．グリーン購入量は事務用品購入金額全体に対する環境商品の購入金額割合（％）

＊３．環境負荷の少ない工事件数 2件 ／14件中 14%

　　○工事看板への間伐材の使用

　　○LED照明設備工事

　　○ｴｺｹｰﾌﾞﾙ使用促進（ｹｰﾌﾞﾙ被覆がﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝになっているので、焼却時有毒ガスが発生しない）

＜評価及び未達成理由＞

複数のトンネル照明取替工事の受注により産業廃棄物が増加し、工事現場が遠方だったこともあり

車両の長距離使用に伴い二酸化炭素排出量も増加、全体的に目標未達成となった。

（２）過去の実績

　 実績平均（基準値） 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

H30.5-R3.4 実績 実績 実績 実績

二酸化炭素排出量 （kg-CO2） 25,201 27,919 21,694 25,991 31,951

　電力使用量 （kＷh） 21,203 18,764 22,302 22,544 24,281

　ガソリン使用量 （ℓ） 5,758 7,554 4,301 5,420 7,367

　軽油使用量 （ℓ） 465 358 213 825 1,049

水使用量 （ｍ3） 67.0 73.5 68.0 58.1 49.3

産業廃棄物排出量 （ｔ） 15.0 17.3 13.8 12.6 79.1

　産業廃棄物再資源化率 （％） 81.0 78.3 73.1 91.6 100.0

一般廃棄物排出量 （ｔ） 1.0 2.0 1.2 0.3 0.7

グリーン購入量 （％） 75 77 73 76 69

環境負荷の少ない工事件数 （件） 4 4 4 3 2

環境美化活動 （件） 4 7 4 0 1

売上高当たりCO2原単位 （kg-CO2/百万円） 149 130 215 103 151

売上高 （百万円） 190 215 101 253 211 

従業員数 （名） 12 13 12 10 11

項　　　　目

項　　　　目

評価実績値/目標値

８．環 境 経 営 目 標 の 実 績 
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９．環境経営計画の取組結果とその評価

◆二酸化炭素総排出量

◆燃料使用量（ガソリン・軽油）

期間 評価

年間 ○

年間 ○

年間 ○

年間 ○

項目 取組結果

自転車を使用し、移動している

使用車両を減らすことができた

各自が意識してできている

各自が意識してできている

近距離移動は自転車や徒歩で移動する

現場への使用車両は極力相乗りで行く

急発進、急停止を避けエコドライブを心掛ける

空ぶかしの禁止

２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度

CO2排出量 27,919 21,694 25,991 31,951

目標値 61,486 44,114 29,090 24,949

CO2排出原単位 130 215 103 151

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

7,554 4,301 5,420 7,367

358

213
825

1,049

17,235

12,600

7,565
6,162

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度

ガソリン 軽油 目標値
目標値

〈燃費基準達成車を使用〉 〈エコドライブポスターの提示〉

✍ 評価及び次年度の計画

前年比135％、目標比137％で未達成となった。

遠方の工事での車両運転に伴い排出量が増加した。
数値が目標値よりも上回ったことを受け、次回から
ガソリン及び軽油について目標値を分け、燃料使用
の軽減を意識し、努めていく。

（Ｌ）
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９．環境経営計画の取組結果とその評価

◆電気使用量

期間 評価

年間 ○

年間 ○

年間 ○

年間 ○

年間 ○

年間 ○

◆用水使用量

期間 評価

年間 ○

年間 ○

年間 ○

項目 取組結果

項目 取組結果

洗車時の節水

作業中水を出しっぱなしにしない

エコモードで使用できていた

会社、現場ともに貼付している

年末に一斉清掃している

倉庫等、不必要時は消灯している

エアコンはエコモードで使用する

スイッチに節電シールの貼付

照明器具、エアコンフィルターの定期清掃

不必要な照明の消灯

昼休みでの必要場所以外の消灯

残業する場合は部分消灯をする

意識して消灯している

各自が意識して消灯している

節水シールの貼付

節水できていた

度々止めることが意識できていた

貼付できている

18,764 22,302 22,544 24,281

32,121
28,849

22,768
20,991

0

10,000

20,000

30,000

40,000

２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度

目標値

〈スイッチの色分けで部分消灯〉 〈昼休みの一斉消灯〉

✍ 評価及び次年度の計画

前年比108％、目標比116％とやや使用量が多い。
以前と比べ工事の受注が重なったこともあり、本社
以外に現場事務所での使用量が増え未達成となった。
次年度は、現場事務所においてもさらに節電を心掛
け電気使用量の削減に努めていく。

（kWh）

73.5 68.0 58.1 49.3

91.9 88.0
82.9

66.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度

目標値

✍ 評価及び次年度の計画

前年比85％、目標比74％と前年よりも節水すること
ができ、目標達成となった。
次年度においても、引き続き節水の呼びかけ等行っ
ていく。

〈節水シールの貼付〉

（㎥）
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９．環境経営計画の取組結果とその評価

◆一般廃棄物排出量

期間 評価

年間 ○

年間 ○

年間 ○

◆産業廃棄物

期間 評価

年間 ○

年間 ○

項目 取組結果

電線の再利用・再々利用

産業廃棄物の分別

金属くず回収業者に売却している

適正な業者に処理委託している

裏紙の再使用

購入できている

再確認まで行っている

重要でない書類は裏紙を利用している

項目 取組結果

リサイクルトナーと詰替商品の購入

書類のプリンター出力前の確認

17.3 13.8 12.6 79.1

30.6
24.3

19.4
14.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度

目標値

2.0 1.2 0.3 0.7

2.4

1.9

1.5

1.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度

目標値

〈ゴミの分別〉 〈コピー用紙の裏紙使用〉

✍ 評価及び次年度の計画

前年比243％、目標比73％で前年よりは増加傾向にあ
るが目標値に対しては達成することができた。

次年度においても、
引き続き分別の削減に努めていく。

〈電線の再利用〉 〈ダンボールの再資源化〉

✍ 評価及び次年度の計画

前年比628％、目標比531％、排出量が大幅に増加し

た。

トンネル照明取替工事の受注が重なったことが要因

だが、工事受注において排出量増減は避けられない

ので、今後も適正な業者を選び、処理していく。

（ｔ）

（ｔ）
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９．環境経営計画の取組結果とその評価

◆グリーン商品購入率

期間 評価

◆環境配慮工事

期間 評価

年間 ○

年間 ○

年間 ○

項目 取組結果

項目 取組結果

年間 ○
事務用品についてグリーン購入法

適用商品の購入を積極的に購入する

継続的に購入できている

工事看板への間伐材の使用

LED照明設備工事

エコケーブルの使用促進

工事の際に使用している

LED照明設備工事を受注している

使用している

77 73 76 69

72
73

76 76

65

70

75

80

２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度

目標値

4 4 3 2

4 4 4 4

0

1

2

3

4

5

２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度

目標値

〈LED照明設備工事の受注〉 〈間伐材の使用〉

✍ 評価及び次年度の計画

前年比67％、目標比50％で目標は未達成となった。
コロナ禍に伴い、資材の調達が遅れ工期が延長された
ことで受注工事が少なくなったことが要因である。
次年度においてはLED照明設備工事など環境に配慮し
た工事を積極的に受注していく。

〈環境にやさしい紙製品を使用〉 〈グリーン商品適合商品の購入〉

✍ 評価及び次年度の計画

前年比91％、目標比91％で達成まであとわずかの結果
となった。次年度においても、引き続きグリーン商品
の購入を積極的に行っていく。

（件）

（％）
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１０．環境活動の取組状況写真

◆環境美化活動への参加

◆環境教育の実施及び火災訓練の実施

◆その他、環境活動の取組み

環境活動として地域ボランティア活動への参加

・令和4年2月6日 県民一斉美化活動（中島町公園）

高知県地球温暖化防止活動支援活動に参加地球温暖化対策のための国民運動である
「COOL CHOICE」への賛同、実施

寄付した１万交通エコポイントは
ＣＯ２削減量１０ ｔ相当！

高知県内の学校など団体に活用され
電車・バスを 使った校外学習と
環境学習の機会を提供しています。

7 4 0 1

7 7

5

4

0

2

4

6

8

２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度
（件）

〈令和3年9月3日 環境教育の実施〉 〈令和4年7月11日 火災訓練の実施〉

目標値
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１０．環境活動の取組状況写真

◆環境に配慮した設備等

断熱効果を高めるため、複層ガラスを導入。

複層ガラスでは窓と窓の間に空気層ができる為

外気の影響を受けにくい。
夏は暑さを遮断し、冬は部屋の暖かさをキープして
エアコンのエネルギー負担を軽減できる。
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温
度

正和電機㈱屋根裏温度グラフ
屋根下直付け

屋根鉄骨

高知市気温

ケレン

高圧洗

浄 下塗→中塗
→トップコート

約20℃ 低下！

屋根裏温度
５０.６度→３１.１度まで低下！

屋根と室外機に遮熱塗料を塗装。

太陽からの熱を効率よく反射し、
建物が受ける熱の影響を低減する効果がある。
建材の温度上昇を低減することで、

建材自体の保護に加え、室内温度の上昇、
輻射熱を防ぐことができ、コスト削減にも繋がる。
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１１．次年度の環境経営目標及び環境経営計画

■環境経営目標

（１）単年度目標　　（ 令和4年度   ）

基準値

（3年平均実績）

R1.5-R4.4

二酸化炭素排出量 （kg-CO2） 24,494 24,200

　電力使用量 （kＷh） 23,042 22,800

　ガソリン使用量 （ℓ） 5,696 5,500

　軽油使用量 （ℓ） 696 680

水使用量 （ｍ3） 58.5 58.0

産業廃棄物排出量 （ｔ） 35.2 34.5

　産業廃棄物再資源化率 （％） 88.2 88.0

一般廃棄物排出量 （ｔ） 0.7 0.6

グリーン購入量 （％） 73 75

環境負荷の少ない工事件数 （件） 3 3

環境美化活動 （件） 2 2

売上高当たりCO２原単位 (kg-CO２/百万円） 156 150

＊１．電力のCO2排出量は（令和3年1月7日公表）四国電力の調整後排出係数0.411（kg－CO2／kＷh）を使用

＊２．グリーン購入量は、事務用品購入金額全体に対する環境商品の購入金額割合（％）

＊３．環境負荷の少ない工事件数

　　○工事看板への間伐材の使用

　　○LED照明設備工事

　　○ｴｺｹｰﾌﾞﾙ使用促進（ｹｰﾌﾞﾙ被覆がﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝになっているので、焼却時有毒ガスが発生しない）

（２）中長期目標

基準値（実績平均）

R1.5-R4.4

二酸化炭素排出量 （kg－CO2） 24,494 24,200 24,000 23,800 23,600

　電力使用量 （kＷh） 23,042 22,800 22,600 22,400 22,200

　ガソリン使用量 （ℓ） 5,696 5,500 5,300 5,100 5,000

　軽油使用量 （ℓ） 696 680 670 660 650

水使用量 （ｍ3） 58.5 58.0 57.0 56.0 55.0

産業廃棄物排出量 （ｔ） 35.2 34.5 34.0 33.5 33.0

　産業廃棄物再資源化率 （％） 88.2 88.0 88.5 89.0 90.0

一般廃棄物排出量 （ｔ） 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6

グリーン購入量 （％） 73 75 76 77 78

環境負荷の少ない工事件数 （件） 3 3 3 3 3

環境美化活動 （件） 2 2 2 2 2

売上高当たりCO２原単位 (kg-CO２/百万円） 156 150 148 146 144

R4.5-R5.4

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

令和4年度

目標 目標 目標 目標

令和4年度

目標
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１１．次年度の環境経営目標及び環境経営計画

■環境経営計画

　期　間　： 令和4年5月1日 ～ 令和5年4月30日

担当者 期間

 CO2排出量  燃料使用量

 削減  削減

 電力使用量

 削減

・産業廃棄物の分別

・水回りに節水シールの貼付

 水使用量削減

 （排水量削減）

・残業時は部分消灯をする

・両面コピーの徹底、出力前の確認

・洗車時の節水

・作業中の水の出しっ放しはしない

蛭子
R4.5.1

～
R5.4.30

西森
R4.5.1

～
R5.4.30

小川

・不必要な照明の消灯、昼休みの一斉消灯

R4.5.1
～

R5.4.30

・現場移動時は極力相乗りで行く

・定期的な点検で車両状態を最適に保つ

・エコドライブを心掛ける

蛭子

浅田
R4.5.1

～
R5.4.30

R4.5.1
～

R5.4.30

西森
R4.5.1

～
R5.4.30

令和4年度

 グリーン購入

 環境負荷の少ない工事実施

 産業廃棄物削減

 一般廃棄物削減

・近距離移動時は自転車や徒歩で移動する

項目 活動内容

・電線の再利用、再々利用

・スイッチに節電シールの貼付

・エコケーブル使用促進

・LED照明設備工事の受注

・リサイクルトナーと詰替可能商品の購入

・グリーン購入法適用商品を積極的に購入

・空ぶかしの禁止

・照明器具、エアコンの定期清掃

・エアコンは自動運転モードで使用する

・工事看板への間伐材の使用

・環境に配慮した商品を使用する

・裏紙の再利用
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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

点検頻度

測定時期

電気事業法 第1条

廃棄の処理及び 第3条

清掃に関する法律

第8条

第12条

第12条 工事毎 蛭子 遵守 令和4年4月30日

第12条

7項

騒音規制法 第14条

振動規制法 第14条

資源の有効な利用の 第4条

促進に関する法律

（リサイクル法）

高知市環境基本条例 第5条

フロン排出抑制法 第16条

（２）環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

令和3年5月1日 より 令和4年4月30日 まで、

　　 環境関連法規等への違反、訴訟及び外部からの苦情・要望等はありませんでした。

・業務用エアコン簡易点検の実施

　コンクリート塊、木材等の減量化、

　及びリサイクル

・廃棄物への適正処理

・自然環境保全

・環境保全活動への協力

・環境への負荷低減

　都道府県知事（高知市長）への提出

・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提出）

・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提出）

・土砂、コンクリート塊、アスファルト、

・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

・産業廃棄物を自ら処理しなければならない

・産業廃棄物の委託契約

・産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付

・マニフェスト交付状況報告書の作成及び

・保管場所に掲示板の設置

・電気事業の適正かつ合理的な運営

・電気使用者の利益保護

・電気事業の健全な発達

・電気工作物の工事、維持及び運用の

　規制による公共の安全の確保及び環境保全

・事業者の責務

1回/年
（4月末）

具体的内容 担当者 遵守状況 確認日

工事毎 蛭子

小川

令和4年4月30日

遵守

工事毎

工事毎 蛭子 遵守 令和4年4月30日

蛭子 遵守 令和4年4月30日

適用
条項

遵守 令和4年4月30日工事毎 蛭子

１回/年
（6月末）

西森 遵守 令和4年4月30日

令和4年4月30日

１２．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

工事毎 竹内 遵守

工事毎 竹内

法規名

遵守 令和4年4月30日

4回/年 小川 遵守 令和4年4月30日

工事毎 蛭子 遵守 令和4年4月30日

遵守 令和4年4月30日
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１３．代表者による全体の評価と見直し・指示の結果

環境管理責任者のコメント・提案

【取り組み状況の評価結果】 【総評】

 *法的要求事項の順守事項 ： 良 受注工事によって目標達成が影響を

 *是正処置、予防処置の状況 ： 良 受けるため、達成が困難となった。

 *前回までの指摘事項の改善他 ： 無 そうな状況であっても、できるだけ

のことをやって、SDGsを進めていく

ことが大切だ。

コロナ禍で、多くのことができない
が

エコアクションを継続していく。

【目標】

二酸化炭素排出量 : × 来期には、コロナ禍も落ち着くと

　電力使用量 : × 予想されるので、工事受注が

　燃料使用量 : × 増加しても、相対的に目標が達成

水使用量 : ○ できるようにしよう。

産業廃棄物排出量 : × 環境美化活動も積極的に参加する。

一般廃棄物排出量 : ○

グリーン購入量 : ×

環境負荷の少ない工事件数 : ×

環境美化活動 : ×

【周囲の変化状況】 【環境経営システムの各要素】

 ・外部コミュニケーション それぞれの各要素を、新入社員を

 　苦情・要望なし。 はじめ社員一同自覚し、遵守する

 ・法的要求事項の動向 ことです。変更等はありません。

 　確認は特になし。

　代表取締役　竹内　大藏

【環境経営方針】

【変更の必要性】　□有　■無

【変更の必要性】　□有　■無次回発行予定：令和5年 7月頃

 機能しています。

【環境管理実施体制】

令和4年7月1日

【目標の達成状況】達成○未達成× 【環境経営目標・環境経営計画】

 *環境についての苦情・要望なし

【変更の必要性】　□有　■無

経営者

若い新入社員を迎えて、

見直しに必要な情報 変更の必要性の有無・指示事項

環境管理責任者の報告

　

 環境経営方針に変更ありません。

 *関連法規順守：苦情・訴訟なし
 *是正、予防処置：なし

浸透を深めていく。

 環境経営システムは有効に

さらに環境経営目標の理解と

目標・計画に変更ありません。
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