
対象期間 令和　３年　４月　１日　　～　　令和　４年　３月　３１日

作成日：令和　４年　４月　７日
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　　📠０５４－６４４－５２４４

エコアクション２１

環境活動レポート

小林電機工業株式会社
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令和３年の朝顔です。
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基本理念

当社の携わっている電気工事は、地球環境に大きく貢献できると認識しています。
小林電機工業株式会社は、社員全員で環境負荷の少ない企業活動の実施及び
地球環境の保護に努めます。

環境方針

１． 電気及びガソリンの使用量の低減に努め、二酸化炭素排出量を削減します。

２． 発生材のリサイクル及び分別を実践して、廃棄物の抑制に努めます。

３． 水道の使用量の削減に努めます。

４． 取引先への環境負荷の少ない商品の提案を積極的に行います。

５． 環境関連法規を遵守します。

６． 事務用品・材料のグリーン購入に努めます。

７． 全従業員に環境方針の周知を図ります。

制定 平成２４年　１１月　２日

小林電機工業株式会社

代表取締役　　小林　敏和

環　境　方　針
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１． 事業所及び代表者名

小林電機工業株式会社

代表取締役　　小林　敏和

２． 所在地

静岡県藤枝市稲川一丁目７－１９

３． 環境管理の責任者及び担当者氏名、連絡先

環境管理責任者　　　　　小林　恵美子

ＴＥＬ ： ０５４－６４１－３９１４

ＦＡＸ ： ０５４－６４４－５２４４

✉： kobayashidenki@po4.across.or.jp

４． 事業活動の内容

特定建設業の許可静岡県知事（特－２）第７５４８号

許可の有効期限 令和２年６月２０日　から　令和７年６月１９日　まで

建設業の種類 電気工事業

５． 事業規模

活動規模 単位 平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年
従業員 人 7 7 7 6
床面積 ｍ２ 344 344 344 344

６． 事業年度

４月１日　～　翌年３月３１日

７． 対象範囲（認証・登録範囲）

対象組織： 小林電機工業株式会社　本社
対象活動： 電気工事業（電気設備工事の設計・施工）

事　業　内　容
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・環境方針を定める
・環境管理責任者の任命
・環境経営ｼｽﾃﾑに必要な資源の準備
・環境経営ｼｽﾃﾑの定期的な評価と見直し
・経営における課題とチャンスの明確化

・ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ、ｻﾎﾟｰﾄ ・効果的な推進体制の構築と全従業員
　近隣、業務他関係者との 　への周知
　交渉、調整

・環境ｼｽﾃﾑの確立、実施、維持管理
・環境ｼｽﾃﾑの実施報告
・環境ｼｽﾃﾑの教育、訓練計画の実施

・環境ｼｽﾃﾑ運用上の
　文書作成、管理、伝達

・節電、節水の推進
・省ｴﾈﾙｷﾞｰの推進 　ｴｱｺﾝ設定温度の管理
　低燃費ﾄﾞﾗｲﾌﾞの推進 　水道水使用量の管理
　相乗りの推進

・ｺﾋﾟｰ用紙使用量の削減
・産業廃棄物排出量の削減 　ｺﾋﾟｰ用紙の裏面使用
　ゴミの分別
　リサイクルの推進 ・ｸﾞﾘｰﾝ購入の推進

　文具・備品などのｸﾞﾘｰﾝ購入
・材料の有効利用 　の推進

・各社員は環境ｼｽﾃﾑの実施計画の遂行に努める

実　施　体　制

環境管理事務局

小林恵美子

工事部
石田直志

会長

小林金夫

代表者

小林敏和

環境管理責任者

小林恵美子

総務部

小林恵美子
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環境目標（中期） 　　　令和２年度の実績を基準値とする。

令和３年度以降の環境目標は令和２年度を基準値として取り組みます。

中期環境目標（設定値）

令和２年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
基準年度実績 基準年度現状維持 基準年度現状維持 基準年度現状維持

Ｋwh 10,815.0 ← ← ←
ガソリン Ｌ 8,078.5 ← ← ←

軽油 Ｌ 1,508.1 ← ← ←
kg-Co2 27,818.0 ← ← ←

ｍ３ 46.0 ← ← ←
t 3.0 ← ← ←

＜電力のCO2排出係数は0.472kg-CO2/kwhを使用＞
＜「環境負荷の少ない商品の提案」は、目標を定めずに実績把握に努めることとする＞

環境目標（中期） ｸﾞﾘｰﾝ購入については、令和２年度の実績を基準値とする

令和２年度 令和3年度 令和3年度 令和3年度
基準年度実績 基準年度現状維持 基準年度現状維持 基準年度現状維持

％ 66.0 ← ← ←

・年度については、事業年度に合わせ　当年４月から翌年３月迄とする。
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項目 単位

二酸化炭素総排出量

ｸﾞﾘｰﾝ購入(購入金額比率)

総排水量
産業廃棄物排出量

環境目標と実績

項　目 単位

購入電力量

化石燃料



・エアコンのこまめな電源ＯＦＦ
使用していない部屋のエアコンは消す。
外出・帰社する際にエアコンは消す。

・ＯＡ機器の電源管理
使用していないﾊﾟｿｺﾝ・ﾌﾟﾘﾝﾀｰの電源OFF
ｺﾋﾟｰの予熱設定の中止

・照明点灯区域の管理
昼休みの事務所の消灯
事務所内の区域点灯
夜間の玄関・廊下照明の常点灯 中止

・ｴｱｺﾝのﾌｨﾙﾀｰ清掃
責任者：小林　恵美子 ・白熱灯の使用禁止

・人感ｾﾝｻｰｽｲｯﾁの設置

・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの実施

・ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞの実施
急加速、急減速の禁止

・相乗り乗車の実施
・不要な材料、工具をおろす
・季節毎のﾀｲﾔ空気圧調整
・低燃費車の購入

責任者：小林　恵美子

・現場での廃棄物の分別

・ｺﾋﾟｰ用紙の使用量削減
ﾐｽｺﾋﾟｰの防止(使用後のﾘｾｯﾄ実施)
ｺﾋﾟｰ・ｶﾀﾛｸﾞ等の裏紙をFAX受信で使用

責任者：澤口　裕介 ・段ﾎﾞｰﾙ・機密書類以外のｺﾋﾟｰ用紙のﾘｻｲｸﾙ

・道具の洗浄・洗車時にこまめな閉栓。
責任者：小林　恵美子 ・水道管の破損点検

・ｸﾞﾘｰﾝﾏｰｸ商品の購入を検討する。
責任者：小林　恵美子

・蛍光灯及び水銀灯からＬＥＤ照明器具への説明を行う。
責任者：小林　敏和

ｸﾞﾘｰﾝ購入の推奨

環境負荷の少ない商品の提案

取り組み項目

環境活動計画
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取り組み事項

Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
の
削
減

購入電力使用量の削減

化石燃料使用量の削減

産業廃棄物排出量の削減

総排水量の削減



産業廃棄物処理委託業者 蛍光灯ﾗﾝﾌﾟ処理委託業者
現地視察 ：㈱ﾄｩｰｽﾘｰ吉田 現地視察：清和ｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ㈱

Ｒ３.１２．２８ Ｒ３.１２．２８

蛍光灯ﾗﾝﾌﾟ搬出(小林電機工業) 蛍光灯ﾗﾝﾌﾟ処理委託業者　搬入
・荷卸し(清和エンバイロメント)

蓄電池リサイクル（ＪＢＲＣ）

請負工事でのＰＲ看板設置 出社時の検温・アルコール検査
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取り組み状況（写真）



環境目標の実績と評価

R3/4～R4          /3　12ヶ月間活動実績（前年度実績対比）

評価

基準年度 当年度目標 実績値 ％

二酸化炭素総排出量 Kg-CO2 27,818.0 27,818.0 23,975.7 -13.8 ○

購入電力量 ｋＷｈ 10,815.0 10,815.0 11,446.0 5.8 ×

ｶﾞｿﾘﾝ使用量 Ｌ 8,078.5 8,078.5 7,220.0 -10.6 ○

軽油使用量 Ｌ 1,508.1 1,508.1 690.0 -54.2 ○

総排水量 ｍ３ 46.0 46.0 41.0 -10.9 ○

産業廃棄物排出量 t 3.0 3.0 2.1 -28.7 ○

グリーン購入 ％ 66.0 66.0 89.0 34.8 ○

【コメント】

・購入電力については、目標値（前年度）と比べて増加しました。

　一因として、コロナ禍での扉開放状態での使用が関係したもとの思われます。

・ガソリン使用量については、遠方の現場少なかった事が、関係していると思われます。

・軽油の使用に関しては、重機の使用が少なかった事が、関係しているものと思われます。

・総排水量については、今年度も大きく変化はありませんでした。

・産業廃棄物排出量については、今年度も大きく変化はありませんでした。

・グリーン購入については、目標値を３０％以上上回りました。
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項目・単位

令和２年度

R2.3～R3.3
目標値比

令和３年度

R3.3～R4.3



環境活動計画の実施状況、その評価結果及び次年度取組内容

取り組み事項 令和３年度取組内容

・ｴｱｺﾝ設定温度の管理 △
新型ｺﾛﾅによる密回避のため、扉開
放状態での使用となった。 一定期間見送り

・OA機器の電源管理 ○
機器の省エネ機能によるものが関
係してきている。 継続

・照明点灯区域の管理 ○
廊下・事務室のこまめな消
灯は、実施できた 継続

・ｴｱｺﾝﾌｨﾙﾀｰの清掃 〇
一部専門業者によるｸﾘｰﾆﾝｸﾞ実
施 継続

・白熱灯の使用禁止 ○ 白熱灯の全廃完了 完了

・人感ｾﾝｻｰｽｲｯﾁの設置 ○ 玄関・廊下に設置 完了

・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの実施 ○ 継続して実施できた 継続

・ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞの実施 ○ 急加速は、減っていると思われる 継続

・相乗り乗車の実施 △
新型コロナにより、相乗り中止とし
た。 一定期間見送り

・不要な材料・工具をおろす ○ 継続して実施できた 継続

・季節ごとのﾀｲﾔ空気圧調整 ○
目視を行い、明らかに少ないもの
は、ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞで空気を充填。 継続

・低燃費車の購入 △ 今年度　車両の購入無し 継続

・現場での廃棄物の分別 ○ 継続して実施できた 継続

・ｺﾋﾟｰ用紙の使用削減 ○ 継続して実施できた 継続

・段ﾎﾞｰﾙ・機密書類以外のｺﾋﾟｰ用紙のﾘｻｲｸﾙ ○ 継続して実施できた 継続

・道具・洗車時のこまめな閉栓 ○ 継続して実施できた 継続

・水道管の破損点検 ○
以前水道管が破損した箇所の、目
視確認を実施しました。 実施の徹底

・ｴｺﾏｰｸ商品の購入を検討する。 ○ 継続して実施できた 継続

・LED照明の提案 ○
蛍光灯及び水銀灯器具の製造
中止を説明 継続

・消費電力の少ない空調機器の提案 ○
修理の際、機器更新による省エ
ネ効果を説明している。 継続
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購入電力使用量の削減

評価

化石燃料使用量の削減

産業廃棄物排出量の削減

総排水量の削減

ｸﾞﾘｰﾝ購入の推奨

環境負荷の少ない商品の提案



１）適用される主な環境関連法規

環境関連法規への遵守状況を確認した結果違反はありませんでした。

遵守状況確認日 令和　４年　４月　１日

主な環境関連法規 適用事項 規制詳細 遵守状況

電気事業法
公共の安全を確保し、環境
保全を図る

電気事業の適正かつ合理
的運用

○

建設ﾘｻｲｸﾙ法
分別解体等の実施と再資
源化等の実施

建設産業廃棄物処理計画
書の提出

○

委託業者との契約 ○

ﾏﾆｭﾌｪｽﾄの発行及び確認 ○

ﾏﾆｭﾌｪｽﾄの保管 ○

産業廃棄物管理票交付等
状況報告書の提出

○

産業廃棄物置場に掲示板
の設置

○

処分先現地確認 ○

産業廃棄物管理責任者：
小林　敏和

○

家電ﾘｻｲｸﾙ法 対象家電製品のﾘｻｲｸﾙ
対象家電製品の適正な処
理

○

ﾌﾛﾝの適正処理
委託確認書（Ｃ票・Ｅ票）

○

3ヵ月ごとの簡易点検実施 ○

自動車ﾘｻｲｸﾙ法 車両の適正な処理
新車購入時又は車検時に
適用

○

ｸﾞﾘｰﾝ購入法 環境配慮物品の購入 ｸﾞﾘｰﾝ商品の購入 ○

資源有効使用促進法 OA機器のﾘｻｲｸﾙ ﾒｰｶｰによる回収・ﾘｻｲｸﾙ 該当なし

２）違反、訴訟等

過去３年間にわたり、関連機関からの違反指摘及び利害関係者からの
訴訟等の受付はありませんでした。

訴訟等受付状況確認日 令和　４年　４月　１日

環境関連法規

廃棄物処理法 産業廃棄物
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ﾌﾛﾝ排出規制法 空調機器

県産廃処理条例 産業廃棄物



代表者による評価と見通し

【評価】

　今期も例年通りの取り組みを行いましたが、
購入電力以外は、目標値（前年度）を達成する事が出来ました。
　購入電力については、新型コロナ対策として、換気優先に伴う
空調の結果と思われます。
　化石燃料の高騰が以前から続いていますが、　今後ロシア関係の
世界情勢により、燃料費の高騰に拍車がかかると予想されます。
感染対策が優先されますが、省エネ対策も合わせて実施して
行く事が必要と考えています。

：下水道・上水道

数値的には、基準年度とほぼ同じでした。
昨年年度と比べ、今期は、６月～７月が増えています。
（昨年度７ｍ3、今年度11ｍ3）
思い当たる節は、朝顔の鉢を増やして、６Ｌのジョーロでの水やりが
１回から２回に増えました。６Ｌ　ｘ　６０日　＝　３６０Ｌ　となり
この分が数値に反映されたのかと思われます。

：購入電力・ガソリン・軽油

購入電力については、目標値(前年度)より６％弱増えてしまいました。
換気を優先した冷暖房が原因と思われます。
ガソリン・軽油については、工事内容として、土工事の割合が少なく、
また遠方の現場が少なかった事により、目標値を下回ったと思われます。

：グリーン購入比率

グリーン購入比率は、目標値を大きく上回りました。
これに関しては、アスクルで購入した物を対象にしていますが、
グリーン購入対象のスチール棚を購入金額が、
年間の購入金額の合計の中で、大きかったため、
この部分が、目標達成に影響していると思われます。

：コピー紙及び段ボール・建設混合廃棄物
コピー用紙及び段ボール・建設産業廃棄物の搬出量は、
前年度同様に大きく変動したことがありません。
混合廃棄物については、会社に設置してある2ｍ3のボックスが
対象となりますが、延滞料金の関係で今後は３か月程度で
定期的に交換する予定のため、２０２２年度からは、
２ｔ以下になる事は無いと思われます。

 ・環境への負荷

・温室効果ガス排出

・グリーン購入

・産業廃棄物の搬出

12



【総評】

　今年度は、体育館アリーナのＬＥＤ化工事を施工させて頂きました。
この工事に伴い、省エネの見える化をＰＲする看板を設置する事を、
発注者に提案したところ、了解いただきました。
明記内容で　イラストについては、早々に決定したのですが、
身近な言葉でＰＲ出来る文章の作成に対して、
アドバイスをいただいた発注担当者は、苦心されていました。
　私たちは、電気の単位が身近にあるため、Ａ（アンペア）やＫＷ
（キロワット）等に抵抗はありませんが、そうでない人に削減量などを
身近に伝えるのには、身近な物への表現の置き換えが必要で、
表現の置き換えには、知識と勉強が必要となる事を実感しました。

我々を取り巻く環境ですが、原油価格の高騰と比例して、銅価格も
上昇していて、見積もり時と受注時の材料単価が大きく開いて
しまいます。又半導体不足をはじめとする、部品供給の停滞に伴い、
材料を発注しても、納期の見当がつかない案件も出てきました。

半導体不足に伴う、自動車の減産等が報道され、現状の部品供給の方法では、
たちゆかなくなっている状況で、電材メーカーからも値上げ通知がされています。
これらを、お客様にご理解いただけるかなど、頭の痛いところです。

現状でロシアのウクライナ進行が、今後の平和と経済の鍵を握っています。
今まで経験した事の無い経験で、不安に駆られますが、長男を見て思い出したことは、
私が、大学生の時も湾岸戦争がありました。当時もパトリオットミサイルで、
軍事施設のみ攻撃して、民間人の被害は最小限と報道され、夜間の戦いでは、
花火のようにミサイルの火花が飛び散り、テレビで見れる戦争と言われました。
この時も、軍隊が引き揚げると、映像に映されるのは、残骸と犠牲になった
一般市民の姿でした。

コロナウイルス・アメリカの大寒波の影響で、半導体をはじめとする部品不足が
我々の建設業や製造業に大きく影響していましたが、この戦争でエネルギー
不足に伴う価格の高騰に拍車がかかると予想されます。

病・異常気象・戦争と、出口がなかなか見えない情勢ですが、
最近は、昨年中止になったイベントも少しずつ開催の発表があります。

コロナに限らず、多方面で新しい生活様式が求められる中で
柔軟にｅａ21に取り組みたいと思います。

令和　４年　４月　７日 小林電機工業株式会社
代表取締役　　小林　敏和

13


