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【企業理念】

【環境経営方針】

1

① 省エネ活動の推進

② 工事の省資源、廃棄物の３Ｒ（減量、再使用、再生利用）の推進

③ 水資源の節水

④ 環境に配慮した施工の推進

2 環境関連法規制等や当社が約束したことを遵守致します。

3 社員一人ひとりが環境負荷低減活動を積極的に実践できるように、この環境経営

方針を全従業員に周知すると共に、環境経営レポート等で社外へも公表いたします。

上記の方針達成のために、目標を設定し、定期的に見直し、継続的改善活動に取り組みます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 制定日：2011年10月7日

改訂日：2021年 5月26日

　　　　　　 代表取締役社長　後藤　真一郎

1.後藤設備工業株式会社　　環境経営方針

　私たちは、お客様に喜ばれ、感動していただく会社を理想の姿とし、そのために、お客様へ

誠実な対応と技術力・安全重視の姿勢でより高い信頼と評価を頂けるように活動しています。

　私たちは、ますます深刻化する地球温暖化や環境保全への対応が人類共通の重要課題
との認識にたち責任感を強く持って、全ての事業活動を通して環境負荷の低減を図るため
に、これまでの豊富な実績と優れた技術を活かして、社員みんなで明るく、自主的・積極的・
個性的に環境保全活動に取り組み、広く地域社会に貢献してまいります。

具体的に、次のことに取り組んでいきます。
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□組織の概要
（１）名称及び代表者

後藤設備工業株式会社
代表取締役社長　　後藤　真一郎

（２）所在地
本社 高松市香西東町645-1
松山支店 松山市土居町802-1（松山市砥部町拾町154-1）

（３）環境管理責任者及び担当者連絡先
環境管理責任者

取締役管理部長 TEL087-881-3116
連絡担当者 管理部 TEL087-881-3116

（４）事業内容
管工事業・電気工事業・消防施設工事業
【許可番号】　国土交通大臣　（特、般-1）第2892号

（５）事業の規模
完成工事高 /2021年

従業員 建物面積 倉庫面積
56 763㎡ 294㎡
20 155.2㎡ 24.5㎡

（６）事業年度

1月～12月

□認証・登録の対象範囲

本社
松山支店

松山支店

２．取組の対象組織・活動・対象範囲

約32億円

本社
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３．実施体制図

・緊急事態への対応マニュアル承認

・代表者による全体の評価と見直しを実施

代表者

エコアクション２１事務局 環境管理責任者

管理部 営業部

・決められたことを守り、自主的、積極的に環境経営へ参加

・環境経営活動の取り組み結果を代表者に報告
・環境経営レポートの作成
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口
・環境管理責任者の補佐
・環境負荷の自己チェック及び、環境への取り組みの自己チェックの実施
・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成
・環境経営の実績集計部

門
長

管理部

ＣＳ部

工事部

全従業員

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施
・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

営業部 ・自部門に関連する環境経営計画の実施及び達成状況の報告
・自部門に関連する環境経営計画の実施及び達成状況の報告
・自部門の特定された緊急事態への対応マニュアル作成
・自部門に関連する環境経営計画の実施及び達成状況の報告

CS部 工事部 松山支店

工事グループ長

工事担当者

代表取締役

・環境経営レポートを確認し、承認

環境管理責任
者・EA21事務局

・環境関連法規等取りまとめ表の承認
・環境経営システムの構築、実施、管理
・環境関連法規等取りまとめ表の作成
・環境経営目標、環境経営活動計画書を作成

役割・責任・権限

・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施に必要な、人、設備、費用、時間を準備
・環境管理責任者を任命
・環境経営方針の策定、見直し及び全従業員への周知
・全従業員に対する教育・訓練の実施
・環境経営目標、環境経営活動計画書を承認

2022年対象組織
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４．環境経営目標
【中・長期目標】

（全社）

単位 基準年 （2021） 2022年 2023年 2024年

二酸化炭素排出量の削減　*1 kg-CO2 239,157 236,765 234,374 231,982

電気使用量削減 kWh 82,344 81,521 80,697 79,874

ガソリン使用量削減 L 82,473 81,649 80,824 79,999

軽油使用量削減 L 5,417 5,363 5,308 5,254

一般廃棄物排出量の削減 kg 2,535 2,510 2,484 2,459

産業廃棄物排出量の削減 ｔ 51.0 50.5 50.0 49.5

水使用量の削減 ㎥ 309 306 303 300

環境に配慮した施工の実施　*2 ％ 70 70 70 70

（本社）

単位 基準年 （2021） 2022年 2023年 2024年

二酸化炭素排出量の削減　*1 kg-CO2 184,039 182,198 180,358 178,518

電気使用量削減 kWh 67,231 66,559 65,886 65,214

ガソリン使用量削減 L 61,393 60,779 60,165 59,551

軽油使用量削減 L 5,417 5,363 5,308 5,254

一般廃棄物排出量の削減 kg 2,095 2,074 2,053 2,032

産業廃棄物排出量の削減 ｔ 43.7 43.3 42.8 42.4

水使用量の削減 ㎥ 149 148 146 145

環境に配慮した施工の実施　*2 ％ 70 70 70 70

（松山支店）　　

単位 基準年（2021） 2022年 2023年 2024年

二酸化炭素排出量の削減　*1 kg-CO2 55,118 54,567 54,016 53,464

電気使用量削減 kWh 15,113 14,962 14,811 14,660

ガソリン使用量削減 L 21,080 20,870 20,659 20,448

一般廃棄物排出量の削減 kg 440 436 431 427

産業廃棄物排出量の削減 ｔ 7.3 7.2 7.1 7.1

水使用量の削減 ㎥ 160 158 157 155

*1．電力のCO2発生量については、

　　四国電力の調整後排出係数0.411（kg－CO2／kWh）を使用した。（環境省公表2021年実績)

*2．クレーム事故を未然に防止するため、着工前会議の実施率を目標とする。

　　工事状況は全体で管理しているため、本社・松山支店合計にて本社にて目標設定を策定。

*3. 決算年度に合わせて目標を見直したため、基準年は2021年1月～12月までの負荷とする

○今年度は、2022年度目標に取り組む

目的
目　　　標

目的
目　　　標

目的
目　　　標



５．環境経営計画

○2022年度　取組期間：2021年9月1日～2022年8月31日

（本社）　　 実施責任者 具体的実施項目

①不要時の消灯励行

②空調のフィルター清掃/年2回

③オフィスのグリーン化の継続

①各車両のメンテナンス・清掃の継続

②現場への直行直帰、テレワークの推進

①備品の在庫管理を継続

②電光掲示板やクラウド利用の継続

③ゴミの分別徹底継続

①まとめ洗い、水やりの井水利用徹底継続

②月1回の漏水確認継続

③洗車時のバケツ利用の徹底

①クレーム・事故を未然に防止するために

着工前会議実施の徹底

（松山支店）　　

実施責任者 具体的実施項目

①不要時の消灯励行継続

②空調のフィルター清掃/年2回　の継続

③内勤者以外へのNO残業デーの定着

④事務所内グリーン化の推進

①各車両のメンテナンスの外部委託

②現場への直行直帰、テレワークの推進

①段ボール、雑誌のリサイクル継続

②電光掲示板やクラウド利用の継続

③クラウド活用によるペーパーレス化

①まとめ洗い、水やりの井水利用徹底継続

②月1回の漏水確認を継続

③洗車時のバケツ利用の継続

二酸化炭素

電気使用量の削減 岡内

ガソリン・軽油使用量の　
削減

岡内

廃棄物
一般廃棄物排出量・産
業廃棄物排出量の削
減

岡内

水使用量 節水 岡内

組織本来の取組
環境に配慮した
施工の実施

岡内

二酸化炭素

電気使用量の削減 児島

ガソリン使用量の削減 児島

廃棄物
一般廃棄物排出量・産
業廃棄物排出量の削
減

児島

水使用量 節水 児島
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６．環境経営目標実績結果・評価

○2022年度　取組期間：2021年9月1日～2022年8月31日

（本社）

目的 単位
基準年

 （2021年）
目標

（2022年）
実績 達成状況 評価

二酸化炭素排出量の削減　*1 kg-CO2 184,039 182,199 184,446 101.2% ×

電気使用量削減 kWh 67,231 66,559 64,017 96.2% ○

ガソリン使用量削減 L 61,393 60,779 60,404 99.4% ○

軽油使用量削減 L 5,417 5,363 3,303 61.6% ○

一般廃棄物排出量の削減 kg 2,095 2,074 3,785 182.5% ×

産業廃棄物排出量の削減 t 43.7 43.3 37.5 86.7% ○

水使用量の削減 ㎥ 149 148 164 111.2% ×

環境に配慮した施工の実施　*2 ％ 70 70 70 100% ○

*1．電力のCO2発生量については、

　　四国電力の調整後排出係数0.411（kg－CO2／kWh）を使用した。（環境省公表2021年実績)

*2．クレーム事故を未然に防止するため、着工前会議の実施率を目標とする。

　　工事状況は全体で管理しているため、本社・松山支店合計にて本社にて目標設定を策定。

*3.決算年度に合わせて目標を見直したため、基準年は2021年1月～12月までの負荷とする

○コメント

着工前会議を実施し事前検討を行うことにより、クレーム・事故を防止する。

水使用量の削減
月1回の漏水調査や節水の意識向上など行ってきたが目標の149％となった。原因の究明を
継続し、漏水調査方法の再確認や、水やりの井水利用徹底などに努めたい。

組織本来の取組
環境に配慮した施工の実施 工事状況を全体で管理しているため、本社・松山支店合計。該当188件に対し全件実施。

○：達成×：未達

二酸化炭素の削減

一般廃棄物、
産業廃棄物排出量の削減

一般廃棄物は、今まで産廃に分類していたものを一般廃棄物として計上したため大幅な増
加となった。処理方法を正した結果であるため、今後の活動を注視していく。
産業廃棄物は、今まで混在していた一般廃棄物が減ったことで目標を達成した。「そうじの力
ＰＪ」で分別の細分化を進めている。社員の意識向上のため、産廃に関する本社と合同で講
習会開催を検討中。

CO2排出量は目標が達成できなかった。
電気使用量は目標の96.2％となった。昨年同様、1日2回10分間ずつの全館換気や内勤者の
増加があったが、不要時の消灯や20時以降のPC消灯が奏功し、目標を達成できた。
ガソリン及び軽油の使用量は近場の現場が多かったことが一番の要因であるが、テレワーク
や直行直帰の推奨もあり削減を達成した。車の買い替えでハイブリッド車を選択する社員が
増えているが、電気自動車の購入も推進し、CO2排出量の削減に努めたい。

EA-12-1

EA-12-1



６．環境経営目標実績結果・評価

○2022年度　取組期間：2021年9月1日～2022年8月31日

（本社）

目的 単位
基準年

 （2021年）
目標

（2022年）
実績 達成状況 評価

二酸化炭素排出量の削減　*1 kg-CO2 184,039 182,199 184,446 101.2% ×

電気使用量削減 kWh 67,231 66,559 64,017 96.2% ○

ガソリン使用量削減 L 61,393 60,779 60,404 99.4% ○

軽油使用量削減 L 5,525 5,470 3,303 60.4% ○

一般廃棄物排出量の削減 kg 1,850 1,832 3,785 206.7% ×

産業廃棄物排出量の削減 t 41.4 41.0 37.5 91.4% ○

水使用量の削減 ㎥ 111 110 164 149.2% ×

環境に配慮した施工の実施　*2 ％ 70 100 100 100% ○

*1．電力のCO2発生量については、

　　四国電力の調整後排出係数0.411（kg－CO2／kWh）を使用した。（環境省公表2021年実績)

*2．クレーム事故を未然に防止するため、着工前会議の実施率を目標とする。

　　工事状況は全体で管理しているため、本社・松山支店合計にて本社にて目標設定を策定。

*3.決算年度に合わせて目標を見直したため、基準年は2021年1月～12月までの負荷とする

○コメント

着工前会議を実施し事前検討を行うことにより、クレーム・事故を防止する。

水使用量の削減
月1回の漏水調査や節水の意識向上など行ってきたが目標の149％となった。原因の究明を
継続し、漏水調査方法の再確認や、水やりの井水利用徹底などに努めたい。

組織本来の取組
環境に配慮した施工の実施 工事状況を全体で管理しているため、本社・松山支店合計。該当188件に対し全件実施。

○：達成×：未達

二酸化炭素の削減

一般廃棄物、
産業廃棄物排出量の削減

一般廃棄物は、今まで産廃に分類していたものを一般廃棄物として計上したため大幅な増
加となった。処理方法を正した結果であるため、今後の活動を注視していく。
産業廃棄物は、今まで混在していた一般廃棄物が減ったことで目標を達成した。「そうじの力
ＰＪ」で分別の細分化を進めている。社員の意識向上のため、産廃に関する本社と合同で講
習会開催を検討中。

CO2排出量は目標が達成できなかった。
電気使用量は目標の96.2％となった。昨年同様、1日2回10分間ずつの全館換気や内勤者の
増加があったが、不要時の消灯や20時以降のPC消灯が奏功し、目標を達成できた。
ガソリン及び軽油の使用量は近場の現場が多かったことが一番の要因であるが、テレワーク
や直行直帰の推奨もあり削減を達成した。車の買い替えでハイブリッド車を選択する社員が
増えているが、電気自動車の購入も推進し、CO2排出量の削減に努めたい。

EA-12-1

EA-12-1
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６．環境経営目標実績結果・評価

○2022年度　取組期間：2021年9月1日～2022年8月31日

（松山支店）

目的 単位
基準年

（2021年）
目標

（2022年）
実績 達成状況 評価

二酸化炭素排出量の削減　*1 kg-CO2 55,118 54,567 51,921 95.2% ○

電気使用量削減 kWh 15,113 14,962 16,072 107.4% ×

ガソリン使用量削減 L 21,080 20,869 18,722 89.7% ○

一般廃棄物排出量の削減 kg 440 436 1030 236.5% ×

産業廃棄物排出量の削減 ｔ 7.3 7.2 12.7 176.6% ×

水使用量の削減 ㎥ 160 158 67 42.3% ○

○：達成×：未達
*1．電力のCO2発生量については、

　　四国電力の調整後排出係数0.411（kg－CO2／kWh）を使用した。（環境省公表2021年実績)

*2.決算年度に合わせて目標を見直したため、基準年は2021年1月～12月までの負荷とする

○コメント

二酸化炭素の削減

CO2排出量の削減は目標が達成できた。電気使用量は、現場常駐の社員が多く昼食時の消
灯も徹底ていたが、目標の107.4%となった。月別に結果を見ると、昨年比で8月が135%増加し
ているため猛暑の影響が出たように感じる。新事務所では太陽光発電の効果も期待したい。
ガソリン使用量は目標を達成出来た。現場次第では大幅な増加も予想されるため、いま出来
ている事を継続していきたい。

一般廃棄物、
産業廃棄物排出量の削減

一般廃棄物委は、今まで産廃に分類していたものを一般廃棄物として計上したため大幅な
増加となった。処理方法を正した結果であるため、今後の活動を注視していく。また、大型の
現場が竣工したことも要因と思われる。廃棄物を増やさないために不要な紙や物を使わない
ことも徹底していかなければならない。
産業廃棄物は、今まで混在していた一般廃棄物が減ったことで目標を達成した。「そうじの力
ＰＪ」で分別の細分化を進めている。社員の意識向上のため、産廃に関する本社と合同で講
習会開催を検討中。

水使用量の削減 漏水調査や個人の意識向上が奏功し、目標を大幅に達成できた。継続したい。

EA-12-1

EA-12-1
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７．環境経営計画取組結果の評価（本社）

○2022年度　取組期間：2021年9月1日～2022年8月31日

具体的実施項目
実施

責任者
総評

①不要時の消灯励行 ○
②空調のフィルター清掃/年2回 △
③オフィスのグリーン化の継続 ○
①各車両のメンテナンス・清掃の継続 ○
②現場への直行直帰、テレワークの推進 ○

①備品の在庫管理を継続 ○

②電光掲示板やクラウド利用の継続 ○

③ゴミの分別徹底継続 ○

①まとめ洗い、水やりの井水利用徹底継続 ○
②月1回の漏水確認継続 ○
③洗車時のバケツ利用の徹底 ○

○：計画通り実施     △：一部出来なかった   ×：出来ていない

目的

組織本来
の取組

対象現場の着工前会議を実施した。実施率は100％。 継続実施を行う。

二酸化炭
素

①は日中は出来ている。毎月第2木曜のNO残業デーには担当
を決めて、松山支店と併せて定時退社の促進を行い消灯して
いる。また、毎日退社時にエコアクション事務局が不要箇所の
消灯を行っているが、社員が「自分事」に思えるよう教育を行っ
ていきたい。また毎日20時以降は上司の承認を得ないと強制
的にＰＣが使用出来なくなる設定を行っている。
②の空調のフィルター清掃は年末の大掃除で実施したが、その
後は実施出来ていない。そうじの力ＰＪが担当を決めて実施す
るように働きかける。
③は継続している。社長が毎朝世話をしている姿を見て、若い
社員も自主的に世話をしている。このような姿をどんどん広め
ていきたい。

①②③を継続実施を行う。
①は毎月木曜のNO残業デーだけではなく、毎日の
退社時にエコアクション事務局にて不要箇所の消灯
を行う。
オフィスのグリーン化が進んでいるので継続する。
屋上にて家庭菜園を計画中。

①は朝の掃除の時間や空いた時間を活用し、主にＣＳ部が実
施している。工事部では空いた時間に自主的に洗車している。
車の不調等なく順調に進んでいる。
遠方の社員との会議や社外での打ち合わせはZOOMの利用が
定着していたが、対面での場面も増加しつつある。Webと対面
の判断を間違えないようにしたい。
②現場への直行直帰は定着している。テレワークは、工事部は
業務上取得が難しい部分もあるが、計画的に利用するよう周知
している。

①②は継続実施を行う。
現場への直行直帰の継続や工事部へのテレワーク
を推進し、不要なガソリン使用の削減に努める。

9月～12月 1月～4月 5月～8月

二酸化炭素

電気使用量の　
削減

岡内
○ ○ ○
○ 該当なし ×
○ ○ ○

ガソリン・軽油使
用量の削減

岡内
○ ○ ○
○ ○ ○

廃棄物

一般廃棄物排
出量・産業廃棄
物排出量の削
減

岡内

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

水使用量 節水 岡内
○ ○ ○
○ ○ ○

該当なし ○ ○

組織本来の
取組

環境に配慮した
施工の実施

①クレーム・事故を未然に防止するため
に着工前会議実施の徹底

岡内 ○ ○ ○ ○

評価に対するコメント 次年度の取組

環境活動の取組結果の評価と次年度の取組み内容

廃棄物

一般廃棄物・産業廃棄物削減にて、①②は出来ている。
③は今まで紙ゴミを一般廃棄物として計上してきたが、ほかの
可燃、不燃ごみ等も専用業者と契約し一般廃棄物として処理し
ている。ペットボトルや空き缶は別途分別している。

継続実施を行う。

水使用量
①②③の取組は概ね出来ているが、結果としては水使用量が
増加した。原因を究明中であり継続したい。

継続実施を行う。

EA-5-2
EA-12-2
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７．環境経営計画取組結果の評価（松山支店）

○2022年度　取組期間：2021年9月1日～2022年8月31日

具体的実施項目
実施

責任者
総評

①不要時の消灯励行継続 ○

②空調のフィルター清掃/年2回　の継続 ○

③内勤者以外へのNO残業デーの定着 ×

④事務所内グリーン化の推進 ○

①各車両のメンテナンスの外部委託 ○

②現場への直行直帰、テレワークの推進 △

①段ボール、雑誌のリサイクル継続 ○

②電光掲示板やクラウド利用の継続 ○

③クラウド活用によるペーパーレス化 ○

①まとめ洗い、水やりの井水利用徹底継続 ○
②月1回の漏水確認を継続 ○
③洗車時のバケツ利用の継続 ○

○：計画通り実施     △：一部出来なかった   ×：出来ていない

目的

9月～12月 1月～4月 5月～8月

二酸化炭
素

電気使用量の
削減

児島

○ ○ ○

○ 該当なし ○

× × ×

○ ○ ○

ガソリン使用量
の削減

児島
○ ○ ○

△ △ △

廃棄物

一般廃棄物排
出量・産業廃棄
物排出量
の削減

児島

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

水使用量 節水 児島
○ ○ ○
○ ○ ○
○ 該当なし 該当なし

環境活動の取組結果の評価と次年度の取組み内容

評価に対するコメント 次年度の取組

二酸化
炭素

①②は計画通り実施出来ているので継続する。
③④は本社と同じく、毎月第2木曜のNO残業デーには
担当を決めて、松山支店と併せて定時退社の促進を
行い消灯している。、また毎日20時以降は上司の承認
を得ないと強制的にＰＣが使用出来なくなる設定を行っ
ている。
残業時間を見ると、遠方の現場で末端まで目が届いて
いないと感じる部分があるので、各課長に周知徹底を
図りたい。
④事務所内のグリーン化は少しずつ進んでいる。

①②③を継続する。特に③は所属課長の意識を高
めるよう生産性向上委員会にて周知する。
新社屋移転後もオフィスのグリーン化を進める。

①は定期メンテナンスは実施出来ている。
ガソリンの使用量は現場への距離に左右されるため、
いま実施出来ていることを継続したい。
②現場への直行直帰は定着してるが、松山ではテレ
ワークがあまり定着していない。計画的に取得するよう
推進したい。

①②は継続実施を行う。
現場への直行直帰や工事部へのテレワークを推進
し、不要なガソリン使用の削減に務める。

廃棄物

①②は出来ている。
また本社同様③は今まで紙ゴミを一般廃棄物として計
上してきたが、ほかの可燃、不燃ごみ等も専用業者と
契約し一般廃棄物として処理している。ペットボトルや
空き缶は別途分別している。

継続実施を行う。クラウド活用の継続実施を行う。

水使用量 ①②③ともに実施できている。継続する。 ①②③を継続実施する。

EA-5-2
EA-12-2
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８．次年度環境経営目標、環境経営計画

○2023年度　取組期間：2023年1月1日～2023年12月31日

（本社）　　 実施責任者 具体的実施項目

①不要時の消灯励行

②空調のフィルター清掃/年2回

③オフィスのグリーン化の継続

①各車両のメンテナンス・清掃の継続

②現場への直行直帰、テレワークの推進

①備品の在庫管理を継続

②電光掲示板やクラウド利用の継続

③ゴミの分別徹底継続

①まとめ洗い、水やりの井水利用徹底継続

②月1回の漏水確認継続

③洗車時のバケツ利用の徹底

①クレーム・事故を未然に防止するために

着工前会議実施の徹底

（松山支店）　　

実施責任者 具体的実施項目

①不要時の消灯励行継続

②空調のフィルター清掃/年2回　の継続

③内勤者以外へのNO残業デーの定着

④事務所内グリーン化の推進

①各車両のメンテナンスの外部委託

②現場への直行直帰、テレワークの推進

①段ボール、雑誌のリサイクル継続

②電光掲示板やクラウド利用の継続

③クラウド活用によるペーパーレス化

①まとめ洗い、水やりの井水利用徹底継続

②月1回の漏水確認を継続

③洗車時のバケツ利用の継続

廃棄物
一般廃棄物排出量・産
業廃棄物排出量の削
減

児島

水使用量 節水 児島

組織本来の取組
環境に配慮した
施工の実施

岡内

二酸化炭素

電気使用量の削減 児島

ガソリン使用量の削減 児島

廃棄物
一般廃棄物排出量・産
業廃棄物排出量の削
減

岡内

水使用量 節水 岡内

二酸化炭素

電気使用量の削減 岡内

ガソリン・軽油使用量の　
削減

岡内
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９．環境関連法規等の遵守状況及び、違反・訴訟等の有無

環境法規制等 規制内容 遵守状況

廃棄物処理法 委託業者との契約、マニフェストの管理、産業廃棄物の保管等 ○

騒音規制法 指定地域の確認、届出等 ○

振動規制法 指定地域の確認、届出等 ○

建設リサイクル法 発注者への計画等説明、再資源化の結果報告書等 ○

家電リサイクル法 取引業者への委託 ○

建築基準法 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞに関する規制　換気設備の義務付 ○

フロン排出抑制法
フロン破壊業者への引き渡し、取引業者への依頼、回収量等
知事へ報告等

○

グリーン購入法 環境に配慮した事務用品の調達 ○

浄化槽法 設置の届出・使用廃止後30日以内の届出 ○

香川県環境基本条例 事業活動全般 ○

高松市環境基本条例 事業活動全般 ○

愛媛県環境基本条例 事業活動全般 ○

松山市環境基本条例 事業活動全般 ○

当社に適用される環境関連法規等の違反はありませんでした。

また、利害関係者からの訴訟及び、関係行政機関からの指摘も過去3年間ありませんでした。

１０．代表者による全体の評価と見直し・指示

　コロナ禍も3年目の今年度は、基本的な感染対策を徹底しながら経済活動を維持してい

くよう、時代に合わせた変化が求められる1年となった。

昨年の更新審査にて、当社は廃棄物の処理について認識が甘く適切な処理方法を実施

できていなかったことが発覚し、新たに廃棄物業者と契約を結ぶと同時に、徳島県にある

「上勝町ゼロ・ウェイストセンター」で分別の勉強をさせていただいた。若い職員の方から

センターの歴史や分別について学び、早速当社でも取り入れていこうと、差し当たり

飲料の空ボトルとキャップの分別から開始した。町民の方は13種類45分別を実施されて

いるそうで、今後は当社でも「そうじの力ＰＪ」メンバーと協同し出来る限りの対策を進め、

更なる細分化を期待したい。

テレワークについては、コロナ療養や濃厚接触などがあれば取得する社員が多いが

常態化するにはまだ道のりが遠いように感じる。ガソリンや電力の削減による二酸化

炭素の減少やプライベートの充実など、様々な観点でテレワークを行うメリットを周知し、

取得率アップに繋げたいと考えている。

環境経営方針、環境経営目標及び計画に見直しはなく継続実施とするが実施体制

については見直しが必要と感じる。エコアクション事務局に各部門の担当を配置し

末端の社員まで趣旨が浸透していけるよう是正したい。

今年11月には松山支店の改築工事が竣工し、移転を控えている。オフィスのグリーン

化を拡大し、本社も含め、ストレスの緩和や空気環境の快適性を向上したい。

代表取締役社長　後藤　真一郎

令和4年9月17日
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