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1.三栄パブリックサービス株式会社の概要 （認証登録の範囲） 
 
 （１）事業者名および代表者氏名 
    会社名    三栄パブリックサービス株式会社 
    代表取締役  戸林 英行 
    本社所在地  〒７３０－００１１ 広島市中区基町５番４４号（広島商工会議所ビル内） 
           ＴＥＬ：０８２－２３２－０５６０ 
           ＦAＸ：０８２－２３２－０５５８ 
  
（２）事業内容 

    指定管理者制度に基づく公共施設の管理運営 
  
（３）事業の規模 

    資本金  ４百万円    (２０２２（令和４）年４月１日現在) 
    従業員数 ４0 人     (２０２２（令和４）年４月１日現在) 
    床面積  ２３．１０㎡  (２０２２（令和４）年４月１日現在) 
  
（４）対象事業所 

    本社 〒７３０－００１１  広島市中区基町５番４４号 （広島商工会議所ビル内） 
    分室 〒７３３－００３５  広島市西区南観音七丁目６番２２号 
 
・指定管理施設／（契約期間） 
広島市福祉センター（業務内容：施設維持管理・使用許可・各種事業実施・広報・利用促進等） 

      
・施設職員受付の様子        ・清掃の様子 

 

広島市戸坂福祉センター （２０１８(平成３０)年４月１日～２０２２(令和４)年３月３１日） 
（２０２２(令和４)年４月１日～２０２７（令和９）年３月３１日） 
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  広島市中山福祉センター （２０１８(平成３０)年４月１日～２０２２(令和４)年３月３１日） 
（２０２２(令和４)年４月１日～２０２７（令和９）年３月３１日） 
 

       
 

  広島市出島福祉センター （２０１８(平成３０)年４月１日～２０２２(令和４)年３月３１日） 
（２０２２(令和４)年４月１日～２０２７（令和９）年３月３１日） 

       
 
  広島市伴福祉センター  （２０１８(平成３０)年４月１日～２０２２(令和４)年３月３１日） 

（２０２２(令和４)年４月１日～２０２７（令和９）年３月３１日） 

       
 

  広島市筒瀬福祉センター （２０１８(平成３０)年４月１日～２０２２(令和４)年３月３１日） 
（２０２２(令和４)年４月１日～２０２７（令和９）年３月３１日） 
 

        
 

  広島市矢野福祉センター （２０１８(平成３０)年４月１日～２０２２(令和４)年３月３１日） 
（２０２２(令和４)年４月１日～２０２７（令和９）年３月３１日） 
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   広島市石内福祉センター （２０１８(平成３０)年４月１日～２０２２(令和４)年３月３１日） 
（２０２２(令和４)年４月１日～２０２７（令和９）年３月３１日） 

       
 

広島市老人福祉センター（業務内容：施設維持管理・使用許可・各種事業実施・広報・利用促進等） 
  広島市南観音老人福祉センター （２０１８(平成３０)年４月１日～２０２２(令和４)年３月３１日） 

（２０２２(令和４)年４月１日～２０２７（令和９）年３月３１日） 

       
 
広島市公園（業務内容：施設維持管理・使用許可・各種事業実施・広報・利用促進等） 

  寺迫公園  （２０１５(平成２７)年４月１日～２０２０(令和２)年３月３１日） 
         （２０２０(令和２)年４月１日～２０２５(令和７)年３月３１日）  
 

             
   
佐伯運動公園  （２０１５(平成２７)年４月１日～２０２０(令和２)年３月３１日） 
       （２０２０(令和２)年４月１日～２０２５(令和７)年３月３１日）  

 

             
 
 （５）環境管理関係者の連絡先 
    環境管理責任者：上條 聡  （課長） 
    環境事務局担当：土肥 圭史 （主任） 
    連絡先    ：０８２－２３２－０５６０ 
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2.環境経営方針  
 三栄パブリックサービス株式会社は、次の方針に基づき環境保全活動に取り組んでいます。 

三栄パブリックサービス株式会社 

環 境 経 営 方 針 
 

当社は指定管理者制度による公共施設運営など、パブリックプライベートパートナーシップ 

（ＰＰＰ）事業を実施することを目的として設立しました。生活文化の向上と社会福祉の増進・ス

ポーツ・レクリエーションを通じての健康づくり等、当社が指定管理者として運営する公的施設の設

置・運営目的は市民ひとりひとりの生活に密接に関わっています。 

市民生活に密接に関わる事業を営む企業として、深刻化する地球温暖化・地下資源の枯渇など、現

在の地球環境に関わる重要な問題点を正しく理解し、「持続的発展が可能な社会」の実現を目指して、

「環境負荷の軽減」並びに「地球環境の保全」を事業活動における重要な柱の一つと捉え、全社員が

理解し実践してまいります。 

 上記の考えを基に、当社の環境経営方針を次のように決定します。 

 

 当社の事業活動のあらゆる面で環境負荷の低減を図り、公的施設の指定管
理者としての責任ある立場から、持続的発展が可能な社会の構築に貢献する。 
＜環境保全への行動指針＞ 
１．具体的に次のことに取り組みます。 
  ①電気・水道の使用量を削減します。 
  ②ゴミの排出量を削減し、再資源化を促進します。 
  ③ガソリンの消費量を削減します。 
  ④地域社会・施設利用者に向けての環境啓発活動を行います。 
  ⑤環境負荷の少ないサービスの供給・提供に務めます。 

これらについて環境経営目標・計画を定め、定期的に見直しを行い、継続的改善に努
めます。 

２．環境関連法規制や当社が約束したことを順守します。 
３．環境への取り組みを環境経営活動レポートとしてとりまとめ公表します。 
４．当社のすべての従業員にこの環境方針を周知します。 

制定日：２０１３(平成２５)年８月２１日 
改定日：２０２０（令和２）年２月２５日 

 

      三栄パブリックサービス株式会社 代表取締役   戸林 英行  
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３.対象範囲 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 役割・責任・権限 

代表者 

戸林 英行 

・環境経営に関する統括責任 

・環境経営システムの実施及び管理に必要な人、設備、費用、時間、技術者を用意 

・環境管理責任者の任命 ・経営における課題とチャンスの明確化の把握、確認 

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知 ・環境経営目標の設定を承認 

・代表者による全体の評価と見直しを実施  ・環境経営レポートの承認 

環境管理責任者 

上條 聡 

・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・環境活動実施計画書を承認 

・環境活動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 

土肥 圭史 

・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・環境活動実施計画書原案の作成 ・環境活動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 

・環境経営レポートの作成、公開  ・環境経営システムの実施 

・環境経営方針の周知   ・教育訓練の実施 

・環境経営目標及び環境活動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 

・問題点の発見、是正、予防処置 

全従業員 ・環境経営方針を理解し、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 
 

代表者 
代表取締役 戸林 英行 

環境管理責任者 
 課長  上條 聡 

環境事務局 
主任 土肥 圭史 

管理施設 
・戸坂福祉センター   ・中山福祉センター  ・出島福祉センター  
・伴福祉センター    ・筒瀬福祉センター ・石内福祉センター 
・矢野福祉センター   ・南観音老人福祉センター 
・寺迫公園      ・佐伯運動公園 

・本社 
・本社分室 
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4.環境経営目標 
期間：２０２１（令和３）年４月～２０２２（令和４）年３月は次のとおりです。 

項 目 基準値 目標値 削減率 
電力の使用量削減（10施設分） 847,001kWh 

（597,983kg-CO₂） 
643,720 kWh 

（454,467kg-CO₂） 
-24％ 

ガスの使用量削減（10施設分） 21,380 ㎥ 
（47,677kg-CO₂） 

16,462 ㎥ 
（36,711kg-CO₂） 

-23％ 

水道使用量の削減（10施設分） 5,474 ㎥ 3,777 ㎥ -31％ 
ガソリンの使用量削減 
（本社分室） 

2,984L 
 （6,922kg-CO₂） 

   2,894L 
(6,714kg-CO₂) 

-３％ 

（参考）二酸化炭素排出量合計 652,582kg-CO₂ 497,892kg-CO₂ -23.7％ 

一般廃棄物の削減  
（本社分室） 

36.12kg 35.4kg -２％ 

環境教育活動及び啓発活動 ・「エコアクション２１
ニュース」の活用 
・研修時の環境方針説
明と環境教育の実施 
・グリーンカーテンの
設置 
・空調の適正化（冷房
28 度、暖房 20 度）の
呼びかけ  

・「エコアクション２１
ニュース」の活用 
・研修時の環境方針説
明と環境教育の実施 
・グリーンカーテンの
設置 
・空調の適正化（冷房
28 度、暖房 20 度）の
呼びかけ 

 

環境負荷の少ないサービスの提
供 

・LED 照明器具の導入 
・再生材料から作られ
た製品を優先的に購
入、提供する 

・LED 照明器具の導入 
・再生材料から作られ
た製品を優先的に購
入、提供する 

 

 
電気・ガス・水道削減率について、パリ協定 2013 年度比での温室効果ガス 26％削減に合わせ

て、記録のある 2014 年度を基準年として前年度 2020 年度の実績を参考に目標削減率を設定しまし
た。 

ガソリン使用量については 2019 年度を基準年として、前年度 2020 年度の実績を参考に設定し
ました。 

 

 

5. 環境経営計画の取組内容と状況 
 
 環境経営目標を達成するために、以下の取組を実践しました。 
また、併せて持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）への取組も行っています。 
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☆電力・ガス使用量の削減 

・不要電気の消灯管理 
・外出時 PC の電源 OFF 
・適正な空調管理（冷房 28 度、暖房 20 度） 
・クールビズ・ウォームビズの活用 

    
＜事務室天井灯の LED 化＞          ＜不要電灯の消灯＞ 

 

    
＜適正な空調管理（冷房 28 度、暖房 20 度）＞   ＜センサースイッチの導入＞ 
〇常時使う事務室の天井灯の LED 化を進めています。 
〇利用の有無を見極めて２階の廊下の天井灯を消す、事務所内も必要な場所だけの点灯にするな
どこまめな消灯を実施しています。 

〇制服で、半袖、長袖の上着を支給し、必要によって、着こんだり、半袖にしたり、調整できる
ようにしています。 

〇トイレにセンサースイッチを導入しました。（佐伯運動公園） 
 

  
☆水使用量の削減  

・節水の周知 
・使用量の把握 
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                 ＜節水の周知状況＞ 
〇トイレを清潔に管理することで、利用者に気持ちよく使用していただくと同時に、水回りの使
用状況を把握出来るようにしている。 

〇感染症対策と節水対策として洗面台などの蛇口の自動水栓化を検討しています。（戸坂福祉セン
ター） 

 

☆ガソリン使用量の削減（本社分室） 

・エコドライブ運動の展開 
・アイドリングストップ 
・急加速・急停車の防止 
・冷暖房の控え目使用 
・積荷のチェック 
・適正な空気圧のチェック 
 

 〇給油および走行距離記録票を記入して、給油量、燃費を把握しています。 
 

☆一般廃棄物の削減 

・再生可能なものは分別 
 
 
 

 
＜分別用スペースの設置＞ 

〇分室内・各施設に分別スペースを設け、分別廃棄を行っています。 
〇コピー用紙、シュレッターゴミなどは古紙として再生できるよう各施設で廃棄せず回収して、 
分室でまとめてリサイクルしています。 
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☆環境教育活動・啓発活動 

 

 

 

 

 
＜三栄グループの発行する「エコアクション 21 ニュース」の活用＞ 

 〇毎月、各施設にエコアクション２１ニュースを配布し、環境活動への意識を高めています。 
 
☆環境負荷の少ないサービスの提供 

 
 
 
〇電気・ガス・水道使用量記録について 
光熱水量及びゴミ袋使用管理表を作成し、目標設定、結果を掲示し、毎月確認しています。 

 
 

     
     ＜中山福祉センターの掲示状況＞       ＜矢野福祉センターの掲示状況＞ 
〇各施設前年度との比較を数値とグラフで把握できるようにしています。節電節水などの対策を
とっています。 
  

〇電力の二酸化炭素排出量の削減 
  各施設電力供給会社を中国電力株式会社から株式会社エネットへ切替しています。 
  中国電力の二酸化炭素排出係数⇒0.521kg-CO₂/kWh（2020 年度実績） 
  エネット株式会社二酸化炭素排出係数⇒0.385kg-CO₂/kWh（2020 年実績） 
  年間２６．１％削減を実施しています。 
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 〇グリーンカーテン設置 

       
         ＜佐伯運動公園＞         ＜出島福祉センター＞ 
  〇利用者への環境活動の取組アピールと影を作り、遮光効果で、室温の上昇低下を図ります。 
  

  〇照明 LED化について 
 石内福祉センター娯楽室（ミュージックルーム）天井灯実施 

   
         施工前                 施工後 
〇３６W 蛍光灯 3 本の蛍光灯器具を 1 台４４W の LED 器具に更新し、使用電力量を５９． 
３％減らす効果となりました。 
〇利用者へも明るい場所を提供でき、従業員による電球交換をする機会も減り、高所での作 
業がなくなり、作業の安全対策にもなっています。 
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６.環境経営目標実践結果 
 
 環境経営目標達成状況 
（期間：２０２１（令和３）年４月～２０２２（令和４）年３月）は次のとおりです。 

 基準数値 
 

令和 3年度目標 
4月～3月 

令和３年度実績 
4月～3月 

前年度との比較 

電力の使用量
削減分 
（10施分） 

847,001kWh 
(597,983kg-CO₂)                  
(2014(平成 27)年度） 

基準年比-24％ 
643,720kWh 
(454,467kg-CO₂) 

基準年比-40.5％ 
504,033kWh 
(194,053kg-CO₂) 
評価：〇（目標達成） 

前年比-22.4％ 
－145,366kWh 
(55,966kg-CO₂) 

ガスの使用量
を削減 
（10施分） 

 21,380 ㎥  
(47,677 kg-CO₂) 
(2014(平成 27)年度） 

基準年比-23％ 
16,462 ㎥ 
(36,711kg-CO₂) 

基準年比-53.9％ 
9,854 ㎥ 
(21,975kg-CO₂) 
 評価：〇（目標達成） 

前年比-40.4％ 
－6,693 ㎥ 
(14,925kg-CO₂) 

水道の使用量
を削減 
（10施設分） 

5,474 ㎥ 
(2014(平成 27)年度） 

基準年比-31％ 
3,777 ㎥ 

基準年比-34.3％ 
3,597 ㎥ 
 評価：〇（目標達成） 

前年比-1.9％ 
-208 ㎥ 

ガソリン使用
量の削減 
(本社分室) 

2,984L 
(2019(令和元)年度） 
（6,922kg-CO2） 

基準年比-3％ 
2,894L 
（6,714kg-CO₂） 

基準年比 4.5％増 
3,118L 
（7,234kg-CO₂） 
評価：×（目標未達成） 

前年比 9.7％増
276L 増 
（640kg-CO₂） 

（参考） 
二酸化炭素排
出量合計 

652,582kg-CO₂ 基準年比-23.7％ 
497,892kg-CO₂ 

基準年比-65.7％ 
223,262kg-CO₂ 

 

一般廃棄物の
削減 
(本社分室) 

36.12kg 
(2019(令和元)年度） 

基準年比-2％ 
35.4kg 

基準年比 63.3％増 
59.0kg 
評価：×（目標未達成） 

前年比 46.9％増 
18.0kg 増 

環境教育活動
及び啓発活動 

 ・「エコアクション２
１ニュース」の活用 
・研修時の環境方針
説明と環境教育の実
施 
・グリーンカーテン
の設置 
・空調の適正化（冷房
28 度、暖房 20 度）の
呼びかけ 

・「エコアクション２１ニ
ュース」の活用 
・研修時の環境方針説明と
環境教育の実施 
・グリーンカーテンの設置 
・空調の適正化（冷房 28
度、暖房 20 度）の呼びか
け 
 評価：〇（実施確認） 

 

環境負荷の少
ないサービス
の提供 

 ・LED 照明器具の導
入 
・再生材料から作ら
れた製品を優先的に
購入、提供する 

・LED 照明器具の導入 
・再生材料から作られた製
品を優先的に購入、提供す
る 
 評価：〇（実施確認） 
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注；※廃棄物は本社分室を共有している三栄産業（株）西営業所事務室において、事務室全体の面積
（143.92 ㎡）と弊社が業務使用している部分（23.1 ㎡）を按分したパーセンテージ（16％）を用
い、西営業所使用分から 16％分を按分して計測しました。 

  ※電力の二酸化炭素排出量は中国電力（株）の 2014 年度調整後排出係数 0.709kg- CO₂/kWh、2020
年度以降は(株)エネット 2022 年度調整後排出係数 0.385kg-CO₂/kWh 使用、ガスは報告マニュアル
(Ver4.3.2) (平成 30 年 6 月)の排出係数 2.23 ㎏-CO₂/㎥ガソリンの二酸化炭素排出量は 2.32kg-CO₂/L
を使用しました。 

   ※化学物質の使用はありません。 
 
＜年度総括＞ 
  今年度の管理施設について、新型コロナウイルス感染防止のため、まん延防止重点措置などの影
響で休館するなど、利用が非常に少ない状況にあったので、電気・ガス・水道については大幅に減
少し、目標達成することが出来ました。 

  二酸化炭素排出量に関して、今年度は合計 223,262kg-CO₂となり、基準年度 652,582 kg-CO₂に
対して、65.7％削減となりました。今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態
宣言、まん延防止重点措置等が広島県内で取り組まれ、福祉センター、老人福祉センターは、臨時
休館、短縮時間での開館など通常開館することが少なく、大幅な削減となりました。 

  その他、ガソリン、一般廃棄物については、今年度福祉センター更新年度で、各施設への移動、
新施設への調査、引継ぎ、立上げなどで、分室での業務、車両使用が多くあり増加となりました。 

  目標達成のために、引き続きガソリンに関しては、エコドライブの推進、冷房暖房の控え目使用
を継続し、さらに、事前にルートを調査して最短ルートの運行、交通情報を確認して出発するなど
をして、使用を削減していくことを考えています。 

  廃棄物に関しては、今年度は分室の廃棄量を調査対象としましたが、各管理施設での廃棄物へ調
査対象を変更し、削減を行っていこうと思います。分室での廃棄物は実際には微量ですが、面積按
分をしていたところ、実態と合わない状況があるので、各管理施設へ次年度から変更します。 

   
 

７.環境関連法規に関して 
 
当社の事業活動に適用される主な環境関連法規は、 

◯廃棄物の処理及び清掃に関する法律（一般廃棄物の分別排出） 
◯自動車リサイクル法（使用済み乗用車の引き渡し、新車購入時のリサイクル券購入） 
◯消防法（消防用設備等の点検と報告） 
○フロン排出抑制法(各施設における冷暖房設備の簡易点検の実施) 
◯家電リサイクル法（使用済み家電の適切な引渡し、リサイクル料の支払） 
があります。 
尚、環境関連法規制等の順守状況の定期評価の結果、環境関連法規制等の逸脱はありませんで

した。 
  また、関係機関などからの指摘、利害関係者からの訴訟もありませんでした。 
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８.代表者による全体評価 
 
 上記データを踏まえ、２０２２年（令和４）年４月２８日に代表者による全体評価を実施しま
した。代表者からの指示事項は次のとおりです。 
 
【環境方針】 
○各管理施設の光熱水使用量を削減する中で、空調等でガスを使用しているところがあるので、ガス
の項目の追加を検討する。 
 
【環境経営目標・計画】 
〇管理施設の実態に合わせた基準値を検討する。新規管理施設を含め、コロナ禍での利用状況を分析
し、削減契機を見極めること。 
○環境啓発・環境負荷の少ないサービスの提供に関しては継続して実施する。 
○ゴミの削減に関して、再生紙などへのリサイクル、削減への取組は継続するが、計測については実
用性が見られないため項目は削除を検討する。 
 
９.次年度以降の環境経営目標並びに環境経営計画 
 
環境経営目標、環境経営計画を次のとおり設定しました。 
 

環境経営目標 
 令和４年度 

（2022年 4月～ 
2023年 3月 

令和５年度 
（2023年 4月～ 

2024年 3月 

令和６年度 
（2024年 4月～ 

2025年 3月 
電力の使用量削減 
（11施設分） 

基準年度 基準年比－2.5％ 基準年比－5％ 
計画見直し 

ガスの使用量を削減 
（11施設分） 

基準年度 基準年比－2.5％ 基準年比－5％ 
計画見直し 

水道の使用量を削減 
（11施設分） 

基準年度 基準年比－1％ 前年比－1％ 
計画見直し 

一般廃棄物の削減 
（11施設分） 

基準年度 基準年比－1％ 前年比－1％ 
計画見直し 

ガソリン使用量の削減 
(本社分室) 

基準年度 基準年比－2％ 前年比－1％ 
計画見直し 

環境教育活動及び啓発
活動 

・「エコアクション２１ニュ
ース」の活用 

・グリーンカーテンの設置 
・巡回時の環境方針確認 

・「エコアクション２１ニュ
ース」の活用 

・グリーンカーテンの設置 
・巡回時の環境方針確認 

・「エコアクション２１ニュ
ース」の活用 

・グリーンカーテンの設置 
・巡回時の環境方針確認 
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・研修会での環境教育の 
実施 

・環境に関する研修会の参  
加、研修内容の周知 

・研修会での環境教育の 
実施 

・環境に関する研修会の参  
加、研修内容の周知 

・研修会での環境教育の 
実施 

・環境に関する研修会の参  
加、研修内容の周知 

環境負荷の少ないサー
ビスの提供 

・LED 照明器具の導入拡大 
・５R 活動を実践した運営 
・利用者様満足の向上 
・地域ニーズを踏まえた施
設運営 

・ファイルのラベリング、
書類整理など業務効率化 

・LED 照明器具の導入拡大 
・５R 活動を実践した運営 
・利用者様満足の向上 
・地域ニーズを踏まえた施
設運営 

・ファイルのラベリング、
書類整理など業務効率化 

・LED 照明器具の導入拡大 
・５R 活動を実践した運営 
・利用者様満足の向上 
・地域ニーズを踏まえた施
設運営 

・ファイルのラベリング、
書類整理など業務効率化 

 
令和４年度から新しく畑賀福祉センターを管理することとなり管理施設が 11 施設とします。新

期施設含めた 11 施設となっての記録がないため次年度、令和４年度を改めて基準年度としまし
た。 
寺迫公園、佐伯運動公園の指定管理期間が令和 6 年度までとなっているので、令和 4～6 年の 3

年間分の目標としました。 
  令和 3 年 10 月に閣議決定された地球温暖化対策計画に従い、2030 年度温室効果ガス 2013 年度
比 46％を目標に令和 4 年度を基準年度とし、電気使用量に関して、中国電力(株)から(株)エネッ
トへほぼ移行しているため、26％削減出来ていると考え、残りの 20％を 2030 年から逆算して 8
年間分を段階して削減出来るよう基準年度から 2.5％ずつ削減する目標としました。 

  

環境経営計画 
 令和４年度 

（2022年 4月～ 
2023年 3月) 

令和５年度 
（2023年 4月～ 

2024年 3月) 

令和６年度 
（2024年 4月～ 

2025年 3月) 
電力の使用量削減 
 
ガスの使用量を削減 
（11施設分） 
 
目標達成手段 

・不要電気の消灯管理 
・外出時 PC の電源 OFF 
・適正な空調管理（冷房 28
度、暖房 20 度） 

・クールビズ・ウォームビ
ズの活用 

・利用者への節電、節約の
啓発 

・使用量の把握 

・不要電気の消灯管理 
・外出時 PC の電源 OFF 
・適正な空調管理（冷房 28
度、暖房 20 度） 

・クールビズ・ウォームビ
ズの活用 

・利用者への節電、節約の
啓発 

・使用量の把握 

・不要電気の消灯管理 
・外出時 PC の電源 OFF 
・適正な空調管理（冷房 28
度、暖房 20 度） 

・クールビズ・ウォームビ
ズの活用 

・利用者への節電、節約の
啓発 

・使用量の把握 
水道の使用量を削減 
（11施設分） 
目標達成手段 

・利用者への節水啓発 
・使用量の把握 

・利用者への節水啓発 
・使用量の把握 

・利用者への節水啓発 
・使用量の把握 

一般廃棄物の削減 
（11施設分） 
 
目標達成手段 

・再生可能なものは分別 
・分別用スペースの設置 
・再利用の推進 
・利用者にゴミの持ち帰り
の声掛け 

・再生可能なものは分別 
・分別用スペースの設置 
・再利用の推進 
・利用者にゴミの持ち帰り
の声掛け 

・再生可能なものは分別 
・分別用スペースの設置 
・再利用の推進 
・利用者にゴミの持ち帰り
の声掛け 
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ガソリン使用量の削減 
(本社分室) 
  
目標達成手段 

・エコドライブ運動の展開 
・アイドリングストップ 
・冷暖房の控え目使用 
・積荷のチェック 
・適正な空気圧のチェック 
・事前のルート、交通情報
確認 

エコドライブ運動の展開 
・アイドリングストップ 
・冷暖房の控え目使用 
・積荷のチェック 
・適正な空気圧のチェック 
・事前のルート、交通情報
確認 

エコドライブ運動の展開 
・アイドリングストップ 
・冷暖房の控え目使用 
・積荷のチェック 
・適正な空気圧のチェック 
・事前のルート、交通情報
確認 

環境教育活動及び啓発
活動 

・「エコアクション２１ニュ
ース」の活用 
・グリーンカーテンの設置 
・巡回時の環境方針確認 
・研修会での環境教育の 
実施 

・環境に関する研修会の参  
加、研修内容の周知 

・「エコアクション２１ニュ
ース」の活用 
・グリーンカーテンの設置 
・巡回時の環境方針確認 
・研修会での環境教育の 
実施 

・環境に関する研修会の参  
加、研修内容の周知 

・「エコアクション２１ニュ
ース」の活用 
・グリーンカーテンの設置 
・巡回時の環境方針確認 
・研修会での環境教育の 
実施 

・環境に関する研修会の参  
加、研修内容の周知 

環境負荷の少ないサー
ビスの提供 

・LED 照明器具の導入拡大 
・５R 活動を実践した運営 
・利用者様満足の向上 
・地域ニーズを踏まえた施
設運営 

・ファイルのラベリング、書
類整理など業務効率化 

・LED 照明器具の導入拡大 
・５R 活動を実践した運営 
・利用者様満足の向上 
・地域ニーズを踏まえた施
設運営 

・ファイルのラベリング、書
類整理など業務効率化 

・LED 照明器具の導入拡大 
・５R 活動を実践した運営 
 ・利用者様満足の向上 
・地域ニーズを踏まえた施
設運営 

・ファイルのラベリング、書
類整理など業務効率化 

 
各施設の対策 

施設名 対策項目 
各福祉センター 
老人福祉センター 

空調の節約、節電節水の利用者への啓発／ゴミの分別／５R 活動
／光熱水量及びゴミ袋使用管理表のチェック／その他（グリーン
カーテン、照明 LED 化など） 

各公園 空調の節約、節電節水の利用者への啓発／ゴミの分別／５R 活動
／光熱水量及びゴミ袋使用管理表のチェック／その他（グリーン
カーテンなど） 

本社・分室 エコアクション 21 ニュースの配布／エコドライブ実施／クールビ
ス、ウォームビズの推進／環境研修の参加・啓発／ゴミの分別／
５R 活動／LED 化など機器更新の契機調査と実施／各施設の環境
活動状況の確認／ハイブリット車の導入検討 

 
 


