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株式会社　ジャパックス

2021年　環境活動レポート
　　　　　　　　　　　（対象期間：2021年7月～2022年 6月）



１．具体的に次のことに取り組みます

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

２．環境経営方針は、全従業員に周知します。

制定日：
改訂日：

代表取締役

髙垣 陽一

2014年7月1日
2020年11月27日

電力・自動車燃料の消費に伴う二酸化炭素排出量の削減

水資源の節水

コピー用紙の削減

環境にやさしい三次元スキャナー計測を推進します

再資源化を図るために廃棄物の分別を計画的に行います

環境関連法規制や当社が約束したことを順守します

株式会社ジャパックス

＜企業理念＞

 私たちは,ますます深刻化する地球温暖化の時代に対して、土木建設
事業活動における環境負荷の低減を図るために、全社一丸となって自
主的・積極的に、地域の環境にやさしいまちづくりを心掛けて環境保
全活動に継続的に取り組みます

＜環境経営方針＞

未来に繋げ豊かな地球



□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

株式会社　ジャパックス
代表取締役 髙垣 陽一

（２） 所在地　　
神戸本店　　　兵庫県神戸市東灘区本山中町四丁目2番3号
大阪本社　　　大阪府吹田市江坂町1丁目6番6号
姫路支店　　　兵庫県姫路市飾西60‐2
豊岡支店　　　兵庫県豊岡市昭和町2－50　河本ビル
熊本支店 　熊本県熊本市中央区北千反畑町1-7　
滋賀営業所　　滋賀県大津市朝日が丘1-4-31
箕面営業所　　大阪府箕面市半町2丁目12番22号
京都営業所　　京都府京都市右京区京北下町畑野33
中丹営業所　　京都府綾部市新宮町6－1
奈良営業所　　奈良県奈良市押熊町458-1
和歌山営業所　和歌山県田辺市新屋敷町12－12

（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　濱　正彦　TEL　078-277-1811

連絡担当者　　　　〃　　　　　　　〃

（４） 事業内容

（５） 事業の規模
創業 昭和55年
資本金 7,000万円
従業員 109名
延べ床面積 1,276㎡
設計業務40件、調査24件、測量16件、IT関連・３Dレーザー16件、ドローン（UAV）12件

（６） 事業年度 6月1日～5月31日

□認証・登録の対象組織・活動
登録事業者名： 株式会社　ジャパックス

対象事業所：上記全組織（対象外組織なし）

活動： 設計コンサルタント業務（計画・設計、測量、調査、地理情報システム設計、データベース
構築・入力、情報通信設備設計）以上の全活動

設計コンサルタント業務（計画・設計、測量、調査、地理情報システム設計、データベース構築・入
力、情報通信設備設計）



実施体制図及び役割・責任・権限表

・環境経営に関する統括責任

・環境管理責任者を任命
・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知
・環境目標・環境活動計画書を承認
・代表者による全体の評価と見直しを実施
・環境活動レポートの承認

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
・環境目標・環境活動計画書を確認
・環境活動の取組結果を代表者へ報告
・環境活動レポートの確認

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐
・環境目標、環境活動計画書原案の作成
・環境活動の実績集計
・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

部門長 ・自部門における環境方針の周知
・自部門の従業員に対する教育訓練の実施
・自部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告
・時部門に必要な手順書の作成及び手順書による実施
・自部門の想定される事故及び緊急事態への対応のための手順書作成
　試行・訓練を実施、記録の作成
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

全従業員 ・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚
・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

（計測調査部）

役割・責任・権限
代表者（社長）

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

社長

環境管理
責任者

環境事務局

大阪本社 神戸本店
姫路支店、豊岡支店、熊本支店、奈良営
業所、箕面営業所、京都営業所、中丹営
業所、滋賀営業所、和歌山営業所

（ソリューション部） （営業部）

（計画設計部）

代表者



□主な環境負荷の実績

単位 2013年度※1 2017年度※2 2018年度※3 2019年度※4 2020年度※4 2021年度※4

kg-CO2 41,561 44,775 43,572 37,256 44,621 65,651
kg 120 220 294 236 1,357 933
kg 120 220 294 236 1,357 933
kg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
㎥ 104 105 155 115 127 122

0.522 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ

0.435 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ

0.352 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ
※4：関西電力の2018年度CO2調整後排出係数 0.334 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ
※活動年度に至近の二酸化炭素排出係数を使用することで実排出量に近似した二酸化炭素排出量比較を

　心掛けています。

□環境目標及びその実績

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）

原単位
kg-CO2/千円

0.025 0.023 0.023 0.023 0.023

評価 目標達成
kg-CO2 14,394 13,530 28,143 13,386 13,242
kWh 43,095 40,509 84,259 40,940 39,647

基準年比 2013年度 94% 91% 93% 92%
原単位
kg-CO2/千円

0.486 0.466 0.030 0.461 0.456

評価 目標達成
kg-CO2 23,513 22,572 37,508 22,337 22,102

基準年比 2013年度 96% 6% 95% 94%
kg-CO2 37,907 36,103 65,651 35,723 35,344

原単位
枚数/千円

4.816 4.238 6.720 4.190 4.142
枚 233,224 205,237 695,810 202,905 200,573

評価 目標未達成

基準年比 2013年度 88% 298% 87% 86%
㎥ 127 109 122 109 109

評価 目標未達成

基準年比 2020年度 86% 96% 86% 86%
件 5件/年 １6件/年間 28件 １7件/年間 １8件/年間

評価 目標達成

基準年比 2013年度 ＋11件 ＋24件 ＋11件 ＋12件

項　目
二酸化炭素総排出

量
廃棄物排出量
　一般廃棄物量排出量

　産業廃棄物排出
総排水量

※1：関西電力の2013年度二酸化炭素排出量換算値

※化学物質の使用はありません

次世代測量技術の推
進

※購入電力排出係数0.334（kg-CO2/kWh)は、関西電力2018年調整後排出係数を使用

自動車燃料消費に伴
う二酸化炭素削減

上記二酸化炭素排出量合計

コピー使用枚数の削
減（廃棄物の削減）

水資源の節水

※廃棄物は事業系一般廃棄物のみで産業廃棄物の排出はありません。

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

基準値 2021年度 2022年度 2023年度

電力の消費に伴う二
酸化炭素削減

※2：関西電力の2017年度二酸化炭素排出量換算値

※3：関西電力の2018年度二酸化炭素排出量換算値



□環境活動計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容
◎よくできた　○まあまあできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況 次年度

目標達成
〇 継続
〇 継続

数値目標 目標達成
○ 継続
○ 継続
○ 継続

数値目標 目標未達成

○ 継続
○ 継続

数値目標 目標未達成

△ 継続
△ 継続

継続

目標達成

○ 継続

○ 継続・ドローン、３D測量関連受注も含む

・発注者への提案

コピー使用枚数の削減（廃棄物の削減）

・帳票見直しによる印刷物の削減 M＆A効果もあり受注金額の大幅増に伴い、コ
ピー用紙の使用量の増加は致し方のない状況。
次年度以降、コピー方法の新たなルール等に依
るペーパーレス化推進のシステム改善が奏功
し、総量評価及び原単位評価の双方での効果が
期待できる。

・コピー裏面使用による消費量削減

次世代測量技術の推進
数値目標

・積極的な営業活動 今期も順調に受注し、目標達成。次年度もこの
傾向を維持できるよう努力する。

・電子納品等のペーパーレス化の取組
み推奨

水資源の節水

・節水シールの貼り付けとポスター掲 神戸本店の移転に伴い使用量が把握できなく
なった。大阪本社のみの水道使用量の評価とな
るが、要員の増加により使用量が増加した。次
年度は、姫路支店の使用量も把握できるため、
基準年度実績を見直して、取組を強化して臨み
たい。

・洗車はGSで！

自動車燃料消費に伴う二酸化炭素削減

・アイドリングストップ M＆A効果もあり受注金額の大幅増に伴い、車輛
燃料の消費量の増加は否めない。導入車両のエ
コカー化は進んでおり、省エネ意識の啓蒙も適
切に実施してきましたが、使用の総量比較では
倍増する売上には届かなかった。原単位比較で
は目標比▲94%と目標値を大きく下回る結果で目
標達成できた。次年度も引き続き、この活動で
目標達成を目指し、総量評価でも目評達成を目
指します。

・公共交通機関の利用
・ついでの仕事を作る

電力の消費に伴う二酸化炭素削減

　　　数値目標
・不要照明の消灯 M&Aもあり総量比較では基準年比で大幅増とな

り、目標未達成となった。売上高は大幅増加し
ていることから、原単位では対目標▲3％となっ
た。主要な消費源の空調は社屋の移転効果もあ
ると思うが、温度の適正管理が定着できた。
ノー残業デー、業務効率化も効果があった。次
年度もこの活動を継続して、目標達成を目指
す。

・事務所の空調温度の適正化

取り組み計画 評　価（結果と次年度の取組内容）



□環境関連法規等の順守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無
法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

遵守評価
遵守
遵守
遵守

なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去３年間ありませんでした。

□外部からの環境上の苦情・要望等

□緊急事態対応の試行・訓練
緊急事態の想定：火災の発生
■実施日： ■訓練場所：神戸本店、大阪本社

■参加者： 全従業員

■実施内容： ☑消火訓練　☑避難訓練

■評価：

手順に問題はなく、改訂の必要もなく有効と評価する。

□代表者による全体の評価と見直し・指示 実施日：

環境経営方針 ☑ 変更なし □ 変更あり

環境経営目標・計画 □ 変更なし ☑ 変更あり 次年度目標に上方修正
実施体制他 ☑ 変更なし □ 変更あり

2022年11月1日

2021年7月1日

　　2021年7月1日～2022年6月30日までの間に苦情、要望等の発生は有りませんでした。

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。

　運用開始から8年目を迎え、業績は、お陰様で非常に好調で、業務量の増加に比例し、資源の
使用量は増加し、量的には削減目標の達成には厳しい状況ですが、売上原単位評価により主
要指標の電力、車両燃料並びに次世代測量技術の推進が達成できたことは非常に価値のある
活動ができたと評価します。未達項目はあり、課題ですが、目標値を計画通り、上方修正し、改
めて目標の達成に向けた活動を推進していくことを指示しました。次年度も引き続き、目標達成
に最大限の努力を進めます。

改正フロン排出抑制法 業務用エアコンの定期点検・記録保管、廃棄時の管理者責任
消防法 消火器設置基準

法規制 要求事項
廃棄物処理法 一般廃棄物（紙ごみ）


	活動レポート 

