
　

エコアクション２１

2021年度　 環境活動レポート

運用期間 ： 2020年12月～2021年１１月

2022年4月7日発行

有限会社　エヌエステクノ



○基本理念

　有限会社エヌエステクノは、集塵装置・粉体装置・焼却設備等の設計製作を

通して産業の発展、環境衛生の保全に貢献します。

さらに地球温暖化問題や地球環境の改善に焦点を絞り、SDGｓの視線をもって

エコアクション21の活動と取組で、環境負荷の軽減と資源のリサイクルを

全社員参加で継続推進して参ります。

○行動指針

　SDGｓ活動に賛同し、環境負荷の軽減と資源のリサイクル化を下記の通り

目標及び活動計画を定め、推進します。

①　環境問題に配慮した製品の設計製作を推進します。

      省エネ、高性能の装置の提案、提供を行います。

②　二酸化炭素の排出を削減します。
 

     新電力会社を採用し、消費電力の削減を図ります。

　 　節電製品への切換えも含め、CO2削減を推進します。

     従業員のエコドライブを推進し、ガソリンの消費を抑えます。

③　廃棄物の削減と保管管理を行います。

     廃棄物を分別することで、コピー用紙、古紙、機器廃材はリサイクル資源
　　 として回収し、産業廃棄物を削減します。

     産業廃棄物及びリサイクル資源を所定置場で保管管理します。

④　水使用量の削減を行います。

      こまめな節水を行います。

⑤　化学物質含有製品（溶接棒）の適正管理を行います。

      倉庫内で整理し管理保管します。

⑥　グリーン購入を推進します。

      グリーン商品の採用を推進し、環境負荷軽減に努めます。

⑦　各種環境関連法規を順守します。

⑧　行動指針を全員に浸透させ、協力して活動展開を行います。

2021年12月1日

有限会社エヌエステクノ

　　代表取締役　清水俊宏

環　境　経　営　方　針



1. 事業の概要

(1) 事業所及び代表者名

事業所 　　　： 有限会社 エヌエステクノ

代表者名　　： 代表取締役　　清水　俊宏

(2) 所在地

〒756-0847
山口県山陽小野田市新沖3丁目2番-22号

(3) 環境管理責任者及び担当者連絡先

環境管理責任者　　：　　　星野　豊馬
担当者連絡先       ：　　　吉村　郁男
連絡先 　　ＴＥＬ　0836-89-0133　　ＦＡＸ　0836-89-0166

(4) 事業内容

・機械装置の設計・製造・据付工事及び装置メンテナンス

建設業の許可
一般　土木工事業 山口県知事許可（般－2）　第22511号
一般　管工事業 山口県知事許可（般－2）　第22511号
一般　塗装工事業 山口県知事許可（般－2）　第22511号
一般　水道施設工事業 山口県知事許可（般－2）　第22511号
一般　とび・土工工事業 山口県知事許可（般－2）　第22511号
一般　鋼構造物工事業 山口県知事許可（般－2）　第22511号
一般　機械器具設置工事業 山口県知事許可（般－2）　第22511号
一般　清掃施設工事業 山口県知事許可（般－2）　第22511号

(5) 事業規模

単位
件

百万円
人
㎡
㎡
㎡

(6) 事業年度　　12月1日～翌年11月30日

2 認証・登録の対象範囲

(1) 対象事業所名 ： 有限会社　エヌエステクノ

(2) 対象範囲 　　　： 本社全部署
工場

（今回の環境活動レポートの対象期間は2020年12月1日～2021年11月30日）

屋外ヤード、駐車場 2,5002,5002,500

事務所床面積 110110110
工場床面積 115011501150

売上高 1,1947561,331
従業員 232122

活動規模 2021年度2020年度2019年度
工事等の件数 9779103



2. 組織図及び認証・登録範囲（認証・登録範囲は以下のとおり）

*営業所

*各営業所は認証登録に含めません。　　

事務所の紙リサイクルの管理

産業廃棄物・化学物質の適切な管理

環境製品の設計製作技術工務

営業

技術工務

技術工務

総務

燃料（ガソリン、軽油）のエコ管理

グリ－ン商品およびエコ商品の購入推進

技術工務

総務

水使用量の管理

燃料（ガソリン、軽油）の使用量管理、資料作成

EA21事務局

技術工務

EA21文書及び記録類の作成・維持・管理

事務所、工場の電力使用量の管理

環境管理
責任者

EA21委員会

エコ推進全体の把握と環境経営システムの構築
及び代表者への状況報告

月に1回の開催で、環境目標の遂行状況、
進捗状況の審議

関西（営）
新潟（営）
東京（営）

清水俊宏

総務部門

環境管理責任者

技術工務部門 製造部門（工場）

星　野

EA21事務局

吉　村
他1名

代表取締役

認証・登録範囲

役　割 ・ 責　任 ・ 権　限

全体の統括、環境方針の設定、環境への取組
実施の為の資源準備及び全体の評価と見直し

6名 1名 2名1名

○役割分担表

所　属

代表取締役

EA21委員会

星　野
吉　村
他3名

営業部門



3 中長期環境目標

・ＣＯ２排出係数は丸紅新電力会社の2020年度の調整後排出係数0.484kg-CO2/kWhを採用しています。

・建設現場を含みます。

・二酸化炭素排出量の削減、電力使用量の削減、ガソリン・軽油使用量の削減、総排水量（水使用量）の

削減については基準年度を2019年（実績値）とし、削減目標を計画しました

・建設廃棄物については発生量が少ないこと、可能な限りリサイクルしていることから目標には掲げません

1-1 電力使用量の削減

2
廃棄物総排出量
の削減

コピー用紙・
古紙のリサイ
クル化

2024年度
目標

1 二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2 110,680 107,360 106,253 105,146 104,039

2019年度
2021年度
目標

2022年度
目標

2023年度
目標

97,783

1-2
ガソリン・軽油使用量の
削減

ℓ 25,162 24,156 23,652 23,149 22,646

kWh 104,024 100,903 99,863 98,823

適正管理

360

3 総排水量（水使用量）の削減 m
3
/人 29.3 28.4 28.1 27.8 27.5

枚 620 360 360 360

適正管理 適正管理 適正管理

5
グリーン商品購
入の推進

グリーン商品
４件以上購入

件 4 4 4 4 4

4 化学物質の適正管理 ー 適正管理

8 8 86
環境製品の設計製作・トータ
ルコスト提案受注

件 8 8



4. 環境経営計画

3-1. 二酸化炭素排出量の削減

(1) 電力使用量の削減

①事務所での昼休憩時の照明を消灯する。

②昼休憩時時にパソコンの電源をOFFにする。

③工場での昼休憩時の照明を消灯する。

(2) ガソリン・軽油使用量の削減

①長い停車時のアイドリングストップを行う。

②タイヤ摩耗、空気圧のチェック（月/1回）を行う。

③不要な車載物をなくす。

3-2. 廃棄物総排出量の削減

(1) 紙資源のリサイクル化を推進

①裏紙の利用を行う。

②コピー用紙、古紙（ダンボール、雑誌、新聞）のリサイクル化を推進。 

(2) 産業廃棄物の分別

①産廃物を分別し、機器、電動工具類等のリサイクル化を推進する。

3-3. 総排水量（使用水量）の削減

①こまめに蛇口を閉める。

②工場洗浄品をまとめて洗う。

③工場小物品は水を槽に貯めて洗う。

3-4. 化学物質の適正管理

①溶接時のマスク着用等の対策を周知する。

②溶接棒の専用倉庫内での管理を行う。

3-5. グリーン商品購入の推進

①グリーン商品およびエコ商品の調査検討を行う。

②グリーン商品よびエコ商品の継続購入を行う。

3-6. 省エネ環境製品の設計製作

①集塵機を含む環境機器の省エネ提案

3-7. 産業廃棄物の保管管理

①産業廃棄物は分別保管場にて管理を行う。

②産廃物の定期収集及び置き場周辺の清掃を行う。



目標の実績

2019年度

（基準年度） 目標 実績 目標達成率 判定

1 kg-CO2 110,680 107,360 114,701 94% ×

1-1 kWh 104,024 100,903 117,474 86% ×

1-2 ℓ 25,162 24,407 24,359 100% ○

2
廃棄物総排出量
の削減

古紙、コピー用紙
の
リサイクル化

Kg 620 360 330 92% ○

3 m3/1人 29.3 28.4 27.0 105% ○

4 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 ○

5
グリーン商品
購入の推進

＊　グリーン商品や
エコ商品の継続購
入

件 4 継続購入 継続購入 継続購入 ○

6 件 8 8 4 50% ×

・ 建設現場を含みます。

・ 古紙、コピー用紙のリサイクル化については双方合わせて30Kｇ/月、年間　360Kg目標値設定です。

2021年度の総排水量（使用水量）算出の対象は15名です。

2021年度

省エネ環境製品の設計製作・トータル
コスト提案受注

5.

化学物質の適正管理

環　境　目　標 単位

二酸化炭素排出量の削減
（2019年実績の3％減）

電力使用量の削減
（2019年実績の3％減）

ガソリン・軽油使用量の削減
（2019年実績の3％減）

総排水量（使用水量）の削減
（2019年実績の3％減）



6. 環境経営計画の取組結果とその評価並びに次年度の計画

8-1. 二酸化炭素排出量の削減

　　　2021年度の二酸化炭素排出量の削減目標値は、達成されました。

　　電力は新電力会社との契約を再度見直しを行い、二酸化炭素排出量削減およびコスト削減に取組みました。

　　新型コロナ下での厳しい１年であり、活動の縮小、県外工事の制限限定によるガソリン等消費の減少と推測します。

　　次年度も取組内容に変更は有りませんが、取組を確実に実施し、二酸化炭素排出量の削減を行っていきます。

8-2. 廃棄物総排出量の削減

　　　2021年度の産業廃棄物量の削減活動は着実に実施されました。古紙、ダンボール、コピー用紙の個別回収、

　　リサイクル化も継続実施され、廃棄量も削減されています。

　　がれき類廃棄物の排出はありませんでした。「現場工事で生じる産廃は現地で産廃処理」は周知されています。

　　確実に実施されました。次年度も継続して廃棄物総排出量の削減に努めます。

8-3. 総排水量（使用水量）の削減

　　総排水量の削減目標は達成しました。大型案件の受注により、ステンレス製品の電解研磨洗浄に多量の

　水道水が使用されました。節水活動は実施されており、次年度も継続して取組みます。

8-4～6. 化学物質の適正管理、グリーン商品購入の推進、環境製品（集塵機）のPR

　各項目は当初の計画に基づいて施行されています。

8-7. 産業廃棄物の保管管理

　産業廃棄物は保管場所にて、適正に保管管理を行なわれました。

各項目内容は以下に記載します。

8-1(1) 電力使用量の削減 評価 次年度の環境活動計画 評価

○ 継続

○ 継続

○ 継続

8-1(2) 評価 次年度の環境活動計画 評価

○ 継続

○ 継続

○ 継続

8-2. 評価 次年度の環境活動計画 評価

○ 継続 裏紙の再利用は社内実施されています。

○ 継続 コピー用紙、古紙はリサイクル化されています。

○ 継続 継続して分別し産業廃棄物を減少していきます。

8-3. 評価 次年度の環境活動計画 評価

○ 継続

○ 継続 項目①②③は、社内ミーティング・掲示

× 継続 通達、注意喚起し継続する。

8-4. 評価 次年度の環境活動計画 評価

○ 継続 定期的に朝礼時に通達。

○ 継続 指定保管庫場所管理・整理整頓。

8-5. 評価 次年度の環境活動計画 評価

○ 継続 継続して調査採用に取り組みます。

○ 継続 過去切替えられたグリーン商品の継続購入。

8-6. 評価 次年度の環境活動計画 評価

○ 継続 環境製品の省エネ設計製作・提案は実施

8-7 評価 次年度の環境活動計画 評価

○ 継続 分別内容がわかるよう掲示板(説明）も設置。

○ 継続 廃棄物と有価物の分別、整理、清掃を実施。

電気使用量削減の各項目①②③については、継続して実
施。

定期的な各点検により車のトラブルも無く、１年無事故で
あった。

①事務所での昼休憩時の照明を消灯する。

②昼休憩時時にパソコンの電源をOFFにする。

③工場での昼休憩時の照明を消灯する。

③産業廃棄物の分別細分化（電動工具、機器等の有価物の分別）

ガソリン・軽油使用量の削減

①長い停車時のアイドリングストップを行う。

②タイヤ摩耗、空気圧のチェック（月/1回）を行う。

③不要な車載物をなくす。

廃棄物総排出量の削減

①裏紙の利用を行う。

②コピー用紙、古紙、ダンボールののリサイクル化の徹底。 

①グリーン商品およびエコ商品の調査検討を行う。

総排水量（使用水量）の削減

①こまめに蛇口を閉める。

②工場洗浄品をまとめて洗う。

③工場小物品は水を槽に貯めて洗う。

化学物質の適正管理

①溶接時のマスク着用等の対策を周知する。

②溶接棒の専用倉庫内での管理を行う。

グリーン商品購入の推進

産業廃棄物の保管管理

①産廃置場での廃プラ、廃油、ガラス、木くず他の管理。

②産廃物の定期的な収集及び置き場周辺の清掃を行う。

②グリーン商品およびエコ商品への移行並びに購入を行う。

環境製品の設計製作

①集塵機を含む環境装置の省エネ提案。



7. 関連法規への違反、訴訟等の有無

環境関連法規（廃棄物処理法、浄化槽法等）の遵守状況をチェックの結果、違反はありませんでした。

関係当局よりの違反の指摘、利害関係者からの訴訟等も過去5年間ありませんでした。

8. 代表者による全体の取組状況の評価と見直し・指示の結果

2021年度（2020年12月～2021年11月）の重点目標を、下記2項目としました。

①温室効果ガス排出量削減（電力及びガソリン、軽油の使用量の削減）

②産業廃棄物の削減及び適正管理の継続。

【評価】

1.　　　2021年は大型物件の製作により、電力使用量は大幅に増加しました。前年度の

　　　新電力会社へ切替や出張工事の燃料対策を実施しましたが、二酸化炭素排出量は

　　　目標に未達でした。

2.　　　ガソリン使用量は長期出張工事対策として、乗合移動や製品運搬を業者配送に

　　　することで削減され目標をクリアされました。

3.　　　紙類（コピー用紙、段ボール、古紙）は「再生資源」として認識、定着しております。

　　  紙類専用保管庫でストックされ、リサイクル化されています。

4.　 　水使用量については、日々の節水は行われました。大型物件（ステンレス架台）

　　　の電解研磨洗浄で多量の消費がありましたが、目標をクリアしました。

5.　  　産業廃棄物は適正管理され、定期清掃も実施されました。

6.　　　新型コロナの影響による景気の低迷、活動の自粛、制限下での1年となりました。

　　　また、昨年度より燃料、原材料の値上げが続いており、ここにきて電力価格の高騰で

　　　新電力会社の撤退、倒産も発生しています。景気停滞と製造業の生産コストを圧迫

　　　する悪環境ですが、エコアクション21を活用し全社員で対応していきます。

【見直し】

　2019年実績値を基準年度とし、更なる削減計画を策定し活動しています。

エコアクション21の取組で二酸化炭素排出量の削減は目標達成されました。

産業廃棄物の削減及び適正管理についての活動も継続され、良好な職場環境を維持

しております。

基本方針を基に、SDGｓの推進と、エコアクション21を継続活動します。

推進項目の見直しは特にありません。

　2021年度はエコアクション21認証中間審査の環境活動となります。


