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基本理念

株式会社Quality　Technosは、電気工事及び電気通信工事の施工を通じて

「快適な暮らしと環境」「地球環境への調和」を掲げ、全社員が事業活動のあらゆる局面で

地球環境に影響を与えていることを認識し、配慮して行動します。

行動指針

環境経営システムを構築・運用し、環境負荷の低減及び環境経営の継続的改善を推進します。

そのために以下の事項を重点的に取り組みます。

1.     二酸化炭素排出削減に取り組みます。

2.     廃棄物の削減に取り組みます。

3.     水使用量の削減に取り組みます。

4.     環境に配慮した工事を推進します。

5.     グリーン化及びグリーン購入に努めます。

6.     事業活動に関連する環境関連法規や条例等を遵守します。

7.    環境経営方針は研修や教育を行い、全従業員に周知するとともに、広く一般へ公開します。

平成30年　10月1日改定

平成28年　　7月1日制定
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環境経営方針

株式会社Quality　Technos

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　佐藤　賢一

１. 環境経営方針



◆組織の概要

　（１）　名称及び代表者氏名

株式会社Quality　Technos （クオリティ テクノス）　
（平成28年6月17日付　社名変更　旧社名　株式会社　九州テクニカルサービス　）　

代表取締役　佐藤 賢一

　（２）　所在地

本　社 〒803-0853　　福岡県北九州市小倉北区高尾2-3-7
関東営業所 〒164-0012　　東京都中野区本町2丁目40-6

　（３）　環境管理責任者及び担当者氏名並びに連絡先

環境管理責任者 本社　管理部　　小野　広美
及び連絡先 TEL ０９３－５９２－３９００　　　Email: h.kanribu@qtec.ne.jp

　（４）　事業内容

建設業許可（般－22）80478号

電気設備工事・電気通信工事・土木工事

① アクセスエンジニアリング 　光ファイバーを使った通信インフラの構築
② モバイルエンジニアリング 　屋内閉空間対策・無線工事
③ システムエンジニアリング 　ケーブルＴＶ設置工事・官公庁発注工事
④ エコライフ事業部 　防犯カメラ商品販売・ＬＥＤ照明・太陽光発電

　（５）　事業規模（全体）

会社設立　　平成７年9月28日
資本金　　　　3,100万円

　（６）　事業年度

10月1日～翌年9月30日
（今回の環境経営レポートの対象期間は、令和3年10月～令和4年9月）

　（７）　技術者 【国家資格 等】 【作業主任者 等】

① 第一級陸上特殊無線技士　 6名 （1名） 高所作業車運転 5名
② 第一種電気工事士 4名 小型移動式クレーン運転 5名
③ 第二種電気工事士 6名 （2名） 玉掛技能 5名
④ 第一級電気施工管理技士 1名 酸欠危険主任者 2名
⑤ 第二級電気施工管理技士 5名 あと施工アンカー施工士 3名
⑥ 第二級土木施工管理技士 2名
⑦ 建築業経理士1級 1名

◆対象範囲

登録範囲は全事業所を対象とし、登録内容は事業内容とする。

2

 …………………
 …………………
 …………………
 …………………

活動規模 単位 R1年度 R2年度

17

R3年度 R4年度

売上高 百万円 379 628 726 998

工事件数 件 7 12 13

212

従業員 人 25 24 26 26

（ ）は令和4年度
の取得者

延べ床面積（本社） ㎡ 212 212 212

２．組織の概要＆対象範囲



1．組織図

2．役割分担表

氏名 所属（役職）

　　佐藤　賢一
代表者

（代表取締役）

　　小野　広美 　環境管理責任者 

EA21委員会

EA21事務局

　  田中清志郎 事務部門

　　太田　英樹 工事部門

　  ＥＡリーダー 各部門
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EA21委員会
佐藤　賢一
池田　健輔

環境管理責任者
小野　広美

EA21事務局
小野　広美
池田　健輔

事務部門

EAリーダー：田中清志郎

　
工事部門

総括リーダー：太田　英樹
EAリーダー：河野　正典
　　　　　　　　前潟　祐太

　　全従業員

・全体の把握/環境営業システムを構築し、運用し、その状況を社長に報告する
・環境経営レポートの作成及び環境活動の実績集計等

・全体の総括、環境方針の設定、環境への取り組みを実施するための資源の準備
・代表者による全体の評価と見直しを実施

１ヶ月に1回開催し、環境目標の達成状況及び活動計画の実行状況を審議する

・環境経営方針へ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、自主的に環境活動へ参加する。

・各部門におけるEA21の遂行管理を行う。
・各部門における環境教育を担当する。

EA２１委員会及び環境管理者に必要な情報を提供するとともに、委員会の決定事項等を社
内に周知し、EA21を着実に実施する。

EA21文書及び記録類の作成・維持・管理

役割・責任・権限・使命

工事部門におけるEA21の遂行を総括する。

　関東営業所
リーダー：佐藤俊介

代表取締役
佐藤　賢一

３． 実施体制表



（事業年度は10月1日～翌年9月30日迄）

※電力のCO2発生量については、平成29年度実績の調整後排出係数、事業者全体数値にて算出しています。

　　九州電力⇒0.463(kg-CO2/kwh）、東京電力⇒0462(kg-CO2/ｋｗｈ）

※化学物質は使用しておりません。

※水使用量の削減は、現場の工事内容により変動するため、事務所のみの目標とした。

※基準値についてはスライド方式により前年度の実績をベースとしています。

※グリーン購入は『アスクル』からの購入品を対象とする。
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7 環境に有益な活動の推進 件 1件 1件以上

6 技能向上

4 エコ活動の推進 グリーン購入の促進 事務用品・消耗品はグリーン商品を優先して購入する

3 使用水量の削減 常に節水に努める

　教育・技能講習・免許の取
得

キャリアアップのため教育や免許取得にトライする

5 環境に配慮した施工及びサービスの提供

工期短縮の推進

騒音・振動などを防止する

作業終了後の点検と清掃を徹底する
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1.5%　減

ℓ/年 2,367
2,336 2,334 2,332

1.3%　減 1.4%　減

9,835

Kg 33.94
33.50 33.47 33.43

1.3%　減

廃棄物の削減
産業廃棄物の削減

分別を徹底し削減する
一般廃棄物の削減

1.5%　減

電力使用量
221 220

本社

関東営業所

29,354

224 222kWh
(削減率）

28,972

29,164 29,134
合計 29,578

29,194

68.0
1.3%　減 1.4%　減 1.5%　減

28,943 28,914

1.3%　減 1.4%　減 1.5%　減

48,616

1.5%　減

67.12 67.05 66.98

NO． 目　標　項　目 単位
令和3年度 令和4年度 令和5年度

基準値 年次目標

1

二酸化炭素排出量の削減

Kg-CO2 49,356
48,714 48,665

1.3%　減 1.4%　減

Kg-CO2/
百万円

12,506

軽油 本社のみ

ガソリン

本社

関東営業所

合計

7,618

5,078

12,696

7,512 7,504

1.3%　減 1.4%　減 1.5%　減

5,012 5,007 5,002

12,531 12,519
ℓ/年

7,519

本社

ℓ/年

9,985 9,855 9,845

関東営業所 5,078 5,012 5,007

　　令和４年度及び中長期　環境経営目標

令和6年度

ＬＰＧ＋配送ガス

10.9㎞/ℓ車両燃費の向上

1.4%　減

11.0 11.1 11.2

1.3%　増 1.4%　増 1.5%　増

燃料

5,002

合計 15,063
14,867 14,852 14,837

1.3%　減 1.4%　減 1.5%　減

燃料計

４． 環境経営目標



当社では、環境経営方針に基づいて二酸化炭素・産業廃棄物を削減し、環境経営目標を達成するために全社員が

一丸となって取り組んでいます。

事務所

現場

事務所

現場

5

スケジュール

1

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減

電力使用量の削減

　エアコンのフィルター掃除を実施する 事務所

　昼休み及び室内不在時の消灯 事務所

　エアコンは『自動運転』モードに設定する

運転時

10月・4月

No． 目標 取組内容 具体策 実施場所

　運転日誌を毎月回収し燃費のチェックをする 事務所 1回／月

　出来る限り相乗りで行く 作業車

LPG使用量の削減 　給湯器を効率的に使用する（主に冬季に使用） 事務所 通年

ガソリン・軽油使用量の削減
（車両燃費の向上）

　渋滞回避の為、高速などを利用する

通年

　パソコンは電源のオプション設定で省電力化する　 事務所 通年

運転時 通年

夏・冬

2

廃
棄
物
の
削
減

　廃棄物と有価物を分別管理しリサイクル化を推進する 現場

産業廃棄物の削減

一般廃棄物の削減

　両面印刷・両面コピーを徹底する 事務所

　適切な処理の為、産廃マニフェストの管理を徹底する

　トナーカートリッジは無料回収に出す 事務所

　ダンボール・カタログ・古紙（新聞等）は無料回収化を徹底する 事務所

3 使用水量の削減 節水に努める

　節水シールを貼り意識付けを継続する 事務所

エコ活動の推進 グリーン購入の促進

　現場で砂を落とし、ストッパー付きのホースで洗車する 現場

通年

工事期間中現場

通年　事務用品、消耗品はグリーン商品を優先して購入する 事務所

通年

通年

通年

　クールビズ（空調服）・ウオームビズ（ネックウォーマー）の推進

　工期短縮の推進（ANDPADによる施工管理アプリの活用）

　騒音・振動などを防止する（低騒音の発電機を使用）

　作業終了後の点検と清掃を徹底する

通年

通年

事務所

　運転方法の配慮（急発進・空ぶかしをしない）

通年

通年

通年

通年

5

4

　エコ商品（詰替え可能品など）を注文する 事務所 通年

7 　有価物を売却する（鉄くず・被覆線・照明器具など） 現場

6 技能向上

通年

　教育履歴・受験合否実績のデータ管理 事務所 通年

　教育・受験の呼びかけと受講手配の実施

環境に有益な活動の推進

環境に配慮した施工及びサービスの提供

通年

事務所

教育・技能講習・免許の取得

５．令和4年度 環境経営計画



【達成状況】　　〇＝達成（100％以上）　　△＝努力した（100％未満～90％以上）　　×=未達（90％未満）

※電力のCO2発生量については、平成29年度実績の調整後排出係数、事業者全体数値にて算出しています。

　　九州電力⇒0.463(kg-CO2/kwh）、東京電力⇒0462(kg-CO2/ｋｗｈ）

※化学物質は使用しておりません。

※水使用量の削減は、現場の工事内容により変動するため、事務所のみの目標とした。

※基準値についてはスライド方式により前年度の実績をベースとしています。

※グリーン購入は『アスクル』からの購入品を対象とする。
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目　標　項　目 単位

令和3年度

基準値

147.1%

〇

NO．

電力使用量

本社

kWh
(削減率）

29,354

45,555

1.3%　減

1.3%　減 32.9%　減

1

関東営業所 224 222 221 100.4%

28,972 30,297

〇

Kg-CO2/
百万円

68.0
67.12 45.60

95.7%

二酸化炭素排出量の削減

Kg-CO2 49,356
48,714 107%

7.7%　減

95.8%

1.3%　減 3%　増 △

燃料

ガソリン

本社

ℓ/年

7,618 7,519

合計 29,578
29,194 30,467

合計 12,696
12,531 11,367 110.2%　

1.3%　減 10.5%　減 〇

7,027 107%

関東営業所 5,078 5,012 4,340 115.5%

119.9%

1.3%　減 17.7%　減 〇

燃料計

本社

ℓ/年

9,985 9,855 8,975

軽油 本社のみ ℓ/年 2,367
2,336 1,948

合計 15,063
14,867 13,315 111.7%　

1.3%　減 11.6%　減 〇

109.8%　

関東営業所 5,078 5,012 4,340 115.5%　

7 環境に有益な活動の推進 件 1件 1件以上

4 エコ活動の推進 グリーン購入の促進 事務用品・消耗品はグリーン商品を優先して購入する

5

工期短縮の推進

騒音・振動などを防止する

作業終了後の点検と清掃を徹底する

令和4年度

目標 実績
達成状況

目標比

6 技能向上
　教育・技能講習・免許の取

得
キャリアアップのため教育や免許取得にトライする

環境に配慮した施工及びサービスの提供

2 廃棄物の削減
産業廃棄物の削減

分別を徹底し削減する
一般廃棄物の削減

3 使用水量の削減 常に節水に努める

㎞ 164,175 － 140,914

ＬＰＧ＋配送ガス Kg

96.4%
10.9㎞/ℓ車両燃費の向上

車両走行距離

△2.8%　減1.3%　増

1.3%　減 3.7%　増
33.94

33.50 35.18

△

95.2.%

11.0 10.6

６． 環境経営目標と実績



〇

〇

〇

7-1．取組結果とその評価

（1）有価物の売却（九州メタル産業へ　被覆線等 1，607，739円）

（2）複合機の更新による効果　70，081円/年　（コピー代　43，681円＋リース料　26，400円）

（3）オンライン会議への出席（移動時間・出張費の削減）
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1

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減

電力使用量の削減

LPG使用量の削減 　給湯器を効率的に使用する（主に冬季に使用）

No． 目標 取組内容 ＳＤＧｓ 具体策

△

〇

　適切な処理の為、産廃マニフェストの管理を徹底する

△

△

　渋滞回避の為、高速などを利用する 〇

　運転日誌を毎月回収し燃費のチェックをする

〇

　エアコンは『自動運転』モードに設定する △

　昼休み及び室内不在時の消灯 △

　エアコンのフィルター掃除を実施する

〇

評価

　クールビズ（空調服）・ウオームビズ（ネックウォーマー）の推進 〇

ガソリン・軽油使用量の削減
（車両燃費の向上）

　運転方法の配慮（急発進・空ぶかしをしない）

〇

　出来る限り相乗りで行く

　パソコンは電源のオプション設定で省電力化する　

〇

一般廃棄物の削減

　両面印刷・両面コピーを徹底する 〇

　トナーカートリッジは無料回収に出す 〇

産業廃棄物の削減

〇

　廃棄物と有価物を分別管理しリサイクル化を推進する

　ダンボール・カタログ・古紙（新聞等）は無料回収化を徹底する

〇

4 エコ活動の推進 グリーン購入の促進
　事務用品、消耗品はグリーン商品を優先して購入する 〇

3 使用水量の削減 節水に努める
〇

　現場で砂を落とし、ストッパー付きのホースで洗車する

2

廃
棄
物
の
削
減

　作業終了後の点検と清掃を徹底する

　節水シールを貼り意識付けを継続する

6 技能向上 教育・技能講習・免許の取得
　教育・受験の呼びかけと受講手配の実施

【評価】　〇＝評価できる　△＝まずまず評価できる

〇

　教育履歴・受験合否実績のデータ管理 〇

〇

5 環境に配慮した施工及びサービスの提供

　工期短縮の推進（ANDPADによる施工管理アプリの活用）

　騒音・振動などを防止する（低騒音の発電機を使用）

　エコ商品（詰替え可能品など）を注文する

7 環境に有益な活動の推進 　有価物を売却する（鉄くず・被覆線・照明器具など） 〇

７．令和4年度 環境経営計画の取組結果とその評価、次年度以降の取組内容



7-2．次年度以降の取組状況

（1）二酸化炭素の削減

　　　継続して電力と燃料の使用を削減する取り組みを徹底する。

（2）廃棄物の削減

　　  産業廃棄物と一般廃棄物を分別し削減に努める。

（3）使用水量の削減

　　　継続して節水意識を保ち削減に努める。

（4）エコ活動の推進

　　　継続してグリーン商品を優先して購入する。

（5）環境に配慮した施工及びサービスの提供

　　　継続して取り組みを実施する。

（6）技能向上

      スキルアップの為、各種教育・講習や免許取得などにチャレンジする。

（7）環境に有益な活動の推進

      有価物の売却を行う。

 当社が遵守しなければならない主な環境関連法規等は次の通りです。

   〇廃棄物処理法　〇排出ガス対策型規定　〇フロン排出抑制法

それらの遵守状況を確認した結果、環境関連法規への違反はありませんでした。

尚、関係当局よりの違反の指摘、利益関係者からの控訴等もありませんでした。

我々は変化・進化時代に対応できる品質と技術で、電気・通信インフラの構築、エコビジネスの発展に貢献致します。

お客様に信頼される人材育成、お客様のご要望、ご納得いただける品質の確保、質の高い技術を提供できるよう

これからも「総合エンジニアリング企業」として、環境活動に取り組んで行きます。

　　　　　株式会社　QualityTechnos

　　　　　　代表取締役　　佐藤　賢一　
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８．環境関連法規等の遵守状況の確認・評価の結果及び違反・訴訟等の有無

９．代表者による全体評価と見直し・指示


