
202１年度　環境経営レポート

　　　　（対象期間　2021年1月～2021年12月）

　　　　　発行日：2022年4月18日
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　１．組織の概要

伸栄産業株式会社は地球環境にやさしい社会をつくり、次の世代に安心で安全な
社会を引き継げるよう環境に配慮した会社つくりを目指します。
社員一人一人が地球環境を考え、自分たちがその社会の一員であることを認識し
日々の行動をしていきます。
そして会社全体が地球環境を考えた「持続可能な社会」つくりに貢献できるよう
努力していきます。

（２）取組の対象組織・活動

　　①名称及び代表者

伸栄産業株式会社
代表取締役社長　　吉兼　透泰

　　②対象範囲及び所在地
　　　　　　

本社  　 愛知県名古屋市熱田区旗屋町６１６番地
豊田支店 愛知県豊田市西岡町長土井１３番
名古屋営業所 愛知県名古屋市熱田区旗屋町４０１－４
小牧営業所 愛知県小牧市文津字山岸１００５－１
厚木営業所 神奈川県厚木市栄町2丁目５－３ビューロー８８　１０１
大宮営業所 埼玉県さいたま市北区宮原３－５８４－２
大阪営業所 兵庫県尼崎市崇徳院２－４２－５COM15D

　　➂環境管理責任者及び担当者連絡先

管理責任者　：　管理部　　取締役　内田　順子　　TEL　０５２－６８２－３２８1
　　　担当者　：　管理部　　主任　　 　細江　愛　TEL　０５２－６８２－３２８８

　　④事業内容

　　 機械部品販売業（その他の小売業）

　　⑤設立年月日

　 設立年月日　：　１９６２年８月１０日
事 業 年 度　：　７月１日～６月３０日

（１）環境理念
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　⑥事業規模

資本金　：　１億円
売上高　：　５４億円（第59期2021年6月度）

従業員数（名）
床面積（㎡）
◆合計社員数 85名　（2021年7月現在　役員顧問正社員契約パート全社員数）

◆合計床面積 1,877㎡

　実施体制

伸栄産業株式会社

【本社】

＜名古屋市熱田区旗屋町６１６＞

11名 全社85名

　　◇組織運営に関して
吉兼社長は最高責任者として方針を明文化し責務と役割分担を決め運営内容を
チェックし、最終評価を行う。
内田取締役は管理責任者として方針に基づき運営を行いPDCAを回す。
各営業所長は現場管理責任者として内田取締役の基、方針に従い行動する。
経営企画室メンバーは内田取締役のフォローを各営業所に訪問した際に行う。
事務局はデータの収集等で内田取締役のフォローを行う。

【大宮営業
所】

宮原3-584-2
＜事務局＞

7名
責任者（所

長）
担当者

【大阪営業
所】

崇徳院2-42-
5-15D

＜事務局＞
3名

責任者（所
長）　担当者

1,877

85

計

101.92

大　阪

代表取締役社長
吉兼透泰

顧　問　　　平尾　猛

経営企画室
エンジニアリング事業部　3

名　　　　　　管理部2名
主任　細江愛

＜ＥＡ２１事務局＞
環境管理責任者

取締役　　内田順子

【豊田支店】
長土井13

＜事務局＞
28名

責任者
（支店長）
担当者

【名古屋営業
所】　　旗屋町

401-4
＜事務局＞

13名
責任者（所

長）　　　　担
当者

【小牧営業
所】

山岸1005-1
＜事務局＞

11名
責任者（所

長）
担当者

【厚木営業
所】

栄町2-5-3-
101

＜事務局＞
7名

責任者（所
長）

担当者

7 311 7
454.45 113.92 150407.15 463.21 186.47

16 28 13
小　牧 厚　木 大　宮本　社 豊　田 名古屋
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　２．環境経営方針

【環境経営方針】
「私たちは商品を通してお客様に喜びと満足を与える価値あるサービスを
提供します」を事業活動の基本とし油空圧機器の販売など、環境に
やさしい商品の販売を通じ事業の発展を図るとともに、事業活動を通じ
地球環境に配慮、貢献できるよう努めます

【行動指針】
（１）　環境に関する法律及び協定を順守するとともに関連する社会的要求を
　　　順守します。

（２）　環境に配慮した商品の提供に努めます。　

（３）　環境負荷の低減
　　
　　　①使用電力の削減を目指します。
　　　②ガソリンの使用量の低減を目指します。
　　　③グリーン購入を通じて環境保全を目指します。
　　　④水の使用量を控え排水量削減を目指します。
　　　⑤リユース、リサイクルにより廃棄物削減を目指します。

（４）方針の周知徹底

　　②環境方針の内容を社外にHP及びその他の方法で公開します。

（５）環境教育の実施

　　　①全社員に環境改善活動の教育を徹底します。

伸栄産業株式会社 

　　①この環境方針は全社に掲示及び毎月の社内会議にて周知徹底します。

 改定日：２０２０年１月１日

代表取締役社長　　吉兼　透泰

 制定日：２０１５年４月１日
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３．環境目標
（1）短・中期環境目標　

◇全社合計

単　位 基準値(2015年) 2021年目標 2022年目標 2023年目標

-2.5% -3.0% -3.0%

 kg-CO2 307,601 299,911 298,373 292,405

KWh 201,396 196,361 195,354 191,447

L　 93,279 90,947 90,481 88,671

㎥ 878 856 852 835

ｋｇ 1,681 1,639 1,631 1,598

ｋｇ 459 448 445 436

廃プラ ㎥ 5 0 0 0

缶・ペット ｋｇ 179 175 174 170

％ 60 30以上 30以上 30以上

台 212 230 230 230

◆基準値は2015年の実績値等をベースに策定した

◆電力のCO2排出係数（調整後）は中部電力管内は「0.452」、

東京電力管内は「0.455」関西電力管内は「0.334」を適用。

　いずれも2019年度の調整後排出係数として公表された値を用いた。

◆グリーン購入の数値は現在使用している事務用消耗品の中の

　購入件数比率です。（本社にて一括管理）

◆環境に配慮した商品はダイキン製品の省エネ型製品の販売台数です。

　　（本社にて一元管理）

　　（対象省エネ製品はダイキン製省エネ型ユニット製品です。）

水道量の削減

豊田支店

ごみの削減

グリーン購入

項　　　目

ＣＯ２排出量の削減

ガソリン使用量

電力使用量
内
訳

可燃ごみの削減

前年対比

環境商品販売

不燃ごみの削減
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（２）事業所別環境目標 2021年目標

2019年度調整後排出計数　中部0.452　　関東0.455　　関西0.334　　ガソリン2.32　　/ kg-CO²

単　位 本　　社 豊田支店 名古屋営業所

 kg-CO2 39,614 107,331 47,045

電力使用量の削減 kWh（kgCO2) 48,766(22,042） 64,901(29,335） 17,922(8,101）

ガソリン使用量の削減 L(kgCO2) 7,574(17,572） 33,619(77,996） 16,786(38,944）

㎥ 123 300 144

ｋｇ 277 別途 249

ｋｇ 100 別途 125

単　位 小牧営業所 厚木営業所

 kg-CO2 42,611 23,471

電力使用量の削減 kWh（kgCO2) 22,037(9,961） 13,057(5,941）

ガソリン使用量の削減 L(kgCO2) 14,073(32,650） 7,556(17,530）

㎥ 95 84

ｋｇ 375 192

ｋｇ 62 25

単　位 大宮営業所 大阪営業所

 kg-CO2 27,737 10,941

電力使用量の削減 kWh（kgCO2) 20,316(9,244） 9,362(3,127）

ガソリン使用量の削減 L(kgCO2) 7,971(18,493） 3,368(7,814）

㎥ 58 52

ｋｇ 156 390

ｋｇ 137 0

内
訳

水道使用量の削減

可燃ごみの削減

項　　　目

不燃ごみの削減

水道使用量の削減

可燃ごみの削減

内
訳

ＣＯ２排出量の削減

不燃ごみの削減

不燃ごみの削減

項　　　目

ＣＯ２排出量の削減

項　　　目

ＣＯ２排出量の削減

内
訳

水道使用量の削減

可燃ごみの削減
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４．環境活動計画　

環　境　活　動　内　容

《使用電力量の削減》

①エアコンの省エネ設定を徹底する。

②事務所、倉庫等、未使用時は消灯する。

③使用していない部屋のエアコンは停止する。

④使用していないパソコン等の主電源は切る。

⑤パソコン、コピー機、印刷機などは省エネ設定をする。

⑥空調機のフィルターの掃除やメンテナンスを行う。

《ガソリン使用量の削減》

①急発進、無駄なアイドリングなどせずにエコ運転をする。

②営業車を車検時などにHB車や低燃費車に切り替える。

③非効率で無駄な移動を営業車で行わない。

④公共交通機関を有効活用する。

⑤営業車の整備点検をきちんと行い燃費効率を良くする。

《水の使用量の削減》

①手洗い、洗い物時に積極的に節水を心掛ける。

②洗車時に積極的に節水を心掛ける。

③トイレの水洗及び洗浄時に積極的に節水を心掛ける。

《リユース、リサイクルの推進》

①ごみの分別収集を徹底する。

②使い捨て製品の使用を極力減らす。

③詰め替え可能な製品に置き換える。

《グリーン購入の推進》

①事務用品をグリーン購入適合製品へ積極的に切り替える。

②営業車をグリーン購入適合品へ順次切り替える。

③コピー、プリンターなどグリーン購入適合品に切り替える。

④パソコン、蛍光灯等、グリーン購入適合品に切り替える。

⑤名刺、コピー用品等もグリーン購入適合品に切り替える。

《環境に配慮した製品販売の推進》

①ダイキン製品油圧ユニットEHUエコリッチの販売を強化する。

《活動の責任体制（推進、評価、対策）》

①各拠点長がリーダーとなり担当者を定め活動する。

②営業所ごとの毎月の管理表を基に、評価・対策を行う。
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５．環境目標の実績

（１）全社合計（対象期間：２０２１年１月～１２月）

単　位
前年

（２０２０年）
目　標

実績
（２０２１年）

達成率 評価

 kg-CO2 264,023 301,449 257,398 117% 〇

電力使用量
の削減

KWh 168,194 196,361 174,544 112% 〇

ガソリン使用量
の削減

L　 81,405 90,947 77,331 118% 〇

㎥ 620 856 473 181% ◎

ｋｇ 1,118 1,639 1,595 103% 〇

ｋｇ 443 448 398 113% 〇

％ 17 30 430,756円 57% △

台 80 225 221 98% △

■豊田支店のみゴミ削減目標を別途作成 缶・産廃 72 53 136% 〇

ペット類 124 112 111% 〇

　　（去年までの分類が今期は変わったため数値が変動しました）

項　　　目

ＣＯ２排出量の削減

内
訳

◆豊田支店のごみは市の指示で産廃業者の引取りとなります。

　　（2期連続目標未達の要因は販売力不足による売上の減少です）

水道使用量削減

可燃ごみの削減

◆グリーン購入の数値は現在使用している事務用消耗品の中の購入件数比率

　　ですが、飲料なども購入に含まれています。（本社にて一括管理）

◆環境に配慮した商品はダイキン製品の省エネ型製品（エコリッチ）の販売台数です。

◆化学物質等の取扱いはありません

◆上記以外の産業ごみはほとんどありません。

不燃ごみの削減

グリーン購入

環境商品販売
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（２）事業所別環境目標の実績

◆本社

単　位
前年

（２０２０年） 目　標
実績

（２０２１年） 達成率 評価

 kg-CO2 32,700 39,614 34,622 114% 〇

電力使用量
の削減

KWh 41,771 48,766 44,895 109% ○

ガソリン使用量
の削減

L　 6,779 7,574 6,176 123% ◎

㎥ 89 123 97 127% ◎

ｋｇ 183 277 234 118% ○

ｋｇ 99 100 128 78% ×

◆コロナ対策で事務所を分散し、空き部屋の１Fと会議室の４Fを事務所として使ったため電気量が増えた

◆可燃ごみは目標値が高かった為、達成率が高かった。実際はコロナ対策で本社ビルのスタッフ数が

　　増えたこともあり、前年度より増えている。

◆豊田支店

単　位
前年

（２０２０年） 目　標
実績

（２０２１年） 達成率 評価

 kg-CO2 92,444 107,331 95,160 113% 〇

電力使用量
の削減

KWh 55,591 64,901 60,099 108% 〇

ガソリン使用量
の削減

L　 30,092 33,619 29,308 115% 〇

㎥ 217 300 162 185% ◎

kg 72 72 53 136% ◎

kg 112 124 112 111% 〇

◆全項目、達成できてよかった

缶・産廃の削減

ペット類の削減

項　　　目

項　　　目

ＣＯ２排出量の削減

内
訳

水道使用量削減

ＣＯ２排出量の削減

内
訳

水道使用量削減

可燃ごみの削減

不燃ごみの削減
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◆名古屋営業所

単　位
前年

（２０２０年） 目　標
実績

（２０２１年） 達成率 評価

 kg-CO2 41,797 47,045 41,929 112% 〇

電力使用量
の削減

KWh 15,351 17,922 15,445 116% 〇

ガソリン使用量
の削減

L　 15,025 16,786 15,064 111% 〇

㎥ 104 144 67 215% ◎

ｋｇ 165 249 295 84% ✕

ｋｇ 123 125 49 255% ◎

◆コロナ対策で営業所の機能を一部本社１階に移動させたがエネルギー量の削減にはならなかった。

◆可燃ごみも増えているので今期は削減対策を確認する。

◆小牧営業所

単　位
前年

（２０２０年） 目　標
実績

（２０２１年） 達成率 評価

 kg-CO2 37,757 42,611 33,560 127% ◎

電力使用量
の削減

KWh 18,876 22,037 20,550 107% 〇

ガソリン使用量
の削減

L　 12,597 14,073 10,461 135% ◎

㎥ 69 95 64 148% ◎

ｋｇ 272 375 259 145% ◎

ｋｇ 61 62 90 69% ✕

◆電気使用量が目標よりは低いが昨年を上回った。

項　　　目

内
訳

水道使用量削減

可燃ごみの削減

ＣＯ２排出量の削減

不燃ごみの削減

項　　　目

ＣＯ２排出量の削減

内
訳

水道使用量削減

可燃ごみの削減

不燃ごみの削減
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◆厚木営業所

単　位
前年

（２０２０年） 目　標
実績

（２０２１年） 達成率 評価

 kg-CO2 20,779 23,471 20,254 116% 〇

電力使用量
の削減

KWh 11,184 13,057 9,121 143% ◎

ガソリン使用量
の削減

L　 6,763 7,556 6,941 109% 〇

㎥ 61 84 0

ｋｇ 127 192 91 211% ◎

ｋｇ 24 25 12 208% ◎

◆事務所移転で規模が小さくなり電気量は削減できた。

◆大宮営業所

単　位
前年

（２０２０年） 目　標
実績

（２０２１年） 達成率 評価

 kg-CO2 24,469 27,737 21,297 130% ◎

電力使用量
の削減

KWh 17,402 20,316 16,121 126% ◎

ガソリン使用量
の削減

L　 7,134 7,971 6,018 132% ◎

㎥ 42 58 42 138% ◎

ｋｇ 103 156 122 128% ◎

ｋｇ 135 137 118 116% 〇

◆可燃、不燃ごみとも目標値内だが可燃が若干増えた。

不燃ごみの削減

項　　　目

ＣＯ２排出量の削減

内
訳

水道使用量削減

可燃ごみの削減

不燃ごみの削減

項　　　目

ＣＯ２排出量の削減

内
訳

水道使用量削減

可燃ごみの削減
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◆大阪営業所

単　位
前年

（２０２０年）
目　標

実績
（２０２１年）

達成率 評価

 kg-CO2 9,673 10,941 10,578 103% 〇

電力使用量
の削減

KWh 8,019 9,362 8,313 113% 〇

ガソリン使用量
の削減

L　 3,015 3,368 3,362 100% 〇

㎥ 38 52 41 127% 〇

ｋｇ 268 390 594 66% ✕

ｋｇ 0 0 0

◆不燃ごみの取扱い方法が変わったため目標値の設定の見直しが必要である。

項　　　目

ＣＯ２排出量の削減

内
訳

水道使用量削減

可燃ごみの削減

不燃ごみの削減
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６．環境活動計画の取組結果及び評価、次年度の取組
■評価内容：〇良い、△まあまあ良い、▲あまり良くない、✕良くない

環　境　活　動　内　容

《使用電力量の削減》 評価

①エアコンの省エネ設定を徹底する。 ○

②事務所、倉庫等、未使用時は消灯する。 ○

③使用予定のない部屋のエアコンは停止する。 ○

④使用していないパソコン等の主電源は切る。 ○

⑤パソコン、コピー機、印刷機などは省エネ設定をする。 ○

⑥空調機のフィルターの掃除やメンテナンスを行う。 ○

　　　　　今年もコロナの影響で事務所内での蜜を避けるため普段使わない部屋や会議室も

　　　　　使用したため基本的な電気量が増えた。同じく換気をしながらのエアコン使用も

　　　　　雇用調整助成金を使い、休業日が増えた関係で電気量の削減には貢献できた。

　　　　　まだまだコロナの影響が大きいので換気と室温のバランスを調整しながら

　　　　　営業活動を行っていく。

《ガソリン使用量の削減》 評価

①急発進、無駄なアイドリングなどせずにエコ運転をする。 ○

②営業車を車検時などにHB車や低燃費車に切り替える。 ○

③非効率で無駄な移動を営業車で行わない。 ○

④公共交通機関を有効活用する。 ○

⑤営業車の整備点検をきちんと行い燃費効率を良くする。 ○

■評価：テレマックスによる運転状態の確認を行うことで安全・省エネに貢献できている

　　　　　営業活動をする上でコロナの影響が大きく、訪問営業が出来にくくなり

　　　　　結果、省エネにはつながった。

　　　　　休業日も増えて削減効果を出した。

□取組み：テレマックスの活用は今まで通り行っていきます。

　　　　　営業活動はまだまだコロナの影響が大きく他府県への移動は規制がかかり

　　　　　営業展開できない分、ガソリンの使用量は今期も自然減でした。

　　　　　社用車の電気、ハイブリッド化の推進を行っていきます。

　　　　　コロナ対策で公共交通機関の利用を抑えて、営業車の利用を促進したため

　　　　　エコ活動とは反対の政策を行わなければならなかった。

□取組み：省エネに対する意識は高くなったのでこのままの政策で行う。

■評価：今回もエアコンの温度設定は業務に支障をきたさない程度で運用。

　　　　　あり無駄な電力消費をさせられた。
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■評価内容：〇良い、△まあまあ良い、▲あまり良くない、✕良くない

環　境　活　動　内　容

《グリーン購入の推進》 評価

①事務用品をグリーン購入適合製品へ積極的に切り替える。 ○

②営業車をグリーン購入適合品へ順次切り替える。 ○

③コピー、プリンターなどグリーン購入適合品に切り替える。 △

④パソコン、蛍光灯等、グリーン購入適合品に切り替える。 △

⑤名刺、コピー用品等もグリーン購入適合品に切り替える。 △

■評価：グリーン購入を増やすべく意識をより高め購入比率を上げる努力はしている。

　　　　　ＤＸ化の推進で紙やトナーの消費を極力抑えている。

□取組み：基本的にはグリーン購入対象商品から購入検討を行う。

　　　　　　ＤＸをさらに推進して紙類の消費を極力減らす。

《水の使用量の削減》 評価

①手洗い、洗い物時に積極的に節水を心掛ける。 ○

②洗車時に積極的に節水を心掛ける。 ○

③トイレの水洗及び洗浄時に積極的に節水を心掛ける。 ○

■評価：継続的に節水は全水回りに節水マークを貼り、啓蒙に勤めている。

　　　　　節水に対する意識はできていると思うので継続して結果が出せるようにしたい。

　　　　　コロナ対策として手洗い、うがいの奨励で若干の使用は増えるかもしれないが

　　　　　タオルの使用を止め、紙タオルにしたので、洗濯時の水はかなり減っている。

□取組み：今までの取組みを継続していく。

《リユース、リサイクルの推進》 評価

①ごみの分別収集を徹底する。 ○

②使い捨て製品の使用を極力減らす。 ○

③詰め替え可能な製品に置き換える。 ○

■評価：会社方針で社内に無駄なものを置かないことを徹底しているため、ゴミの処分が

　　　　　一部のお客様の包装資材を引き取らされごみが増えた。

□取組み：：ゴミは社内に持ち込みをしない方針を徹底させ、ゴミそのものを削減していく。

　　　　　ペーパーレス化の推進を行っていく。

　　　　　多い月があるので普段から無駄な購入は避けるようにしていく。

　　　　　コロナの影響で外食が減り、お弁当などの内食が増えごみの量も増加傾向にある。
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環境活動取組の事例（実施写真）１

■名古屋　注番担当者客先表示

通路のどこからでもわかるようになった

スモークと伸栄ロゴを入れて分かりやすくした。 南側に設置することで梱包作業時間が短くなりました

■小牧　棚番の見出し表示

■厚木営業所転居ドア ■小牧　スチリッチフィルムの設置

倉庫内で分かりやすくなった
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環境活動取組の事例（実施写真）２

文具や飲み物、生活用品発注書改善

車を運転する方や出入りする人達がより安全になり、夜間も分
かりやすく蛍光シール付きコーンを設置

すっきりと綺麗に安全になりました

■豊田倉庫作業用マット

■大宮たのめーる ■厚木営業所転居　配線整備

■豊田　安全対策としてカラーコーンを設置

ご高齢のパートさんの腰の安全保護のためにマット
を　　　敷きました。
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環境活動取組の事例（実施写真）３

■豊田コロナ対策直行直帰カレンダー

消毒は、新たに2階も設置、ペーパー用ごみ箱も設置

■名古屋　コロナ対策推進中ポスター
A班B班に分かれて、営業職は、直行と直帰に分か
れて感染対策（期間指定あり）

■大宮感染対策ペーパータオル設置 ■小牧消毒・ごみ箱設置

注意喚起の表示物をイラストの分かりやすいもの
へ更新

－１６－



環境活動取組の事例（実施写真）４

■大宮　ヘルメット使用者■本社　電子申請
ヘルメットを使用している人が分かるようになりまし
た

「労働保険年度更新申告」
「高年齢者雇用状況報告書」を電子申請しました

－１７－



表　主な適用環境関連法規等
確認 評価

2020.12.1 2020.12.1

吉兼 内田

廃棄物の処理に関する法律（廃棄物処理法）

廃棄物の適正な処理の促進に関する条例（愛知県条例）

保管施設の表示と保管基準の尊守

収集運搬業者及び処分業者の委託契約

委託契約書の保管

マニフェストの管理・保管

マニフェスト交付等状況報告

県民の生活環境の保全等に関する条例（愛知県条例）

事業活動及び日常生活に伴う環境への負荷の低減を図るための措置

自動車の使用に伴う環境への負荷の低減 テレマティクスにより環境配慮する運転の実施

資源の有効な利用の促進に関する法律（３R　リデュース、リユース、リサイクル） ○

家電リサイクル法

特定家庭用機器再商品化法 パーソナルコンピュータ（ＤＥＬＬリサイクル）

フロン排出抑制法

フロン類充填の第一種特定製品の全てが対象管理者自身が目視による簡易点検実施

（３ヶ月に１回以上）記録の保管

関連法規に関する新規案件はありません。また遵守状況は2020年１２月1日に確認し問題なかった。

７．

上記環境関連法については、過去３年間、関係当局より環境関連
法規等に関する違反、苦情等の指摘及び訴訟等はありませんで
した。

評価

表示板掲示

契約書・業者の認可証

5年間保管

5年間保管（Ａ/Ｂ２/Ｄ/Ｅ票）

関係監督官庁へ毎年度報告

○

○

○

○

環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果
並びに違反、訴訟等の有無

－１８－



■2021年度はアフターコロナで視界が開けるかと思っていたが中々日常生活が戻らなかった。

　　コロナ対策は継続して推進し、新たな取り組みをしなくてはならなかった。

　　今年度も接触を回避したり、事務所内の蜜を避けるために、会議室や普段使っていない

    部屋にスタッフを分散したりして感染の蔓延を避ける対策をしました。

　　飛沫を防ぐためにビニールの設置、マスクの配付、アルコール消毒、

    体温の検温を徹底しています。

　　空気清浄機も導入し24時間稼働させるなど感染対策の強化を図った。

　　空気感染を防ぐためにエアコンを使いながらも窓を開けての空気の入れ替えなど、かなり

　　無駄なエネルギーの使い方も継続のままでした。

　　反する対策になってしまいました。

　　増加しました。

　　あります。

　　一方、在宅勤務やお客様訪問の自粛、計画的な休業などで節電、節ガソリンなどが

　　行われ実質エネルギーの削減を実現できた。

　　環境に配慮した商品販売は、今期もコロナの影響もあり営業目標を達成することが出来ず、

　　苦戦しました。

　　次年度以降も環境マネジメントの実施体制、環境方針、環境目標、活動計画は

　　このまま継続し、より良い結果が出るよう継続的な改善活動に努めます。

　　

2022年4月18日

伸栄産業株式会社

代表取締役社長　　吉兼　透泰

８．代表者による全体評価と見直し結果

　　洗面所も紙タオルの使用を奨励しクレンザーの使用量を増やしたりと消耗品の使用量が

　　その結果、ガソリン使用量の増加、電気量も普段なら使用しない所での消費と省エネとは

　　コロナ対策はまだまだ続きますので省エネとの関係性をきちんと図りながら活動する必要が
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