
環境経営レポート

2021年度

対象期間：2021年5月1日～2022年4月30日
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私は２００４年に創業して以来、 

会社の発展と、社員の皆様が働ける場所の提供（雇用の確保）を目指して経営をしてきました。 

今後の活動として、『活気あふれる職場環境つくり・電気・通信事業の向上とお役立ち』という

使命に基づき、お客様に心から喜んでいただく商品・技術・サービスの提供をすすめ、更に

発展し、世の中に貢献できる真の企業となるために、組織として最大限の力が発揮できる環境

づくりが必要となってきました。

私は人材の成長があって会社が成長するとの考え方で、人材を育成し、成長した人材に業務を

任せることを基本方針として、社員の皆様一人ひとりが、経営理念を座標軸にして、自分の仕事

に自信と誇りを持てるようにしたいと考えています。

当社の強みである幅広い工事の技術に加えて、設計・コンサルの工事完工までのトータル受注が

できる機動力を遺憾なく発揮できる『チームユウテック』を作り上げ、付加価値の高い商品を提供 

できる社員の育成を行い、考える集団を作っていき、万全の社内体制を目指します。  
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社会貢献活動（ボランティア）に積極的に参加する。

環境経営目標・活動計画を定め、継続的改善に努める。

　制定日：2015年2月9日

　　　辻本大介

環境経営方針は、全従業員に周知する。

　改定日：2018年5月1日

　株式会社ユウテック

廃棄物の排出量の削減およびリサイクルの推進に努める。

水使用量の削減に努める。

環境配慮商品の販売促進に努める。

□ 行動指針

　　ユウテックは、電気・通信事業を展開していますが、商品・技術・ｻｰﾋﾞｽの事業活動を含めた
　ﾗｲﾌｻｲｸﾙ全体で、環境への負荷を限りなく軽減するとともに、顧客に限りなく喜んでいただく
  『電気・通信事業、環境提案事業』を事業領域とする。

環境経営方針 

株式会社ユウテック

□ ごあいさつ

ユウテックは、未来をつなぐ商品・技術・サービスの向上と環境社会のお役立ちをしていきます。

エネルギー使用量の効率的利用によりＣＯ2の削減に努める。

　　代表取締役社長

環境関連法規等や当社が約束したことを遵守する。

□ 基本理念
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（１）事業者名及び代表者氏名

　　株式会社ユウテック

　　代表取締役　辻本　大介

（２）所在地

　　　本　　　社      大阪府阪南市鳥取754-51

（３）設立・資本金

（４）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

　　　責任者　　辻本　大介　　　TEL）072-473-3311

　　　担当者　　辻本　美穂　　　TEL）072-473-3311　

（５）事業内容

（６）事業の規模（2021年度）

　　　受注額：12,700万円

　　　工事件数：1172件

　　　従業員数：本社　6名　

　　　敷地面積：本社　396㎡　

（７）事業年度

　　　５月 ～翌年 ４月

　　　（登録組織名）株式会社ユウテック

　　　（対 象 組 織）本社

　　　　　　　　　全組織が対象

　　　（事 業 活 動）全活動が対象

電気・電気通信設備工事のコンサル・設計・施工

【 対象範囲】認証･登録

【 組織の概要】

資本金　2000万円

　　　電気工事業

　　　建設業許可番号：大阪府知事 許可(般-23) 第126614号 許可年月日 : 令和8年6月17日

創　業　2004年5月　　　設立　2006年5月　　
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制定日:2015年2月9日
更新日:2018年5月1日

兼環境管理責任者

全従業員

・自主的・積極的に環境活動へ参加。

・環境経営レポートの作成・確認・承認

・環境関連法規などの取りまとめ表の作成と承認

･環境委員会の取りまとめ

・環境への負荷及び取組の自己チェック記録の作成・確認・承認

・外部からの苦情や要望等の受付と対応処理

・環境経営活動計画の審議

・環境経営活動実績の確認・評価

・環境委員会は月１回実施する。

EA２１推進委員会
(環境管理事務局）

・代表者が議長を務める。

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用等の準備

・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・環境経営計画書の作成・確認・承認と実施状態の評価

・全体の評価と見直しを実施

・緊急事態の想定及び対策の作成、訓練の実施と確認

・代表者による課題とチャンスの作成、定期的に見直し

・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚。

最高責任者（社長）

・問題点の是正処置及び予防処置の対応、結果の確認

役割・責任・権限

・環境経営に関する統括責任

社長兼環境管理責任者

工事部 営業・総務部 業務支援

EA21推進委員会 管理責任者事務局
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　□ 本社 ※ 2013年度電気事業者別二酸化炭素実排出係数：関西電力株式会社　0.522㎏-CO2/kWh 
削減率： 実績÷基準値（2013年度実績）
達成率： 削減目標＝（目標÷実績）向上目標＝（実績÷目標）

基準年度

2013年度

(基準値) (目標)

kg-CO2 5,967 5,549

基準年度比 削減率 93%

達成率

㎥ 67 62

基準年度比 削減率 93%

達成率

kg 6,170 5,738

基準年度比 削減率 93%

達成率

千円 2,400 2,760

向上率 115%

達成率

　□ 現場 ※ガソリン：二酸化炭素排出係数　2.32kg-CO2/L　軽油：二酸化炭素排出係数　2.58kg-CO2/L

kg-CO2 46,735 43,464

基準年度比 削減率 93%

達成率

*すべて下請け工事の為、産業廃棄物は元請が処理、自社では分別の徹底と保管を実施している。

*産業廃棄物排出なし。化学物資使用なし。目標設定していません。

□ 環境経営計画の取組内容とその評価、次年度の取組内容

本社　　　　　　　　　　　　　　　

・空調の適正化

・ブラインド・すだれを活用

・昼休憩は電気を消灯する

・節水の呼び掛け

・蛇口締めつけ確認

・環境商品の普及ＰＲに努める

・環境商品の自社展示

・展示会へ出展する

一般廃棄物の削減

・分別の徹底

建設現場

・不必要なアイドリングをしない

・定期的なオイル交換・タイヤ空気圧点検

・できるだけ公共交通機関を利用する

・急なアクセル・急なブレーキに注意する

・運行記録をつけて燃費計算の分析

42,529

（確認の結果）目標達成
（評価）以下の活動を実施した結果、目標を達成した。
・空調温度の適正化
・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・すだれを活用
・昼休憩は電気を消灯
（次年度の取り組み）
・継続実施する

（確認の結果）目標達成
（評価）以下の活動を実施した結果、目標を達成した。
・節水の呼びかけができた。
・蛇口の締付確認も定着した。
（次年度の取り組み内容）
・継続実施する。

（確認の結果）目標達成
（評価）以下の活動を実施した結果、目標を達成した。
・環境商品の普及ＰＲ
・環境商品の自社展示
（次年度の取り組み内容）
・継続実施をする。

（確認の結果）目標達成
（評価）
・ゴミの分別ができ資源ごみをリサイクル会社に売却し、ゴミ量を削減した。
 （次年度の取り組み内容）
・継続実施する。

42,996

91%

107%

達成状況（確認・評価）と次年度の取り組み内容

92%

91%

5,615

91%

125%

電力使用量の削減

自動車燃料（ガソリン、軽油）
の削減

120%

取り組み計画

40,762

87%

92%

2,880

水道使用量の削減

環境配慮商品の販売促進

5,001

67%

140%

5,430

3,000

5,676

5,490

2022年度 2023年度

自動車燃料の二酸化炭素排出量の削減 （確認の結果）目標達成
（評価）以下の活動を実施した結果、目標を達成した。
・不必要なアイドリングをしない。
・定期的なオイル交換・タイヤ空気圧点検
・できるだけ公共交通機関を利用する。
・急なアクセル・急なブレーキに注意する。
（次年度の取り組み内容）
・運行記録をつけて燃費計算の分析

目標達成手段 達成状況（確認・評価）と次年度の取り組み内容

208%

181%

環境配慮製品の販売促進

水道水使用量の削減

51

76%

122%

一般廃棄物の削減

3,250

53%

177%

92%

【 環境経営目標及び環境経営計画の実績・取組結果とその評価】

電力使用量の削減

3,970

(目標)

91%

(目標)

2021年度

　　(実績)　

62 61

環境経営目標 単位

92%
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□ 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

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。

※ 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している。

    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。また、訴訟もありません。
遵守確認年月日：2022年4月30日 
環境管理責任者：辻本 大介

□ 代表者による全体の評価と見直しの結果　　　

代表取締役　辻本 大介

次回の活動レポートの発行は、2022年6月を予定

遵守

適用される事項（施設・物質・事業活動等）

産廃収集運搬業許可証写し保管

事業者の責務第8条（使用済自動車の引渡義務）

遵守

事業者の責務第4条第1項（ディーゼル車）

資源有効利用促進法 消費者の責務第5条（パソコンの引渡義務） 遵守

遵守評価

家電リサイクル法

自動車Nox・PM法

遵守

消費者の責務第6条 特定家庭用機器の引渡義務(テレビ、エアコン、冷蔵庫）

自動車リサイクル法

（１）全体の評価
　　電力使用量は、空調温度の適正化、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞの活用、昼休憩時等の消灯により目標を達成した。自動車燃料使用量は、
  　運行記録、管理シートに記入すること及びエコドライブの意識により目標達成した。
     水使用量も節水の意識等により目標達成した。一般廃棄物の削減もゴミの分別、資源ごみを売却し達成することが
     できた。環境配慮商品は、LED、太陽光発電、蓄電池の販売・施工・設計により大幅に目標達成した。
　
（２）見直し・指示
　　電力使用量は、不要電力の消灯、空調温度の適正化を継続実施すること。自動車燃料使用量は、生産性の向上
  　（コストの削減）につながるので次年度もエコ運転に積極的取り組むこと。水使用量は、コロナ対応で手洗い
     の水が増加するが無理のない範囲内節水に努め、次年度は、コロナの関係で目標設定を維持目標とすること。
     社会貢献活動（事務所周辺の清掃活動）は、今後も継続実施すること。
　  環境配慮商品の販売は、利益の向上にもつながるので、積極的に受注する。

廃棄物処理法 遵守

適用される法規制

項目 見直しの必要性

環境経営方針 否

必要に応じて変更指示

ー

環境経営目標 否

環境経営計画 否

ー

ー

2022年6月2日

実施体制 否

その他の要素 否

ー

特になし



社会貢献活動（会社周辺の清掃活動）

エコドライブ

本社事務所の太陽光パネル設置とＰＲ用モニター

事務所の玄関に設置

ＥＡ推進委員会毎月（第1土曜日）

取組み状況と目標達成の全体会議

ハイブリットカー
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車の燃費率監視
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