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有限会社森田電気設備

2020年度 環境経営レポート
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１. 環境経営システムを維持し、継続的に改善していきます。

２. 環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。

３. 二酸化炭素排出量の削減を推進します（電気、ガソリン、軽油）。

４. 事務所での廃棄物の削減を推進します。

５. 建設現場等での建設リサイクル、循環資源の利用を推進します。

６. 水道水使用量の削減を推進します。

７. 環境に配慮した電気工事の実施を推進します。

８. 本方針を全従業員に周知徹底します。

制定日：
改定日：

代表取締役　 森田　隆史

環 境 経 営 方 針

　当社は、電気設備工事、管工事を主業務としており、各事業分野において、地球環境の
保全のために、環境負荷の一層の低減を図るべく、全社一丸となって、自主的・積極的に
環境への取組を推進します。

2015年6月1日

2019年6月1日
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Ⅱ．組織の概要

（１） 名称及び代表者名

有限会社森田電気設備

代表取締役　　森田　隆史

（２） 所在地

本　　　社 〒656-2311　兵庫県淡路市久留麻２４９－５

（３） 環境管理責任者及び担当者の氏名と連絡先

責任者兼担当者 代表取締役　森田　隆史　 TEL：0799-74-3619
FAX：0799-74-3644
E-Mail：moritadenki@sky.sannet.ne.jp

（４） 事業内容

水道施設工事業、消防設備工事業

　　　許可番号　兵庫県　第801875号　　 許可年月日　令和2年8月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　許可期限　　令和7年8月24日

（５） 事業の規模

設立

資本金 3,000千円

売上高　　　　　

各事業所の規模 　

本社 合計

4名 4名

163㎡ 163㎡

土木工事業、とび・土工工事業、電気工事業、管工事業、

134,425千円（2020年12月～2021年11月）

従業員　　　　　

延べ床面積　　　

平成17年2月25日
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（６） 組織

（本社）

　 　

代表者（社長） ・経営における課題とチャンスの明確化

・環境経営に関する統括責任 

・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

・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、

（社長） ・環境関連法規制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

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・緊急事態対応手順のテスト、訓練の指導及び総括

・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

・従業員への環境方針の周知

・環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施

・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

・環境関連法規制等取りまとめ表の作成

・環境関連法規制等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・従業員に対する教育訓練の実施

・特定された項目の手順書作成  

・緊急事態対応手順のテスト、訓練を実施、記録の作成

・環境活動レポートの作成、公開

　（事務所への備付けと地域事務局への送付）
部門長 ・自部門における環境経営システムの実施

・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

・特定された項目の運用管理

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施
工事責任者 ・建設現場における環境経営システムの実施

（工事代理人） ・工事担当者及び協力会社員に対する教育訓練の実施

・建設現場の環境活動計画の実施及び達成状況の報告

・緊急事態対応訓練の実施、記録の作成

・建設現場での問題点の発見、是正、予防措置の実施
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

（７） 事業年度 12月～翌年11月

環境管理責任者

代表者

社長　森田隆史

環境事務局

社長

工事部

山田耕司

役　割　・　責　任　・　権　限
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Ⅲ．認証・登録の対象範囲

登録組織名： 有限会社森田電気設備

対象事業所： 本社

活動： 土木工事業、とび・土工工事業、電気工事業、

管工事業、水道施設工事業、消防設備工事業

Ⅳ．主な環境負荷の実績

単位
2013年度
基準年度

2019年度 2020年度

kg-CO2 4,523 2,368 3,711

ｋWh 1,451 1,794 1,980

L 1,383 566 1,003

L 268.7 116.0 211.1

kg - - 240

kg 0 520 520

㎥ 31 26 26

Ⅴ．環境経営目標及びその実績

（１）中期目標

kg-CO2 4,523 4,296 4,251 4,206 4,161

対基準 △５% △６% △７% △８%

kWh 1,451 1,378 1,364 1,349 1,335

kg-CO2 607 576 570 564 558

対基準 △５% △６% △７% △８%

L 1,383 1,314 1,300 1,286 1,272

kg-CO2 3,211 3,050 3,018 2,986 2,954

対基準 △５% △６% △７% △８%

L 268.7 255.3 252.6 249.9 247.2

kg-CO2 705 670 663 656 649

対基準 △５% △６% △７% △８%

% - 70% 70% 70% 70%

㎥ 31.0 29.5 29.1 28.8 28.5

対基準 △５% △６% △７% △８%

注2）化学物質の削減については化学物質を使用しないため目標設定しない。

　　　　　　　　　年　度
　　項　目

　軽油
　　使用量削減

　一般廃棄物

　ガソリン使用量

　軽油使用量

2018年度 2019年度 2021年度

水道水使用量

廃棄物排出量

二酸化炭素排出量

　産業廃棄物

Ⅰ．二酸化炭素
　　排出量削減

　電力使用量削減

　ガソリン
　　使用量削減

注1）電力の二酸化炭素排出量への排出係数は、関西電力（株）2017年度実績値の

項　目

Ⅱ．廃棄物排出量

　一般廃棄物
　　削減

　　削減

    調整後係数 0.418kg-CO2/kWh を使用。

Ⅲ．水使用量

　産業廃棄物
ﾘｻｲｸﾙ率の向上

　電力使用量

2013年度
基準年度

Ⅳ．環境に配慮した
　　施工の推進

2020年度

取組推進

適正処理
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（２）2020年度の実績

基準年度 目標 実績 達成度 評価

kg-CO2 4,523 4,206 3,711 113% ○

対基準 △７% △17%

kWh 1,451 1,349 1,980 68% ×

kg-CO2 607 564 828

対基準 △７% ＋36％

L 1,383 1,286 1,003 128% ○

kg-CO2 3,211 2,986 2,329

対基準 △７% △27％

L 268.7 249.9 211.1 118% ○

kg-CO2 705 656 554

対基準 △７% △21％

㎏ 実績不明 実績計量 240 － ○

対基準 － －

% 実績不明 70% 71%

①総排出量 ㎏ 520

②ﾘｻｲｸﾙ量 ㎏ 370
㎥ 31.0 28.8 26.0 111% 〇

対基準 △７% △16%

件 実績不明 取組推進 136 － 〇

対基準

99% ○

　産業廃棄物
ﾘｻｲｸﾙ率の向上

評価欄にて、○：達成（100％以上）、△：やや未達成（95％～100％未満）、
　　　　　　×：未達成（95％未満）

Ⅳ.環境に配慮した
　　施工の推進

Ⅰ．二酸化炭素
　　排出量削減

　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2013年度
2020年度の実績

　ガソリン
　　使用量削減

　電力使用量削減

　軽油
　　使用量削減

（2020年12月～2021年11月）

注1) 達成度欄にて、削減を目指す場合は、達成度＝目標÷実績×100％、増加を目指す場
合は、達成度＝実績÷目標×100％

注2)

Ⅲ．水使用量

　　削減

Ⅱ．廃棄物削減

　一般廃棄物
　　　削減
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Ⅵ．環境経営計画及び取組結果とその評価、次年度の環境経営計画

◎よくできた　○まずまずできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況

（目標達成）

（目標未達成）

×

○ 階段での消し忘れなど、不要照明の消灯を徹底する。

○

（目標達成）

◎ もっと意識をしエコドライブを実行する。

◎ 普段より安全運転に注意しているのでまずまずできた。

◎

（目標達成）

◎ 普段より安全運転に注意しているのでまずまずできた。

◎

（目標達成）

〇

◎

今後も適正処理に努める。

（目標達成）

◎

◎

（目標達成）

〇

○

○

（目標達成）

◎

◎

〇

○

・空調温度の適正化
（冷房28℃暖房20℃）

ガソリン使用量の削減

今後も適正処理に努める。

さらに無駄を省く計画性が必要と思われる。
次年度も、左記取組を継続する。

・清掃時・手洗い時の節水

・アイドリングストップ

・急加速・急停車の防止

もっと無駄を省く計画性が必要と思われる。
次年度も、左記取組を継続する。

・空気圧、オイル等の点検

・保管場所の掲示板を設置

・節水の周知徹底

・分別の徹底

・効率的な移動

（下記の通り）

一部でクールビズも導入したが、もっと多くの工夫が必要
であったため、次回に向け対策を考える。

・設備の空運転禁止

・不要照明の消灯

電力使用量の削減

次年度も、左記取組を継続する。

節水の呼びかけにより達成できたが、より徹底をはかるよ
うにする。
次年度も、左記取組を継続する。

・残材や梱包材量の持帰り、
　リユース・リサイクルの推進

・太陽光発電、オール電化、
　LED照明など顧客への提案

・エコドライブの実践

電気工事現場での残材や梱包材量の持ち帰りや減量は心掛
けている。太陽光発電、オール電化、LED照明など顧客へ
の提案およびエコドライブについては実践している。
次年度も、左記取組を継続する。

・ミスコピーの防止 古紙、カタログ等の計量を実施し実績数を確認した。

昼休みなど長時間不使用時には対応できたが、今後は、
もっとこまめに入・切の操作をする。

評価結果と次年度の環境経営計画

一般廃棄物の削減

産業廃棄物のﾘｻｲｸﾙ率の向上

水使用量の削減

・建設副産物削減及び適正処理

取り組み計画

・節水シールの貼付と
　ポスター掲示

環境に配慮した施工の推進

・素材ボックスの設置

二酸化炭素排出量の削減

（下記の通り）

軽油使用量の削減

・アイドリングストップ
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Ⅶ．環境関連法規等の遵守状況の評価の結果

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、環境法規制等への違反、訴訟、環境上の苦情等も過去３年間ありませんでした。

Ⅷ．代表者による全体の評価と見直し・指示

代表取締役　　森田　隆史
2022年4月16日

適用される法規制

保管基準の遵守、収集運搬・処分業者との適正な契約、マニフェ
ストの交付・保存・確認・交付状況等報告書の提出

フロン排出抑制法

遵守する事項

廃棄物処理法

無 —

消防法

見直しの必要性 見直しの内容

無 —

無 —

無 —

無 —

　二酸化炭素排出量削減に向けてガソリン、軽油の使用量は目標を達成することができました。
一方、電力の使用量に関しては達成度68％となり目標達成には至りませんでした。
3月までの電力使用量（12月除く）は月次、累計共に目標達成していましたが、4月以降の実績値の増加は
兵庫県内での新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置により、事務所内における
打合せ日数の増加、それに伴う資料作成による事務所滞在時間の増加が影響したものと思われます。
　2021年度も引き続き、電力使用量の削減と目標達成を意識し社員一同業務に邁進していく所存です。

項目

環境経営方針

環境経営目標

環境経営計画

実施体制

その他の要素

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ることを確認しました。

フロン類使用機器の定期点検と記録、漏洩防止、廃棄時の適切な処理

消火設備の定期点検、火災訓練の実施
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