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1.組織の概要

1-1.事業所名及び代表者名

■山形パナソニック株式会社

■代表取締役社長 清野 寿啓（セイノ トシヒロ）

1-2.所在地と連絡先（担当者）

■住 所 ：〒990-2401 山形県山形市平清水一丁目1番75号

連絡先：TEL023-622-5402 FAX023-625-7443

Email：info@y-panasonic.co.jp

■担当者：環境管理責任者 稲毛 健一

EA21事務局：経営企画室 鈴木優子

1-3.事業の概要

■家庭電化製品、情報通信機器、放送設備、空調・住宅設備機器

建設付帯資材の販売、修理業務および建築一式工事、電気工事、

超小型EV・EVバイク・自転車販売、サウナ機器販売
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一般建設業 機械器具設置工事業
山形県知事許可（般-2）第100670号

一般建設業 消防施設工事業
山形県知事許可（般-2）第100670号

一般建設業 タイル・れんが・ブロック工事業
山形県知事許可（般-2）第100670号

一般建設業 大工工事業
山形県知事許可（般-3）第100670号

一般建設業 塗装工事業
山形県知事許可（般-3）第100670号

特定建設業 電気通信工事業
山形県知事許可（特-2）第100670号

特定建設業 電気工事業
山形県知事許可（特-2）第100670号

特定建設業 管工事業
山形県知事許可（特-2）第100670号

一般建設業 建築工事業
山形県知事許可（般-2）第100670号

一般建設業 内装仕上工事業
山形県知事許可（般-2）第100670号

一般建設業 屋根工事業
山形県知事許可（般-2）第100670号



1-4.事業の規模

■設 立：昭和27年3月

■売上高と社員数（事業年度：4月１日～3月31日）

■営業所：庄内営業所 山形県酒田市卸町2-5
米沢営業所 山形県米沢市金池8-3-13
新庄営業所 山形県新庄市小田島町5-40
鶴岡営業所 山形県鶴岡市睦町6-14
仙台営業所 宮城県仙台市若林区卸町東1丁目5-33

（各年度 ３月３１日時点）

2. 対象範囲と対象取組期間

■認証・登録範囲

山形パナソニック株式会社 本社、営業所ならびに建設現場

■環境活動レポートの対象取組期間

令和3年4月1日～令和4年3月31日

※会計年度（4月～3月）に合わせ、毎年6月に発行

■本社：山形県山形市平清水1丁目1-75
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事業年度 令和元年 令和2年度 令和3年度

売上高（百万円） 19,001 20,057 17,627

全従業員（人） 306 315 318



３. エコアクション２１実施体制
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Ecology&Economy
〜環境と経済の両⽴〜

山形パナソニック株式会社 エコアクション21
環 境 経 営 方 針

◆創エネ・蓄エネ・省エネ機器の普及拡⼤による
豊かな暮らしの創造とサスティナブルな社会づくりに貢献

◆自社における環境負荷、コストの徹底低減への取組み
◆環境関連法規等の遵守

4.環境経営方針
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令和元年5月1日
代表取締役社長 清野寿啓



エコアクション21活動に伴うSDGsアソシエーション
GOAL3︓あらゆる年齢の全ての⼈々の健康的な⽣活を確保し、福祉を促進する
【取組例】化学物質の適正管理、⼤気汚染の防⽌（建築物の環境負荷低減、
敷地外環境）への取組み。

GOAL6︓全ての⼈々の⽔と衛⽣の利⽤可能性と持続的な管理を確保する
【取組例】⽔使⽤量の削減・効率化、⽔道配管からの漏⽔を定期的に点検
の実施。

GOAL7︓全ての⼈々の安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへの
アクセスを確保する
【取組例】エネルギー使⽤量（購⼊電⼒、化⽯燃料）を把握・報告し削減へ
の取組み。事務所の照明は不在時、昼休み等は消灯。
ウォームビズ・クールビズの採⽤。LED等の省エネ機器の導⼊。
太陽光発電設備・地中熱利⽤設備の導⼊。ハイブリッド⾞や低燃費⾞の導⼊。

GOAL11︓包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続的な都市および
⼈間住居を再現する
【取組例】廃棄物の削減、適正処理。廃棄物リサイクル（紙・あき缶・ガラスびん・
電池等の分別）の徹底。

GOAL12︓持続可能な⽣産消費形態を確保する
【取組例】省資源への取組み。（会議資料のペーパーレス化、使⽤済み⽤紙の
裏紙利⽤）
環境配慮に繋がる創エネ・蓄エネ・省エネ機器等の製品・サービスの提供。

GOAL13︓気候変動およびその影響を軽減するための緊急対策を講じる
【取組例】特定フロンの回収・適正処理の実施。CO2排出量の把握・環境負荷
の削減への取組み。食品ロス削減30・10運動の実施。敷地内の緑化。

GOAL15︓陸域⽣態系の保護、回復、持続可能な利⽤の推進
【取組例】事業所周辺の環境の保全活動を通じ、事業活動を⾏う地域環境配慮
への取組み。
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5.環境経営目標
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※電気のCO2排出係数
本社、仙台、新庄営業所は0.523Kg-CO2/kWh(平成29年度東北電力)を使用。
庄内、米沢営業所は0.589Kg-CO2/kWh(平成29年度やまがた新電力)、12月～CO2フリーを使用。
※令和2年度の実績集計対象は、本社、全営業所（仙台営業所を含む）

環境目標項目
基準年数値
令和2年度

中長期目標（4年）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

CO2排出量(t-CO2) 970

２％削減

3％削減 4％削減 5％削減
951

電力消費量(kWh) 625,000

２％削減

3％削減 3％削減 4％削減
612,500

ガソリン消費量(L) 259,000

２％削減

3％削減 3％削減 4％削減
253,820

軽油消費量(L) 23,700

２％削減

3％削減 3％削減 4％削減
23,226

灯油消費量(L) 2,5８０

10％削減

80％削減 80％削減 85％削減
2,322

ガス消費量(㎥） 42

廃棄物

産業廃棄物（Kg) 70,860

２％削減

2％削減 3％削減 3％削減
69,443

一般廃棄物（Kg) 38,900

２％削減

2％削減 3％削減 3％削減
38,122

水 水使用量（㎥） 1,931

２％削減

3％削減 3％削減 4％削減
1,892

化学物質
（フロン）

適正管理 適正管理

地域貢献活動
（社屋周辺の清掃）

年間
5回

年間
5回

仙台営業所のガスヒートポンプエアコン新導入の為、
令和3年度の実績把握後、再度目標値を設定

基準年数値 令和2年度比

基準年数値 令和2年度比

基準年数値 令和2年度比

基準年数値 令和2年度比

基準年数値 令和2年度比

基準年数値 令和2年度比

基準年数値 令和2年度比

基準年数値令和2年度比



97.8%

6.単年度目標と実績

6-1.自社環境負荷CO2排出量（全体）、その他目標

※電気のCO2排出係数は、本社、仙台・新庄営業所は、0.523Kg-CO2/kWh(平成29年度東北電力)、
庄内、米沢営業所は、0.589kg-CO2/kWh(平成29年度やまがた新電力)を使用。

環境目標項目

令和２年度 令和3年度

実績
（基準値）

目標値
（基準値2％減）

実績値 達成率 評価

CO2排出量（ｔ-CO2） 970 951 969 98％ △

電気（kWh） 625,000 612,500 608,213 １０１％ 〇

ガソリン(Ｌ) 259,000 253,820 247,730 102％ 〇

軽油（L） 23,700 23,226 25,8１０ 89％ ×

灯油（L） 2,580 2,322 1,422 163％ ◎

ガス（㎥） 42 277

産業廃棄物（kg） 70,860 69,443 66,066 １０５％ 〇

一般廃棄物(kg) 38,900 38,122 39,022 ９７％ △

水使用量（㎥） 1,931 1,892 1,853 102％ 〇

その他 環境目標 目標 実績

化学物質（フロン） 適正管理 適正管理

地域貢献活動（社屋周辺清掃） 5回 3回

※評価の目安（達成率） ◎･･･110％以上 〇･･･100～110％ △･･･90～100％ ×･･･90％以下

【令和3年度トピックス】
■ 電気：例年増加傾向にあったが、本社における節電効果と庄内営業所の
移転による設備機器仕様の変更により減少となった。

■ ガソリン・軽油：例年増加傾向にあったが、ECO&COST委員会の
啓蒙活動やリモート会議、商談の実施により減少となった。

■ 灯油：庄内営業所の仮事務所移転により空調機器の仕様変更となり
灯油使用が大幅に減少。

■ 産業廃棄物：庄内、仙台営業所の移転に伴い、一時的に産廃が増加、
然しながら本社における倉庫の一斉清掃がなかった為、全体増
とはならなかった。

※建設現場におけるエネルギー使用量は、購入電力２２０kWh、灯油５４L、CO2排出量０．２５t-CO2、

産業廃棄物は3,099Kg、一般廃棄物は４４０Kg。（上記実績に含まず）

【全エネルギーのCO2排出量比率】
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仙台営業所のガスヒートポンプエアコン新導入後の
令和３年度実績は、277㎥。再度目標値を設定中。
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建物延床面積： 6,380.31㎡ 社員数： 254名

6-2.自社環境負荷CO2排出量（各拠点）

環境目標項目
令和3年度目標値

（令和2年度比 2％減）
令和3年度実績 達成率 評価

CO2排出量
（t-CO2)

253.2 244.0 103% 〇

電力
(kWh)

483,346 464,504 104% 〇

灯 油
(L)

180 460 39% ×

産業廃棄物排出量
(㎏)

57,745 39,598 145％ ◎

一般廃棄物排出量
(㎏)

38,173 39,022 97％ △

水使用量
（㎥）

1,444 1,424 101％ 〇

本社

環境目標項目
令和3年度目標値

（令和2年度比 2％減）
令和3年度実績 達成率 評価

CO2排出量
（t-CO2)

28 21.7 129% ◎

電力
(kWh)

38,426 34,013 112% ◎

灯 油
（L）

2,103 668 314% ◎

LPG
（㎥）

32 24 133% ◎

産業廃棄物排出量
(㎏)

2,824 11,669 24％ ×

水使用量
(㎥)

204 133 153% ◎

庄内営業所

※電気のCO2排出係数については、0.589Kg-CO2/kWh(平成29年度やまがた新電力)、12月～CO2フリーを使用。
※令和3年8月建替工事に伴い仮事務所への移転、空調機器が灯油から電気仕様へ変更となり、灯油使用が減少、移転整理の為、

産業廃棄物排出が一時的に増加。

建物延床面積：1,975.36 ㎡ 社員数： 30名

※評価の目安（達成率） ◎･･･110％以上 〇･･･100～110％ △･･･90～100％ ×･･･90％以下

環境目標項目
令和3年度目標値

（令和2年度比 2％減）
令和3年度実績 達成率 評価

CO2排出量
（t-CO2)

16.9 38.9 43% ×

電力
(kWh)

61,480 64,933 94% △

灯 油
（L）

198 294 67% ×

LPG
（㎥）

6 3.4 176% ◎

産業廃棄物排出量
(㎏)

4,981 6,980 71％ ×

水使用量
(㎥)

119 125 95% ×

米沢営業所 建物延床面積： 2,849.65 ㎡ 社員数： 16名

※電気のCO2排出係数については、0.589Kg-CO2/kWh(平成29年度やまがた新電力)、12月～CO2フリーを使用。

※電気のCO2排出係数については、0.523Kg-CO2/kWh(平成29年度東北電力)を使用。
※自社社屋の太陽光発電設備における発電電力は、8,018kWh/年。（自家消費として使用）

※令和3年8月立替工事の為、
仮事務所へ移転



97.8%

※電気のCO2排出係数については、0.523Kg-CO2/kWh(平成29年度東北電力)を使用。
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仙台営業所 建物延床面積： 357㎡→992.18㎡ 社員数： 13名

環境目標項目
令和3年度目標値

（令和2年度比 2％減）
令和3年度実績 達成率 評価

CO2排出量
（t-CO2)

10.3 9.9 104% 〇

電力
(kWh)

19,747 19,052 103% 〇

産業廃棄物排出量
(㎏)

1,109 1,200 92% △

水使用量
(㎥)

52 41 126% ◎

新庄営業所 建物延床面積： 368.72 ㎡ 社員数： 5名

環境目標項目 令和2年度実績
令和３年度目標

（令和２年度比2％減） 令和３年度実績

CO2排出量
（t-CO2)

5.2 5 13.9

電力
(kWh)

8,775 8,599 25,711

LPG
（㎥）

3 2.9 250

産業廃棄物排出量
(㎏)

2,840 2,783 6,619

水使用量
(㎥)

72 70 130

※電気のCO2排出係数については、0.523Kg-CO2/kWh(平成29年度東北電力)を使用。
※令和3年6月、事務所移転に伴い規模が拡大。よって環境経営目標は年間データ（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）を集計した上で

再度、検討見直しを実施。
※移転に伴い、空調機器が電気からガス仕様へ変更となり、ガス使用量が増加、移転整理の為、産業廃棄物排出が一時的に増加。

環境目標項目
令和3年度目標

（令和2年度比 2％減）
令和3年度実績 達成率 評価

CO2排出量
（t-CO2)

649 641.0 101% 〇

ガソリン使用量
(L)

253,913 247,730 102% 〇

軽油使用量
(L)

23,286 25,810 90% △

全社：ガソリン・軽油

※全社一括集計

全社用車台数：190台
普通貨物：14台 小型貨物：105台 普通乗用：10台 小型乗用：61台

※令和3年6月事務所移転



6-3.環境省エネ機器の普及拡大に伴うCO2排出量の削減

当社で取扱う創エネ・蓄エネ・省エネ機器の販売台数に伴い、ご購入いただいた

お客様の生活環境でのCO2削減を目標として設定しております。

Ｐａｎａｓｏｎｉｃを代表する環境省エネ機器をピックアップいたしました。

※CO2排出削減量の算定根拠は別紙資料①②をご参照ください
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「CO2削減量は、スギの⽊ 何本分︖」
CO2排出量の削減

スギの木換算 約100万本分

画像出典 県HPより

森林の⾯積で換算すると・・
（1haあたり1000本）
みはらしの丘ミュージアムパーク
（総⾯積19.1ha）

約53個分に相当

イメージ

削減したお客様のCO2排出量をスギの木（樹齢80年）の年間吸収量で換算します。
14,175t-CO2※1 ÷ 0.014t-CO2 ※2＝1,012,500本

※1・・・当社の省エネ環境機器販売によるCO2排出削減量
※2・・・スギの木（樹齢80年）は1本あたり１年間で0.014t-CO2のCO2を吸収するといわれています。

出典︓林野庁HP

R3 目標 R3 実績
達成
状況

環境省エネ機器
販売目標

(台)

CO2削減目標

（t-CO2）
販売実績

(台)
CO2削減実績

（t-CO2）

テレビ（40インチ以上） 7,400 385 6,858 357 △

エアコン（家庭用） 14,273 528 12,949 479 △

冷蔵庫（400L以上） 4,900 588 3,995 479 ×

LED照明器具 46,300 9,491 48,847 10,013 〇

太陽光発電システム 20 54 14 38 ×

エコキュート 640 1,561 1,117 2,725 〇

電動アシスト自転車 360 79 379 83 〇

超小型EV 50 7 4 0.56 ×

合計 73,943 12,693 74,163 14,175 〇

※達成状況 〇︓CO2削減目標達成率100％以上、△︓90％以上、×︓90％未満を表す
目標クリア

＆UP



※別紙資料①

環境省エネ機器の普及拡大に伴うCO2排出量の削減算出根拠

環境省エネ機器（電動アシスト自転車）の普及拡大に伴うCO2排出量の削減算出根拠

※別紙資料②
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R3目標 R3実績

達成状況

節水省エネ機器
販売目標

(台)
水使用量削減

（㎥）
販売実績

(台)
水使用量削減

（㎥）

ドラム洗濯乾燥機 2,600 30,368 2,233 26,081 ×

節水トイレ アラウーノ 1,320 8,039 882 5,371 ×

食器洗い乾燥機 820 19,155 1,026 23,967 〇

合計 4,740 57,562 4,141 55,419 △

Panasonicの⽣活家電は
節⽔上手!家事上手︕

6-4.節水省エネ機器の普及拡大に伴う水使用量の削減

当社で取扱う節水省エネ機器の販売台数に伴い、ご購入いただいた
お客様の生活環境での水使用量の削減を目標として設定しております。
Ｐａｎａｓｏｎｉｃを代表する節水省エネ機器をピックアップいたしました。

13

※⽔使⽤量削減の算定根拠は別紙資料③をご参照ください

「⽔使⽤の削減量は、25ｍプール 何個分︖」

削減された⽔使⽤量を⽔泳プール（240㎥）で換算します。
55,419㎥※1 ÷ 240㎥ ※2＝230個

※1・・・節⽔省エネ機器販売による⽔使⽤の削減量
※2・・・25ｍプール容量 25ｍ×幅8ｍ（4コース）×深さ1.2ｍ＝240㎥

約230個分
山形市馬見ヶ崎プール

ジャバ 屋内プール

画像出典 公式HPより

※達成状況 〇︓CO2削減目標達成率100％以上、△︓90％以上、×︓90％未満を表す



※別紙資料③
節水省エネ機器の普及拡大に伴う水使用量の削減算出根拠
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7.環境活動計画と取組結果および次年度環境経営計画

カテゴリ 活動・取組項目 活動の具体的内容
実施
時期

場所 担当者
チェック月

6 9 12 3

■全拠点

ECO
チーム

フードロス防止＆社会貢献活動
自宅の余剰食品をNPO法人を
介し近隣のこども食堂へ寄付

9-10月 全社 ＥＣＯ 〇 ◎

ガソリン代削減活動 社用車へエコドライブステッカーを貼付 9月 全社 ＥＣＯ ◎

衣服リユース活動
着れなくなった衣服をNPO法人を介
し施設等へ寄付

3月 全社 ECO ◎

エアコンフィルター定期
クリーニング

定期的にエアコンのフィルターの
清掃。

定期
清掃時

事務所
フロア
担当者

◎ ◎ ◎ ◎

COST
チーム

ペーパーレス化の推進
コストの再徹底、削減ステッカー
配布、貼付

全社 全社 COST ◎

取引先の集金業務の縮小
集金業務コストの削減
（電建事業部）

4-5月 全社 COST ◎ ◎ ◎

ガソリン代削減活動
重点削減の啓蒙発信、正しい暖機
運転の方法の発信

通年、
冬期

全社 COST

電気使用の見える化 DM監視システムの導入検討 8月 本社 COST 〇 ×

共通
チャレンジリレー

個人による環境活動の紹介、イントラ
定期発信

通年 全社
E&C委

員会

◎ ◎ ◎ ◎

ガソリン代削減活動
エコドライブ啓蒙ポスターのイントラ
定期発信

通年 全社 ◎

廃棄物 リサイクル推進
エコキャップ回収 通年 全社 総務課 ◎

金属・段ボールリサイクル 通年 全社 総務課 ◎ ◎ ◎ ◎

製品・
サービス

環境省エネ・節水機器の普及 事業活動による普及拡大 通年 全社 全社 ◎ ◎ ◎ ◎

■各拠点

本社 助成物・カタログ等の適正管理
メーカー調整、福祉団体への寄付を
検討

通年 本社 該当部門 〇 ×

庄内
社内清掃の徹底 エアコンフィルターの定期クリーニング

定期
清掃時

庄内 総務課 ◎ ◎

LPガス機器の変更検討 ガス式→電気式
年度内
検討

庄内 総務課

米沢
トイレ仕様の見直し 和式4台→洋式アラウーノ

年度内
検討

米沢 総務課 ×

LPガス機器の変更検討 ガス式→電気式
年度内
検討

米沢 総務課 ◎

新庄 事務所照明器具LED化 事務所照明器具6灯分→LED化
年度内
検討

新庄 総務課 ◎

化学物質
関連

化学物質使用量の
適正管理

化学物質適正使用基準の作成 通年 本社・庄内 CSセンター ◎

使用量の把握 通年 本社・庄内 CSセンター ◎

その他 会社周辺の清掃活動
周辺道路のごみ拾い、側溝清掃、草刈り
などの実施

６～１１月 会社周辺 総務課 ◎ ◎

〇＝計画 ◎=実施 ×=未実施

15

7-1．環境活動計画と取組結果



カテゴリ 活動・取組項目 活動の具体的内容
実施
時期

場所 担当者

ECO
＆

COST

社用車カーシェアリング
全社用車の稼働率、用途を再検証し
シェアリング化、減車を実施。

9-10月 全社 E&C委員会

次世代自動車へのシフト
社用車採用における次世代自動車へ
（ハイブリッドカー、eモビリティ）の
シフト

通年 全社 総務課

太陽光発電、蓄電池設備
拡充計画

全拠点、ショールームにおける
再生可能エネルギーシステムの
導入検討、計画

通年 全社 E&C委員会

使用エネルギー実績の
見える化

全拠点の電気使用量、ガソリン、
軽油使用量の実績状況の発信

通年 全社 E&C委員会

エアコンフィルター定期
クリーニング

定期的にエアコンのフィルターの
清掃。

定期
清掃時

事務所
フロア
担当者

ペーパーレス化の推進
コストの再徹底、削減ステッカー
配布、貼付

全社 全社 COST

ガソリン代削減活動
重点削減の啓蒙発信、正しい暖機
運転の方法の発信

通年、
冬期

全社 COST

共通

チャレンジリレー
個人による環境活動の紹介、イントラ
発信

通年 全社

E&C
委員会フードロス削減・衣類リユース

等の地域社会貢献
NPO法人を通じて実施 通年 全社

廃棄物 リサイクル推進
エコキャップ回収 通年 全社 総務課

金属・段ボールリサイクル 通年 全社 総務課

製品・
サービス

環境省エネ・節水機器、
eモビリティの普及

事業活動による普及拡大 通年 全社 全社

化学物質
関連

化学物質使用量の
適正管理

化学物質適正使用基準の作成 通年 本社・庄内 CSセンター

使用量の把握 通年 本社・庄内 CSセンター

その他 会社周辺の清掃活動
周辺道路のごみ拾い、側溝清掃、草刈
りなどの実施

６～１１月 会社周辺 総務課
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7-２.次年度 環境経営計画



8-1. 環境事業活動

①e-モビリティの普及拡大に伴うＣＯ2排出量の削減

Business activity of  eco

これまでの電動アシスト自転車、 超小型EV（電気自動車）e-Appleの販売に
加え電動ハイブリッドバイクをスタートしました。
当社で扱うe-モビリティは全て走行時のCO2排出量がゼロ！

SDGSへの社会的関心の高まりや2030年代の電気自動車へのシフト化を見据え
e-モビリティ分野における新たな環境価値商材を幅広くご提案いたします。

【試乗会の様子】

【様々なPR活動】

環境に優しいのもちろんですが折りたたんで持ち運びも可能です。
アウトドアや旅先でも大活躍のハイブリッドバイクは、
“ECOと楽しさ”が両立できるモビリティです！

環境に優しい！
走行時は

CO2排出ゼロ！
移動のパートナー

折りたたんで
持ち運び可能！

【地元紙 掲載記事】

8.環境活動の取組結果
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当社の年間エアコンクリニーング（実績228台）による
CO2削減・ 節約効果 シミュレーション

CO2削減量 6,558
kg-CO2/kWh

算出内訳
55kWh×228台＝12,540kWｈ×0.523Kg-CO2/kWh※

節電金額 32.7万円 〃
1,487円×228台

②エアコンクリーニングで省エネを！

Business activity of  eco

18

エアコンは、室内機のフィルターにホコリがたまると目詰まりし、空気を取り入れる
量が減ってしまいます。結果、エアコンは必要な空気を確保しようとして消費電力が
アップしてしまいます。

エアコンクリーニングは、機器本体の性能を引き出し、カビ、汚れ、ニオイも除去します。
当社は、エアコンクリーニングの推進で、省エネはもちろん、快適で衛生的な生活空間
をお客様へご提供してしております。

【エアコンクリーニングによるCO2削減と電気代節約の効果について】

品番 期間 消費電力量 電気料金

CS-X361D
（12畳用）

夏期（3か月） ３４４kWh 9,288円

冬期（6か月） ６８８kWh 18,576円

※電気代27円/kWhでシミュレーション

※環境省HP 「coolchoice」より

ところが1年間エアコンクリーニングをしないと・・・

夏期で約4%、冬期で約6％も電気料金がUP！

パナソニック エアコン 「エオリア Xシリーズ」 消費電力量と電気代の目安

※CO2排出係数 平成29年度東北電力

年間1台あたり
消費電力量 夏期 344kWh×4％＝14kWh↑

冬期 688kWh×6％＝41kWh↑ 約55kWh↑
電気料金 夏期 9,288円×4％＝372円↑

冬期 18,576円×6％＝1,115円↑ 約1,500円↑

※画像引用 パナソニックHPより



fuel reduction of  eco

ガソリン削減でCO2削減＆コストバスターを！

今年度はガソリン使用に関して「使用量の削減によるCO2削減と価格高騰対策」を
重点課題として取組みました。

19

①「重点取組の再徹底」
令和3年4～7月期のガソリン使用量、料金について前年対比の実績を全社員に

周知徹底した。

使用量はほぼ横ばいにも関わらず、ガソリン単価の高騰で料金が

大幅にUPしていたことから、使用量削減に向け社用車使用ルールの再徹底を実施。

【令和４年１～２月 社内告知とコストバスター効果シミュレーション】

②「冬の正しい暖機運転について」
冬期の車の使用方法について必要以上の暖機運転は、ガソリンの無駄な使用や
回転等のパーツの摩耗に繋がります。過度の暖機運転について正しい知識を周知徹底

することによりガソリン使用量の削減によるコストバスター効果を啓蒙。

【令和４年８月 社内告知と重点取組の再徹底】

8-2. 環境活動



work Style Reform of  eco

会議スタイルの改革でCO2削減＆コストバスターを！

「会議スタイル変革（リモート活用）による生産性の向上・経費削減」

【会議スタイル改革 報告シート記入例】

switch8働き方改革プロジェクトによる活動。これまで対面形式だった会議や打合せ

をリモートで繋ぎ場所を選ばず行うことで業務生産性の向上、時間短縮、移動による

ガソリン代の削減につなげる活動を実施しました。
実施内容は、現状の会議内容、種別、対内向／対外向、回数、オンライン化の方法、

目標を設定。各部門ごと「目標設定シート」に記入し、その後、実績値を集計。

活動実施の結果、時間短縮に伴うコストカットや旅費交通費、宿泊費、ガソリン使用量の

削減でCO2排出削減の実現につながりました。

事業部合計 1⼈当たりの削減⾦額 事業部合計 1⼈当たりの削減量
CS・エンジニアリング事業部 197,929 11,643 248.6 14.6
コンシューマー事業部 1,133,847 39,098 2058.5 71
ソリューション事業部 2,866,101 62,307 3535.3 76.9
電建事業部 1,280,857 55,689 1657.1 72
管理センター 481,811 24,091 210.8 10.5
全社合計 5,960,545 44,152 7710.3 57.1

旅費交通費 削減⾦額（円） CO2削減量（kg-co2)
事業部

【会議スタイル改革 実績集計結果】

【社内案内資料】

活動実施の結果、旅費交通費は約600万円、CO2削減は7,710kg-CO2の削減
となり大きな成果となりました。
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Stop Foodloss & Reuse of  eco

①「フードロス防止＆こども食堂支援」
まだ食べられるのに廃棄されてしまう食品ロスが大きな社会問題となっています。

そこで当社は、山形県社会福祉協議会運営の「山形県子どもの居場所づくりサポート
センター」へ自宅で食べきれない食品を提供、フードロス防止と子ども食堂の支援で
地域貢献活動を行っています。

②「衣類リユース＆子ども支援」

【令和３年１０月
NPO法人「福わたしの会」様へ寄付】

21

ネグレクト（育児放棄・育児怠慢）を受けている子どもたちや、ヤングケアラーと
呼ばれる家族の介護やケア、身の回りの世話を担う18歳未満の子どもたちに社員
より春夏用の衣服を寄付。衣類のリユースと子どもたちへの支援で地域貢献活動
を行っています。

フードロス防止＆衣類リユースの推進で地域貢献

【令和３年９月 社内告知と結果報告】

【令和４年３月 社内告知と結果報告】



環境関連法規等の名称 遵守すべき内容 遵守状況

廃棄物処理法

産業廃棄物を排出する場合：委託基準、委託契約書、マニフェスト
交付・返却確認・交付状況報告。
特別産業廃棄物の分別管理と届け出。
水銀使用製品産業廃棄物の取扱、廃棄までの保管の適正管理。

〇

浄化槽法
年１回水質検査を受ける。年１回保守点検・清掃を実施し、その記
録を保存する

○

オフロード法 特定特殊自動車（フォークリフト・ホイールローダ）の基準適合 ○

水質汚濁防止法 灯油漏れ等の事故に際して応急処置と速やかな届出 ○

フロン排出抑制法 業務用エアコンなどのフロン類の適正な回収と措置 ○

家電リサイクル法
特定家電を廃棄する場合：リサイクル料金の支払い。家電マニフェ
ストの写しの交付を受ける

○

小型家電リサイクル法 使用済小型電子機器の適正な排出 ○

自動車リサイクル法
自動車を廃棄する場合：リサイクル費用の負担。登録業者に引き
渡す。引取証明書を受け取る

○

建設リサイクル法
発注者への計画等説明、７日前までの届け出、発注者への書面に
よる完了届

○

容器包装リサイクル法
びん・缶・ペットボトルなど分別基準に基づき容器包装廃棄
物を適正に処理する

○

廃ＰＣＢ特措法 撤去・保管などの届け出 ○

建築基準法
内装仕上げ・換気設備及び天井裏などの工事の際に各規制
遵守する ○

消防法 危険物の流出その他の事故発生時の通報 ○

山形市町村火災
予防条例

少量危険物貯蔵所の届出 ○

高圧ガス保安法 危険時の措置と届出 ○

9.環境関連法規等の遵守状況、訴訟の有無

令和４年5月１３日付において、環境関連法規等の遵守状況を確認したところ、違反項目は認められませんでした。
また、関係当局からの違反等の指摘や指導はありませんでした。
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10.代表者による全体評価と見直しの結果

10-2.環境経営システム変更の必要性

・環境経営方針→このまま継続とします。

・環境経営目標→仙台営業所の移転により使用設備（ガスヒートポンプエアコン）の

変更があり、ガスに関する環境目標の再設定が必要。

・活動計画→このまま継続とします。

10-1.環境経営システムの有効性の評価

10-3.次年度以降の取組みの見直しや方向性

・環境に関連する省エネ機器、節水機器の拡販がCO2排出量や水使用量の削減
に繋がっており、企業としてのCSRを担っているが、他にも機器の販売やサービ
スが環境保全に貢献している事を可視化しSDGSとの関連性をPRしていく必要
がある。（エアコンクリーニング等）

・令和3年度は、仙台営業所の移転、庄内営業所の建替工事の開始された。特に
仙台営業所に関しては建物の規模も拡大し使用設備（ガスヒートポンプエアコン）
にも変更が生じた。同営業所からの空調環境における要望も出ており今後の課
題である。

次年度はGXとEXが経営システムの上でも重要な位置づけとなります。経営面
では太陽光発電、蓄電池を筆頭に住宅・非住宅の脱炭素、環境への低負荷貢献、
eモビリティの普及拡大が重要課題となります。

また、GXとEXの両方の取組としてやまがた新電力との連携や社用車の次世代
モデルへの転換、カーシェアリング、全拠点、ショールームにおける太陽光発電、
蓄電池設備拡充の計画の実施。これらを環境経営システムとEA２１とSDGSと
融合し実現することを期待している。
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山形パナソニックは、これからも
自然環境の保全とCO2削減に取組み

サスティナブルな社会づくりに
貢献してまいります


