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1.組織の概要

　(1)事業所名及び代表者氏名

　　 　ひまわりネットワーク株式会社

　　　 代表取締役社長　　小野　哲彦

　(2)所在地および対象範囲

　　①本社（本館・北館）

　   　愛知県豊田市若草町3丁目32番地8

　　②神田町ビル

　　　愛知県豊田市神田町2丁目5番地3

　　③ひまわりショップ長久手店

　　　愛知県長久手市氏神前215

　　④ひまわりショップみよし店

　　　愛知県みよし市三好町夕田18-8

　　⑤サブセンター  22ヵ所

　　⑥多治見事務所

　　　岐阜県多治見市音羽町4丁目71ー1

　(3)環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

　　　責任者　 総務部長　  　　山本　和右

　　　担当者　 総務部総務G 　係長　磯谷由美子

　　　担当者　 総務部総務G 　係長　伊藤貴子

　　　連絡先　TEL　(0565)35-3440

　　　　　　　　 FAX　(0565)35-3432

　(4)事業内容

　　　 登録一般放送事業(ケーブルテレビ)

　　　 電気通信事業(インターネット・固定電話)

　　　 放送番組の制作・販売

　　　 サブセンターの維持管理業務

　(5)事業規模

本館

北館

298.88㎡

490.71㎡

従業員数

延床面積

(内)神田町ビル

(内)長久手店

2020年度
（2021年3月末）

238人

10,900.85㎡

3,390㎡

3,680.5㎡

(内)本社
2,438㎡

(内)多治見事務所 38.92㎡

(内)サブセンター 563.84㎡

(内)みよし店
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(6)ひまわりＥＡ２１実施体制

   実施体制図

部内推進責任者

部内推進担当

(7)実施体制の役割、責任、権限

①自部署の取り組みに関し、環境管理責任者に準じた責任を持つ
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改定日：2020年8月1日

磯谷
伊藤(貴)

経営企画部

岡本
柴田

部長 部長

総務部

榎並・石濱

総務部長

全従業員 ①環境経営方針・環境経営目標・環境経営計画を理解し積極的かつ自発的に取組む

部内推進
責任者

①自部署の取り組みに関し、環境管理責任者に準じた責任を持つ

②部内への積極的な周知・徹底と推進を図る

③環境経営計画の定期チェックの実施

部内推進
担当

②部内への積極的な周知・徹底と推進を図る

③問題点の是正、予防処置と提案

ひまわり
ＥＡ２１
事務局

①環境への負荷の自己チェック・環境への取組みの自己チェックの実施

②環境関連法規の取りまとめ、遵守評価の実施

③環境経営目標・環境経営計画の作成

④手順書の作成

⑤緊急事態の想定、訓練の実施

⑥問題点の是正、予防処置と記録

⑦環境経営レポートの素案作成

役割

内部監査

①年１回以上監査を行い、代表者及び環境管理責任者に報告する
　・環境経営目標が達成されているか
　・環境経営計画が適切に実施されているか
　・環境への取り組みが継続的に行われているかどうか

環境管理
責任者

①取組み対象組織の明確化（提案）

②代表者に代わり、環境経営システムを「構築」「運用」「維持」し、その状況（環境経営目標
の達成状況、環境経営計画の実施状況及び運用結果、環境関連法規の遵守状況、外部からの環境
に関する苦情や要望）を代表者へ報告

③実施体制の構築

④教育訓練の実施

⑤外部からの苦情等の受付対応、記録

⑥環境経営レポートの発行

代表者

①取組み対象組織の決定

②環境経営方針の策定

③環境管理責任者の任命

④資源(人員・設備・費用等）の準備

⑤代表者による全体の評価と見直し

ひまわりＥＡ２１事務局
総務グループ

ｺﾝｼｭｰﾏ営業部

部長・室長 部長

社長

内部監査
監査役

環境管理責任者

責任・権限

部長 部長 部長 部長 部長

石井
稲垣

作成日：2020年4月1日

全従業員

CR企画室
法人営業部 CS推進部 お客様サポート部 ﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ部 ICTｿﾘｭｰｼｮﾝ部 お客様工事部

代表者

青山・築山
下岡 塚崎 原口

中野
川村

宮崎
薗田(純)
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2.環 境 経 営 方 針 

 

環境理念       

当社は、環境問題への対応が社会的責務であることを認識し、放送・通信サービス提供など 

企業活動のあらゆる面で環境保全に配慮し行動するとともに、全社員で環境負荷の抑制に 

関する取組みを積極的に推進します。      

       

       

行動指針       

(1)環境に関する法律・規制・協定などを遵守し、環境保全の向上及び汚染の予防に努めます。 

(2)次の事項について具体的な目標を設定し、毎年見直しを行う事で継続的な環境負荷の抑制に 

努めます。 

①節電・エコドライブの推進に努め、二酸化炭素排出量を抑制します。 

②分別の徹底・リサイクルの推進に努め、廃棄物排出量を抑制します。 

③節水に努め、排水量を抑制します。 

④グリーン購入推進に努めます。 

(3)社内教育を実施し、全従業員の環境方針に対する理解と環境保全意識の向上に努めます。 

(4)地元メディアとして地域社会とのコミュニケーションを大切にし、環境活動に関する 

情報発信を積極的に行います。  

 

制定日 2015 年 8 月 31 日       

ひまわりネットワーク株式会社      

代表取締役社長             

 

  小野 哲彦        



3.環境経営目標と実績
(1)環境経営目標

2019年度
(4月～翌年3月
の実績値)

基準年度
目標

削減率
目標値

目標
削減率

目標値
目標

削減率
目標値

目標
削減率

目標値

kWh 3,727,096 3,689,825

kg-CO2 1,811,369 1,793,255

kwh 1,357,286 1,343,713

kg-CO2 659,641 653,045

Ｌ 30,977 30,667

kg-CO2 71,867 71,148

Ｌ 702 695

kg-CO2 1,811 1,793

Ｌ 0 0

kg-CO2 0 0

kg-CO2 2,544,687 1% 2,519,241 1% 1% 1%

kg 33,841 1% 33,503 1% 1% 1%

kg 1,078 1% 1,067 1% 1% 1%

kg 41,109 1% 40,698 1% 1% 1%

㎥ 3,394 1% 3,360 1% 1% 1%

㎥ 2 1% 1.98 1% 1% 1%

(4) -

(5) 環境活動節電意識向上 -

※電力の排出係数については、電気事業者毎の排出係数より「中部電力㈱：2015年度二酸化炭素排出係数0.486」を用いて算出。

(※1)2019年度の4月～翌年3月(1年分)の実績数の1％削減を目標値とする。

(※2)2020年度の4月～翌年3月(1年分)の実績数の1％削減を目標値とする。(ただし、電力・ガソリン・軽油は上記のとおりとする。）

(※3)2021年度の4月～翌年3月(1年分)の実績数の1％削減を目標値とする。

(※4)2022年度の4月～翌年3月(1年分)の実績数の1％削減を目標値とする。

(※5)2016年度～ガソリン使用量を社用車に限定し測定。（役員車両は含めず）

(※6)毎月定期回収の産業廃棄物(廃プラ・ビン・缶・発泡・ペットボトル）。

(※7)年数回のスポット回収を行う、混合産業廃棄物。

(※8)想定値の算出方法

　　　電力：本社増改築後に本稼働となった2021年3月と4月の前年比上がり幅を参考に2021年度想定値は2020年度実績より7%増とする。

　　　ガソリン/軽油：新たに稼働を予定している2台について見込み量を2020年度実績に加えた値を想定値とする。（中継車両：ビジョンカー、技術車両：移動電源車）

(3) 排水量の削減

上水使用量の削減：事務所
(本社・神田・長久手・みよし）

上水使用量の削減：サブセンター

グリーン購入の推進 - 備品等の購入時にグリーン購入を検討する

2020年度
の1%削減

<電力＞

2020年度実績+
増改築を見込
想定値の
1%削減

＜ｶﾞｿﾘﾝ/軽油＞

2020年度実績
+2車両増設を
見込想定値の

1%削減

(※8)

-

CO2 2021年度
の1%削減

1%

(2) 廃棄物の排出量削減

一般廃棄物の排出量削減

安定型混合廃棄物(混合産廃)の排出量削減(※7)

1%
④軽油の使用量削減

CO2合計（①＋②＋③＋④＋⑤）

CO2

1% 1% 1%

1% 1% 1%

1%

1%

1%

2022年度
の1%削減

1% 1%

1% 1%1%

CO2

③ガソリンの使用量削減(※5）

環境経営方針の項目 取組の項目 単位

年間の削減目標又は取組み頻度

2020年度
 (2019年4月～翌年3月の

実績値1％削減)
(※1)

2021年度
(※2)

2022年度
(※3)

エコカード（各自の省エネ活動）を活用し意識の向上を図る

発行日 2021年4月1日

文書識別 □作成　　■変更　　□改定

責任者 総務部長

2023年度
(※4)

1%

CO2

1% 1%
CO2

⑤A重油の使用量削減

産業廃棄物の排出量削減(※6)

(1)

②電力の使用量削減：サブセンター
1%

二酸化炭素の
排出量削減

①電力の使用量削減：事務所
(本社・神田・長久手・みよし）
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(2)環境経営目標の実績

■作成　　□変更　　□改定

総務部長

目標
削減率

前年比
目標に対する

評価(※1)

kWh

kg-CO2

kWh

kg-CO2

Ｌ

kg-CO2

Ｌ

kg-CO2

Ｌ

kg-CO2

kg-CO2 2,544,687 1% 2,568,210 +0.91% ×

kg 1% ▲35.0％ 〇

kg 1% ▲12.2％ 〇

kg 1% +32.5% ×

㎥ （※3） 3,394 1% （※3） 2,804 ▲17% 〇

㎥ 1% ▲50% 〇

-

-

※電力の排出係数については、電気事業者毎の排出係数より「中部電力㈱：2015年度二酸化炭素排出係数0.486」を用いて算出。

(※1)○目標達成且つ前年比減、△目標末達だが前年比減、×目標末達且つ前年比増

(※2)2016年度～2017年度よりガソリン使用量を社用車に限定し測定。（役員車両は含めず）

(※3)北館増築工事に使用した水の使用量および漏水の異常値を除いた実績数値。

(※4)毎月定期回収の産業廃棄物(廃プラ・ビン・缶・発泡・ペットボトル）。

(※5)年数回のスポット回収を行う、混合産業廃棄物。

発行日 2021年5月31日

文書識別

責任者

環境経営方針の項目 取組の項目 単位

取組期間の削減目標

2019年度
4月～翌年3月

2020年度　4月～翌年3月

基準年度 目標値 実績

①電力の使用量削減：事務所
(本社・神田・長久手・みよし）

3,727,096
1%

3,689,825 3,857,356

30,667 23,980
▲22.6%

+3.5% ×
CO2 1,811,369 1,793,255 1,874,675

〇

1,934

71,866 71,148 55,633

④軽油の使用量削減 702
1%

695 750

40,698

×
CO2 0

2,519,241

+6.8% ×
CO2 1,811 1,793

1

CO2合計（①＋②＋③＋④＋⑤）

算出不能
0

一般廃棄物の排出量削減 33,841 33,503

3,360

安定型混合廃棄物(混合産廃)の排出量削減(※5) 41,109

-  エコカード（各自の省エネ活動）を活用し意識の向上を図る。

21,980

54,508

産業廃棄物の排出量削減(※4) 1,078 1,067 947

上水使用量の削減：事務所(本社・神田・長久手・みよし）

上水使用量の削減：サブセンター

1,308,018

③ガソリンの使用量削減(※5） 30,977
1%

CO2

- 備品等の購入時にグリーン購入を検討する。

2 1.98

▲3.6%

271

〇
CO2 659,641 653,045 635,697

⑤A重油の使用量削減 0
1%

100

(2)①二酸化炭素の排出量削減

(2)②廃棄物の排出量削減

(2)③排水量の削減

(2)④グリーン購入の推進

(3)環境活動節電意識向上

0

②電力の使用量削減：サブセンター 1,357,286
-

1,343,713
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4.環境経営計画
計画作成日

取組開始 取組終了

2020年4月 2021年3月

①空調関連の電力削減 ⅰ クールビズ・ウォームビズの活用 定期チェック 部長

ⅱ 会議室の冷暖房OFF 定期チェック 部長

ⅲ
適正なエアコン設定温度（室温：冷房時28℃、暖房時20℃）
の周知・徹底

定期チェック 部長

ⅳ 各所、エアコンスイッチ付近に温度計の設置 設置 総務部

②照明関連の電力削減 ⅰ ３Ｆ機器室の照明消灯 定期チェック 部長

ⅱ 残業時、退社時等の不要照明のＯＦＦ 定期チェック 部長

ⅲ 高効率（HF）蛍光灯の利用、器具更新時のＬＥＤ化検討。 更新検討時 総務部

③その他の電力削減 ⅰ 帰宅時のＰＣ電源ＯＦＦの徹底 定期チェック 部長

ⅱ 健康対策と相まった階段利用の励行(エレベーター適正利用) 定期チェック 部長

ⅲ エコカードの表示 定期チェック 部長

ⅳ トイレ、流し場等の電気温水器の設定温度を「低」に設定 定期チェック 総務部

ⅴ 保温便座の温度を冬季は「低」に、5-10月は「切」に設定 定期チェック 総務部

ⅵ 使用電力量の報告・掲示 定期チェック 総務部

ⅶ デマンド装置警報の一斉メール配信と節電呼びかけ 定期チェック 総務部

ⅷ よしずの設置 定期チェック 総務部

①ガソリン・軽油の ⅰ 適正な車両管理（空気圧、燃費把握等） 定期チェック 部長

　使用量削減 ⅱ エコドライブの徹底 定期チェック 部長

ⅲ 積載物の見直し（不要荷物を乗せない）と周知 定期チェック 部長

ⅳ 車両更新時にＨＶ・ＥＶ検討 更新検討時 総務部

ⅴ 燃費情報の共有（サイボウズメール） 定期チェック 総務部

①紙の削減 ⅰ 両面印刷、裏紙利用の推進（個人情報保護の徹底） 定期チェック 部長

ⅱ 印刷時の2up、4up出力の奨励 定期チェック 部長

ⅲ 業務資料の簡素化、電子化によるペーパーレス化 定期チェック 部長

ⅳ 排出状況の現地確認 定期チェック 総務部

②その他廃棄物の削減 ⅰ 分別の徹底（分別基準と表示の徹底） 定期チェック 部長

ⅱ 事務備品のリサイクル（クリアファイル・ゼムクリップ等） 定期チェック 部長

ⅲ 排出状況の現地確認 定期チェック 総務部

①水道の使用量削減 ⅰ 本社、店舗で水道の漏水を月１回確認する 定期チェック
総務部
各店長

ⅱ 散水条件の見直し 定期チェック
総務部
各店長

ⅲ トイレの音姫の点検 定期チェック
総務部
各店長

(2)④グリーン購入推進 ①グリーン購入の推進 ⅰ
文房具購入の際、金額差がなければエコマーク商品を優先的
に購入する

定期チェック 総務部

(2)③排水量の抑制

通年

通年

通年

通年

(2)②廃棄物の排出量削減

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

(2)①二酸化炭素の排出量削減
通年

通年

季節に応じて

通年

季節に応じて

季節に応じて

季節に応じて

通年

季節に応じて

通年

通年

通年

通年

通年

通年

2020年4月1日

環境経営
方針No

環境目標 具体的な取り組み内容 確認方法 責任者
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5.環境経営目標の取組み結果とその評価、今後の取組み内容 

 

 

 

 

二酸化炭素の排出量削減(方針 NO.(2)①) 

①電力の使用量削減：事務所(本社・神田・長久手・みよし）（前年比 ＋3.5% 評価 ×） 

(評価) 

【当期取組み内容】 

No. 内容 実施時期 

1 エコカードの点検・再配付実施 7,10,1,3 月 

2 クールビズの活用 5-10 月 

3 ウォームビズの活用 12-3 月 

4 ＜新規＞使用電力量の月報の小改善 5,8 月 

5 ＜新規＞別拠点との連携を図る情報共有の場を新設 6 月 

6 ＜新規＞本社南側の日よけ設備の更新（遮光性能向上)  7 月 

7 ＜新規＞使用電力量の月報：神田店の発行 7 月 

8 ＜新規＞神田町ビル照明の LED 更新 10 月 

9 ＜新規＞社内 web 掲示板で使用電力量等の情報発信 12 月～ 

10 ＜新規＞冷蔵庫へ節電対策「冷気まもるくん」の実施 

[図 5-1-1] 

3 月 

11 本社使用電力量の掲示実施 毎月 

12 各店舗への電気使用量の掲示 毎月 

13 帰宅時 照明・PC の OFF 点検 毎日 

神田店を除き事務所の電力使用量は目標未達。コロナウイルス感染防止対策として、各事務所の密

を防ぐことを目的に会議室および店舗（長久手店・みよし店）を事務室利用するなどの対策を実施。それ

に伴い、恒常的に電気を使用する環境となったため電力使用量が増加していると推定。また、定期的な

換気によって室内温度が変化するため空調稼働が増えていることも要因と思われる。 

その他、電力使用量の増加要因としては、職場環境改善として 8 月に若草店屋外に来客用自販機

（年間消費電力 729kwh）を 1 台増設した他、11 月に事務所用加湿器 5 台を増設したことも考えられる。 

コロナウイルス感染防止対策により電力使用量増加はやむを得ない状況であったが、節電・省エネに

関して神田町ビル内照明の LED 化や本社日よけ設備の更新、社内 web 掲示板の利活用による効率的

な情報発信と各拠点との連携による社員の意識向上等、諸施策に取組み、電力使用量の増加抑制に

努めた。 

なお、当期は本社北館の増築（12 月電力稼働開始）に伴い電力使用量が大きく増加している。2021

年 4 月以降も本館改修により電力使用の実態が当期と大きく変化するものと考えるため、増改築を見込

んだ想定電力使用量を算出し次年度目標値として掲げたい。 

 

 

 

 

作成日 2021 年 5 月 31 日 

作成者 ひまわりＥＡ21 事務局 



9 
 

4 月～翌年 3 月 2019 年度 2020 年度 
前年比 

削減率 

目標に対する 

評価 

外
部
調
達
電
力 

本社 1,597,960kWh 1,685,891kWh +5.5% × 

神田店 8,214kWh 5,945kWh ▲27.6% ○ 

長久手店 44,106kWh 45,337kWh +2.8% × 

みよし店 148,498kWh 150,889kWh +1.6% × 

神田町ビル 1,928,318kWh 1,969,294kWh +2.1% × 

総計 3,727,096kWh 3,857,356kWh +3.5% × 

 

[図 5-1-1] 

 

【今後の取組み】 

目標値 本社増改築による電力使用量の増加を反映した 2021 年度想定値 

の 1％削減(3,990,290 kWh ) 

重点取組み ・使用電力量の報告、社内 web 掲示 

 ・エアコン設定温度の点検 

 ・省エネ設定の再点検（PC・複合機等） 

 ・待機電力削減に向けた主電源 OFF の呼びかけ、共用部分照明スイッチの人

感センサー化による切り忘れ防止 

 ・エレベーター使用時の“2アップ 3ダウン運動”の奨励 

 ・＜新規＞増改築後のサーキュレーター効果測定 

 ・＜新規＞照明スイッチの小ブロック化によるきめ細かな ON/OFF の徹底 

 ・＜新規＞調光スイッチの活用/こまめな調光による最適照度の遵守 

 ・＜新規＞積極的な Low-E ガラスの採用、北館２Ｆ・３Ｆへのライトシェル

（庇）設置による空調効率改善の効果測定 
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②電力の使用量削減：サブセンター （前年比 ▲3.6% 評価 ○）※異常値監視→異常なし 

(評価) 

【当期取組み内容】 

No. 内容 実施時期 

1 電力使用量確認 毎月 

2 空調の定期点検 年 4 回 

3 ＜新規＞データロガーの設置 [図 5-1-2]  

サブセンターは従業員が常時滞在することはないが、事業用機器を常時稼動させ、一定の室温を

維持するため、空調は常時稼働。適切な設定温度管理を目的に、各サブセンターに記録装置（デー

タロガー）を設置。当期は温度の状況採取を行い、最適な設定値の検討を行った。 

2021 年度も空調の定期点検を行い、異常がないか適切な温度管理を行う。 

 

[図 5-1-2]データロガー 

 

【今後の取組み】 

目標 2020 年度実績の 1％削減(1,294,938kWh ) 

重点取組み ・定期的な使用量、異常値点検 

 

③化石燃料の使用量削減：ガソリン（前年比 ▲22.6%  評価 〇） 

④化石燃料の使用量削減：軽  油（前年比 +6.8%   評価 ×） 

⑤化石燃料の使用量削減：Ａ 重 油（前年比 +100L   評価 ×） 

(評価) 

【当期取組み内容】 

No. 内容 実施時期 

1 ガソリン使用量の報告 毎月 

2 各車両への燃費実績掲示 毎月 

3 
エコドライブ実施による燃費向上 

（エアコン使用の見直し、不要な荷物を降ろす等） 

継続 

4 
コムス、プラグインハイブリッド車「プリウス PHV」の積極的利用 継続 
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ガソリン使用量は前年度比 22.6%の減少、走行距離は 110,591km の減少。車両燃費は全社平均

13.4km/L で前年度比燃費 0.8 燃費悪化。走行距離の大幅な減少には年度第 1 四半期は、コロナウ

イルス感染防止対策としてお客様宅への訪問を控えた時期であったことが大きく影響している。また、

毎年定例で実施してきたお客様宅訪問の同行研修の中止なども影響している。 

軽油については、前年度 6.8%の増加。2 月まではコロナウイルスの影響を受けイベントが中止となっ

たことによる中継車稼働回数の減少による使用量の減少が見られた（中継車利用日数：2020 年度 22

日/年_前年比▲14 日※準備による稼働日も含む）が 3 月に実施した日本女子ソフトボールリーグ豊田

大会の中継稼働およびビジョンカーの導入による 230L の給油をしたため前年増となった。 

A 重油については、神田町ビル発電機用燃料の補給のため購入。2019 年度は 2018 年度に 1,700L

の補給が成されており購入が無かったため、当期は前年比増となるが異常値では無い。 

【今後の取組み】 

目標値 追加車両を見込んだ 2021 年度想定値の 1％削減 

（ガソリン：26,328L、軽油：1,863L) 

重点取組み ・ガソリン使用量の報告 

 ・エコドライブ実施、PHV、コムスの積極的利用 

 ・車両更新時の低燃費車検討 

 ・＜新規＞夏季の車内温度上昇を抑える取組みの検討/実施 

 ・＜新規＞追加車両のガソリン使用量と燃費把握 

2021 年度については、引き続き、感染対策を行ったうえで訪問スタッフ人数を最小にしてお客様宅

への訪問活動を実施予定。その他、2 台の社用車が新たに稼働予定（中継車両：ビジョンカー、技術

車両：移動電源車）。 

以上を踏まえて、2021 年度目標値は当期ガソリン使用量実績値に追加車両の見込ガソリン使用量

を加算した想定値を掲げる。 

 

廃棄物の排出量削減(方針 NO.(2)②)（一般廃棄物：前年比 ▲35.0% 評価 ○） 

                  （産業廃棄物：前年比 ▲12.2% 評価 ○） 

                （混合産廃 ：前年比 ＋32.5% 評価 ×） 

(評価) 

【当期取組み内容】 

No. 内容 実施時期 

1 

タブレットを活用したペーパーレス会議システム（モバイル会議・zoom

等）を継続運用 

社内の大型会議（経営会議、営業・法人営業推進会議、業績報告会、サ

ービス品質向上会議、機能会議①②、出向者業務報告会）の他、小規

模な打合せでも日常的に運用 

各種申請用紙も電子申請に移行する様、呼びかけ 

継続 

2 ・「廃棄物分別表」を作成し社内展開。正しい分別を呼びかけ 継続 

3 ＜新規＞古紙排出割合の多い制作物について、適正な発行部数管理

を実施 

5 月～ 

4 ＜新規＞社内 web 掲示板でごみの排出状況の情報発信 11 月～ 

5 ＜新規＞出張旅費精算の電子システムの導入  

6 ＜新規＞ごみステーションの整備（北館内） 1 月 
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7 ＜新規＞ごみ箱に掲示する分別貼紙の小改善 

[図 5-2-1] 

1 月 

8 ＜新規＞共用部でのごみ箱仕様の統一 

[図 5-2-2] 

3 月 

9 
廃棄物処理場の現地確認を実施 

[参照 5-2-3] 

3 月 

10 社内ボランティアによる本社周りの清掃を例年に引き続き実施 年 9 回 

 

一般廃棄物および定期回収の産業廃棄物で前年比減少となった。 

コロナウイルス感染防止対策による web 会議が主流化したことによる小規模ミーティングを始

めとした全社的なミーティングのペーパーレス化による古紙の排出削減。および、当期の課題であっ

た古紙排出割合の高いガイド誌発注部数の適性管理について、徹底した取組みを行った結果、処分割

合が 60％を超える状況から 0％となる月もあった。結果、当期の古紙排出量は前年比減少となった。

2021 年度も継続してガイド誌の適正管理に努める。 

産業廃棄物についても、コロナウイルス感染防止対策によるテレワークが浸透したことで、食料品

等の廃プラスチック製品のごみ持ち込みが減少した事が影響したと推測。 

当期は、新しい職場環境でごみの分別が煩雑にならないよう、ごみステーションの整備や分別掲示

の工夫、共用部設置のごみ箱仕様統一など、分別廃棄の意識向上に努めたが、本社増改築に伴うスポ

ット廃棄を例年より１回多く実施せざるを得ず、混合産廃は前年に対し大幅増となった。 

 

【今後の取組み】 

目標値 2020 年度排出実績の 1％削減 

(一般廃棄物：2,542,260kg) 

（産業廃棄物：938kg） 

（混合産廃  ：53,963kg) 

重点取組み ・チャンネルガイド誌の適正な発注部数管理（過剰在庫の抑制） 

 ・紙使用量の更なる削減（申請書類の電子化）とペーパーレス化の推進 

 ・ごみ排出状況の社内 web 掲示による情報発信 

 ・＜新規＞各種申請書の電子化によるペーパレス化の推進 

 ・＜新規＞ごみの廃棄に関する Q&A 集を作成し、認知を高める 

 ・＜新規＞各フロアで掃除当番のごみ出し時に分別チェックを実施 

2021 年度においても本社増改築に伴う産業廃棄物の排出が大量に見込まれるため、事前にごみ

の分別について再度社内周知・教育を実施し、日常的な事務所ごみについても正しい分別排出を

呼びかけたい。 
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[図 5-2-1/2] 分別貼紙の小改善/共用部ごみ箱の仕様統一 

 

 

 

[参照 5-2-3] 産業廃棄物処理場 現地確認の実施 

◆現地確認先 

   行政許可はあるが、優良認定されていない処理場 

項目 トヨキン堤工場 丸福 

所在地 豊田市高岡町新宮 58−1 常滑市久米字御林 31-118 

委託廃棄物 廃プラスチック 汚泥 

確認日時 2021 年 3月 22 日(月) 2021 年 3月 22 日(月) 

 

◆現地確認の結果 

項目 トヨキン堤工場 丸福 

処理の許可、設置許可の取得 ○ ○ 

各種記録の適切な管理と開示対応 ○ ○ 

ISO、EA21 の取得 ○ISO：2004 年～ ×なし 

※SDGS への取組 

地域住民との関係が良好であるか ○自治区加盟：年 2回挨拶訪問 ○市街地から離れている 

建物の安全性 ○ ○ 

廃棄物の飛散、流出がないか ○水掛による飛散予防 ○水掛による飛散予防 

悪臭騒音による生活環境への被害 ○ ○ 

廃棄物の保管上限は守られているか ○上限値の明示 ○ 

汚水の適正処理 ○外部流出しない ○ろ過して場内利用 

その他 ・半年に 1回施設停止の上ﾒﾝﾃﾅﾝｽを実施 

・避難訓練実施 

・コロナ対応：時差出勤、受付保護カバー 

・運搬車の汚泥清掃 

 

結果 ◎ ○ 
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排水量の削減（方針 No.(2)③） 

上水使用量の削減：事務所(本社・神田・長久手・みよし）（前年比 ▲17％ 評価 〇） 

  （評価） 

     【当期取組み内容】 

No. 内容 実施時期 

１ ＜新規＞北館の雨水利用によるトイレの節水 1 月 

２ 水道使用量の掲示実施（本社・神田・長久手・みよし） 定期 

３ 店舗の毎朝の漏水チェック（帰宅者チェックリスト項目） 定期 

４ 水道メーターを記録する（本社・神田・長久手・みよし） 毎月 10・20・30 日 

５ 音姫の電池確認 定期 

 

拠点全体では排水量が 17％減少。拠点別ではみよし店が 39％超過。コロナウイルス感染防止対策とし 

て、本社スタッフの一部につき、みよし店での「分散勤務」を実施したことが要因と推測。 

一方で本社は、「本館の勤務者数減少」、「増築した北館のトイレに高節水モデル（従前モデルの 1/3）を

採用」、「洗浄水の雨水利用」などにより、本社の排水量は減少に向かっている。 

神田町ビルは、男子トイレのパッキン劣化を修繕し改善。 

長久手店は散水機の水量調節により減少している。今後も、設備の劣化や不具合の早期発見のため、

本社・各拠点での毎月の水道メーターの記録（10・20･30 日）および日常点検を励行したい。 

 

4 月～翌年 3 月 2019 年度 2020 年度 
前年比 

削減率 

目標に対する 

評価 

排
水
量 

本社(本館・北館) 1.917 ㎥ 1,751 ㎥ ▲8％ 〇 

神田町ビル 1.231 ㎥ 842 ㎥ ▲31％ 〇 

長久手店 147 ㎥ 73 ㎥ ▲50％ 〇 

みよし店 99 ㎥ 138 ㎥ +39％ × 

総計 3,394 ㎥ 2,804 ㎥ ▲17％ 〇 

 

[図 7-3-1] 北館の雨水貯蓄槽 
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【今後の取組み】 

目標値 2020 年度排出実績の 1％削減(2,776 ㎥) 

重点取組み ・本社、各拠点への水道使用量の掲示 

 ・店舗の毎朝の漏水チェック 

 ・本社、店舗の漏水早期発見のためにメーターの記録 

（毎月 10 日、20 日、30 日） 

・凍結防止対策の実施 

 ・音姫の電池確認 

 

上水使用量の削減：サブセンター （前年比 ▲50% 評価 〇）※異常値監視→異常なし 

(評価) 

【当期取組み内容】 

No. 内容 実施時期 

１ 空調点検に併せた定期点検。 年 4 回 

   2017 年度より、サブセンターの異常値監視を実施。サブセンターは各拠点に従業員が常時滞在

することがないため、定期点検を行い異常がないかどうかの適切な管理を行う。 

当期は、漏水等の異常はなし。今後も、定期点検を行い異常がないか適切な管理を行う。 

4 月～翌年 3 月 2019 年度 2020 年度 

サブセンター 2 ㎥ 1 ㎥ 

総計 2 ㎥ 1 ㎥ 

 

【今後の取組み】 

目標値 2020 年度排出実績の 1％削減(0.99 ㎥) 

重点取組み ・定期的な漏水点検、凍結防止対策の実施。 

 

グリーン購入の推進（方針 No.(2)④） 

備品購入時に、対象製品の比較検討を実施。4 月からの検討実施率は 100％を維持。 

     今後もこれを維持出来るようにする。 

4 月～翌年 3 月 2020 年度 

検討 

実施率 
100％ 

エコ商品 

/申請数 
232/232 件 

 

【今後の取組み】 

目標値 グリーン購入の比較検討 100% 

      重点取組み   ・エコマークそのものの社内周知をする 
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環境活動節電意識向上（方針 No.(2)④） 

エコカードによる環境啓発を推進。2020 年は、2 回臨時点検を実施した結果、10 部署中、9 月：4 部署、    

3 月：8 部署の掲示漏れがあったため、管理者および未掲示者に、メッセージで掲示する旨を周知。 

 エコ活動のポイントや各個人のエコ活動宣言を記載するエコカードを、全従業員へ展開し、「離席」 

「退社」時に、各自が掲示する事によりエコ活動に対する意識付けを継続。 

引き続き、エコ意識向上ツールとしての習慣化を目指す。 

【エコカード】 

「離席時」                           「退社時」 

  

【今後の取組み】 

目標値 エコカードの掲示率 100％ 

重点取組み ・臨時の点検実施（年 4回 上期 2回、下期 2回） 

・＜変更＞実施者を各部推進担当者に変更することで日常的な意識付けを行う。 

 ・管理者による実施状況の点検。 

・点検実施時に、掲示漏れがあった場合は、管理者および未掲示者に 

メッセージで掲示する旨を周知。 

 ・朝礼時などでエコカード活用を再案内。 

・人事異動月に、各部推進担当者にエコカードの不足数を確認。 

 ・派遣従業員入社時のエコアクション参加協力を実施。 

 

また、環境活動に関する自社媒体を通じた情報発信も実施。社内外に向けて環境保護の啓発に努めた。 

【当期取組み内容】 

① 市政情報番組で取り扱った環境関連情報 

2020 年度取扱数 28 本(前年比+10 本) 

     

② 自社の環境 CM 番組制作および放送 

    CM 番組放送期間：2020 年 11 月 ~ 現在も放送中 

     
【今後の取組み】 

＜新規＞環境意識向上コンテンツの従業員向けストリーミング配信 

 



(1)主な環境関連法規制など

要求事項 遵守評価*

廃棄物

廃棄物処理法
（第11,12,13,15条）

愛知県廃棄物の適正な
処理の促進に関する条例
（第4,7,8条及び同施行
  規則第5,8条）

豊田市産業廃棄物の適正
な処理の促進等に関する
条例
（第11～15条同施行規則
  第5条）

・廃棄物(一般廃棄物・産業廃棄物)の適正処理
・許可業者と委託契約書の締結・保存
・産業廃棄物の運搬・処分等の委託の基準の遵守
・委託先の許可内容の確認 ・更新
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付・管理・保管
　および定期報告(毎年6月までに個別工事分)
　電子マニフェスト報告分は不要（本社・神田・みよし・長久手）

〇

家電リサイクル法
（第6条）

特定家庭用機器(テレビ（液晶・プラズマ）、エアコン、
電気冷蔵庫、冷凍庫、電気洗濯機、衣類乾燥機)の適切な廃棄。

〇

グリーン購入法
（第5条）

製品調達時に、グリーン購入(環境負荷 低減製品)に努める。 〇

水質
浄化槽法
（第5,8～11条）

(保守点検)
　保守点検(3回/年以上の実施)
(清掃)
　清掃(1回/年の実施)
(検査)
　定期検査(1回/年)

〇

大気汚染防止法
（法31条）

ばい煙発生施設（発電機→重油を使用）本社・神田町ビル
重油換算35L/時 以上が対象となり、各市役所へ届け出が必要。

〇

フロン排出抑制法
（第16,41,43,45,74,86
  条、第一種特定製品の
  管理者の判断の基準と
  なるべき事項（平成26
  年経済産業省環境省
  告示第13号）)

業務用エアコン等の定期点検(1回/年以上)
簡易点検(1回/3ヶ月以上)実施
定期点検記録表、保守点検表

〇

県民の生活環境の保全等
に関する条例
（第77・78・79条）

アイドリングストップの周知(駐車場面積の合計が500㎡以上で
あれば、看板・放送・書面等によるアイドリングストップの
周知義務有り)。

〇

自動車Noｘ・PM特別措置法
（第33条及び第34条）

特定事業者は事業活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物等の排
出の抑制に向けて作成した計画、及びその実施状況を都道府県に提
出。（特定事業者とは、特定自動車を30台以上使用する事業者）

〇

県民の生活環境の保全等
に関する条例
（県条例2条）

冷凍機（エアコン）が、原動機の定格出力3.75KW以上が対象となり、
各市役所へ届け出が必要。

〇

県民の生活環境の保全等
に関する条例
（県条例12条）

軽油、ガソリンを燃料として駆動するエンジン（発電機）が、 原動機
の定格出力最高出力で 37.3KW以上が対象となり、各市役所へ届け出が
必要。（非常用の発電機であっても届け出が必要）

〇

労働安全
労働安全衛生法
(第88条）

燃料タンク他の設置・変更等を行う、労働災害防止のために、その計
画を当該工事開始日の30日前までに労働基準監督署へ届け出が必要。

〇

(2)遵守状況及び違反・訴訟などの有無
 ①訴訟、苦情等は発生していない事を確認しました。

*評価基準　○：適合　　△：一部不適合　　×：不適合

6.環境関連法規等取りまとめ表及び遵守状況のチェック結果

振動・騒音

大気

法律・条令等

再資源化

作成日

遵守評価日

評価者

2020年9月28日

2021年3月31日

ひまわりEA21事務局
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7.代表者による全体評価と見直し 

 

（１）総括と今後の展望 

2020 年度の環境経営に大きく影響した事項といたしましては、新型コロナウイルスの流行と  

従業員のための職場環境改善が挙げられます。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、ZOOM 会議やテレワークなど事業活動のオンライン化

が進んだことで、ガソリン使用量や廃棄物の排出量は減少しましたが、密を回避するための分散 

勤務や館内換気の徹底などにより空調・照明の稼働が上がったことで、電力使用量は増加の傾向と

なりました。 

 また、顧客基盤の拡大に伴う従業員の執務スペース不足解消と、従業員要望を反映した働きやす

い職場環境づくりに向けて、本社敷地内に新たに北館を建設し、合わせて若草店のリニューアルも

含めた本館改修を実施したことも、電力使用量の増加に大きく作用しております。 

 定量的な評価の視点では結果として、電力使用量は増加しましたが、係る状況におきましても、  

従業員一人ひとりの環境意識は着実に醸成されており、ごみの分別や節水など日常的な基本動作と

してのエコ活動をはじめ、このたびの本社改修にもそのマインドは省エネのアイデアとして応分に

反映できたものと考えます。 

 次年度は、従業員の環境意識を高めていく取り組みを継続推進しつつ、今回導入・更新した   

省エネ設備を効果的に運用していくことで、電力使用量の増加抑制に取り組んでまいります。 

 また、中長期的には脱炭素・循環・分散などの社会課題に対して、事業活動を順応させていくこ

とができるよう、環境経営の深化・発展に努めてまいります。 

 

 

（２）環境関連法規等の遵守状況 

特に問題ありません。 

 

（３）外部からの環境関連の苦情や要望 

  特に問題ありません。 

 

（４）環境経営方針、環境経営目標、環境経営計画について 

全社活動として、従業員一人ひとりの参画意識をより高めていくため、アクション主体の  

実践的な計画を策定してまいります。 

以上 

 


