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１．

1) 事業所名 有限会社　中島設備商会

代表取締役　笠松　久義

2) 所在地 〒813-0034

福岡市東区多の津４丁目１２番３５号

3) 設立年月日 昭和53年 5月10日

4) 事業内容 土木工事業、管工事業、水道施設工事業
（対象活動） ※産業廃棄物収集運搬業の許可は取得しているが

　業として行っていない

5) 事業規模 2,000 万円

13 名

68.05 ㎡

54,806 万円（Ｒ３年度）

30 件

6） 事業年度 ５月～翌年４月

7） 環境管理責任者

連絡担当者

8) 連絡先 TEL　092-624-7340　　FAX　092-624-7341

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　　nakashimasetubisyoukai@gmail.com

２． 認証・登録の対象範囲

１） 対象組織 ㈲中島設備商会

２） 対象活動 上記の事業内容

件 数

組織の概要

資 本 金

従 業 員

事務所面積

売 上 高

-１-

小　林　俊　彦

竹 本 澄 子

工事課 総務課

代　　表　　者

環境管理責任者



（基本理念）

　　（8） この環境方針を全社員に周知させ、取り組みます。

　３．環境経営の継続的な改善に努めます。

環　境　経　営　方　針

　　　　環境負荷の削減に全社で積極的に取り組み、社会と共存する企業を目指します。

　１．当社は、基本理念に基づき以下の事項に積極的に取り組みます。

　　（7） 住宅団地の老朽化に対応した水回り設備の改善に技術で貢献していきます。

　　　　有限会社中島設備商会は、当社の企業活動によって及ぼす環境の影響を考え、

（行動指針）

　　（１） 電力、燃料エネルギー等の省エネに努めます。

　　（２） 廃棄物排出量の抑制とリサイクルを推進します。

　　（３） 節水に努めます。

　　（４）  グリーン購入を推進します。

　　（５） 環境に配慮した企業活動に努めます。

　　（６） 化学物質を含む材料の管理をしていきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定日　平成２７年　８月１２日

　２．当社の事業に関連する環境関連法規等を遵守します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有限会社　中島設備商会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　笠松　久義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改訂日　令和　３年　５月１２日
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代表者
笠　松　　久　義

環境管理責任者
小　林　　俊　彦

EA21事務局
竹　本　　澄　子

工事課担当　10名
小　野　　秀　一

総務課担当　２名
井　上　　静　夫

※　環境記録の保存期間は、５年とする。

４．実　施　体　制

-3-

ＥＡ２１事務局
環境管理責任者を補佐し、ＥＡ２１文書及び記録類、及び基礎データの作成・
維持・集計・管理を行う
社外からの環境情報の収集と伝達を行う

部門長

環境経営方針、環境経営目標、環境経営計画を部門全員に周知する
環境経営目標達成のため、責任を持って自部門の環境活動を推進する
自部門で発生した問題点の是正処置、予防処置を実施する
自部門に関連する法規制等を順守する
自部門に関連する緊急事態への準備及び対応の訓練を実施する
自部門の教育・訓練を実施する

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する
決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加する

　　役割分担表

所　属 役割・責任・権限

代表者

代表者として環境経営全般について責任と権限を持つ
環境経営方針を作成・見直し、従業員に周知する
環境管理責任者、ＥＡ２１事務局員を任命する
環境への取組を実施するための資源（人・もの・金）を準備する
ＥＡ２１全体の取組状況に関し評価、見直しを実施する
経営における課題とチャンスを整理し、明確にする

環境管理責任者

ＥＡ２１ガイドラインの要求事項を満たす環境経営システムを構築し、　実行し、
環境実績を向上させる。
毎年、環境経営目標、環境経営計画を作成する。
３か月に１回、環境経営目標の達成状況及び環境経営計画の実施状況を確
認・評価する。
上記の結果を代表者に報告する。
環境経営方針以外の文書制改訂責任者



基準年

R1年5月 R2年5月 R3年5月 R4年5月 R5年5月 R6年5月
～ ～ ～ ～ ～ ～

R2年4月 R3年4月 R4年4月 R5年4月 R6年4月 R7年4月

ｋｇ‐ＣＯ２ 13,613 13,545 13,477 13,204 13,340 13,272

ｋｇ‐ＣＯ２

/百万円
19.99 19.89 19.79 19.69 19.59 19.49

ｋＷｈ 7,120 7,084 7,049 7,013 6,978 6,942

ｋＷｈ
/百万円 10.46 10.40 10.35 10.30 10.25 10.19

L 4,732 4,708 4,685 4,661 4,637 4,614

L/百万円 6.95 6.91 6.88 6.84 6.81 6.77

① 一般廃棄物
    排出量の削減

事務所 袋 15

② 産業廃棄物の
　　ﾘｻｲｸﾙ率の向上

現場 ％ 79

事務所 － －

現場 － －

現場 － －

全体 － －

   団地水回り設備
　 の緊急修繕対応

現場 -

※節水に努める

② ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減

　　 ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減所）
　　　　　　（売上原単位）

２．廃棄物排出量の削減

※年に45ℓごみ袋24袋(月2袋)以内に収める

※70％を下回らないようにする

１．二酸化炭素排出量の削減

　　二酸化炭素排出量の削減
　　　　　　　　（売上原単位）

① 電気使用量の削減

　　電気使用量の削減
　　      　(売上原単位）

３．水使用量の削減

-４-

※節水に努める

※材料管理表の作成

※グリーン購入等の環境を意識した
商品の選択を意識する

※　購入電力の二酸化炭素実排出係数は、0.370ｋｇ-ＣＯ２／ｋＷｈ（九州電力　令和元年度・

４．化学物質使用量
　　の把握と適正管理

５．グリーン購入の推進

6．自社が提供する設備の環境性能
　  の向上、サービスの改善

迅速かつ適切な修繕に努める

    調整後排出係数）を使用した。
※　基準年である令和元年度の売上高は、681百万円で、令和３年度は、548百万円である。

５．環　境　経　営　目　標

環　境　目　標

サイト
区分

単位 令和元年度
R2年度

(0.5％削減)
R3年度

(1％削減)
R4年度

(1.5％削減)
R5年度

(2％削減)取組目標

目標

R6年度
(2.5％削減)



６.

取組目標

エアコン設定温度を決め、実行する

不要の照明、昼休み時間の消灯

エアコン設定温度を決め、実行する

不要の照明、昼休み時間の消灯

燃費管理表の記録

エコドライブ10の実施

ガソリン使用量の削減 現場 小野 現場担当者 アイドリングの禁止

軽油使用量の削減 現場 小野 現場担当者 アイドリングの禁止

一般廃棄物排出量の削減 事務所 井上 竹本 紙類使用の削減、リサイクル

廃棄物の分別

リサイクル推進業者に委託

３．水使用量の削減

事務所 井上 竹本 節水シールを張り、使いすぎを防ぐ

現場 小野 現場担当者 節水シールを張り、使いすぎを防ぐ

４．化学物質使用量の把握と適正管理

化学物質使用材料の把握、管理 現場 小野 現場担当者 管理簿の作成、記録

５．グリーン購入の推進

カタログ等でグリーン購入の確認

-５-

　 団地水回り設備
　 の緊急修繕対応

環　境　目　標
達成手段

１．二酸化炭素排出量の削減

事務所 井上

現場 小野

竹本

現場 小野

水使用量の削減

竹本

現場担当者

事務所

環境経営計画

サイト
区分

責任者 担当者

電気使用量の削減

現場担当者

現場担当者小野現場 修繕件数の計上・迅速な対応、修繕の記録

井上

２．廃棄物排出量の削減

ガソリン使用量の削減

産業廃棄物リサイクル率の向上

６．自社が提供する設備の環境性能の向上、サービスの改善

全社 井上
グリーン購入対象商品への切替、維持



７．環境経営目標の実績・取組結果とその評価

活動期間：R3年　5月～R4年  ４月）

環　境　目　標 基準年

取組目標 目標

達成率

１．二酸化炭素排出量の削減 ㎏‐CO₂ 13,613 13,477 16,041 84%

　　　　売上原単位
㎏‐CO₂/
百万円 19.99 19.79 29.27 68% ×

 電気使用量の削減 kWh 7,120 7,049 6,636 106%

　　　　売上原単位
kWh/

百万円 10.46 10.35 12.11 85% ×

 ガソリン使用量の削減 ℓ 4,732 4,685 5,856 80%

　　　　売上原単位
ℓ/

百万円 6.95 6.88 10.69 64% ×

２．廃棄物排出量の削減 24

一般廃棄物排出量の削減 袋 15 24袋以内（45ℓ） 18 133% ○

産業廃棄物のリサイクル率の向上 ％ 79％ 70％以上 72% - ○

３．水使用量の削減 m³ - - ○

４．化学物質使用量の把握と適正管理 - - - ○

５．グリーン購入の推進 - - - ○

団地水回り設備の緊急修繕対応 - - - ○

※　 目標達成率の計算式

・二酸化炭素排出量は売上原単位での数値で目標達成率を算出する。
※ 評価の基準

　〇：100％以上もしくは目標を実行出来ている　　△：90％以上100％未満　　×：90％未満

6．自社が提供する設備の環境性能
　  の向上、サービスの改善

・削減目標の場合　目標値÷実績値*100　　 ・増加目標の場合　実績値÷目標値*100で算出した。

※　節水に努める

※グリーン購入等の環境を意識
した商品の選択を意識する

※迅速かつ適切な修繕に努める

達成状況の評価
令和３年度は元年度に比べて売り上げが減少し、売上原単位にしても目標達
成することができなかった。ガソリンの使用量が減少しないのでエコドライブを徹
底し、燃費のいい車両の購入等検討していきたい。

※　材料管理表の作成

※　購入電力の二酸化炭素実排出係数は、0.370ｋｇ-ＣＯ２／ｋＷｈ（九州電力　令和元年度・

    調整後排出係数）を使用した。
※　基準年である令和元年度の売上高は、681百万円で、令和３年度は、548百万円である。

-６-

単位

R3年 5月～R4年 4月

（R1年度5月
～R2年4月） 目標 実績 評価



８-1.　環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組み内容

達成手段をおおむね実行出来ている。

エアコン設定温度を決め、実行する 〇 売上原単位で評価しても目標達成出来て

不要の照明、昼休み時間の消灯 〇 なかった。

エアコン設定温度を決め、実行する 〇 エアコンの設定温度をこまめに変更する。

不要の照明、昼休み時間の消灯 〇 LED電球に変更する。

達成手段をおおむね実行出来ている。

燃費管理表の記録 〇 売上原単位で評価しても目標達成出来て

エコドライブ10の実施 〇 なかった。

現場 アイドリングの禁止 〇 エコドライブ10を再度徹底させる。

対象期間の軽油使用量は機械をリース

現場 アイドリングの禁止 〇 にしているので０となっている。

  取組内容（写真）－電気使用量の削減

・節電・設定温度　　　　　　　・昼休み時間全消灯

・不要な照明の消灯　　　　　・エアコンの定期清掃

  取組内容（写真）－ガソリン使用量の削減

・エコドライブ10実施の徹底

・燃費管理表記録の徹底

軽油使用量の削減

-７-

１．二酸化炭素排出量の削減

電気使用量の削減

事務所

現場

ガソリン使用量の削減

事務所



８-2.　環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組み内容

古紙、空き缶等のリサイクルを推進していき

一般廃棄物排出量の削減 廃棄物の削減につながった。今後も継続

事務所 紙類使用の削減、リサイクル 〇 していく。

リサイクル率70％を切らないように業者を

廃棄物の分別 〇 選定している。今後も分別などを継続して

リサイクル推進業者に委託 〇 いく。

  取組内容（写真）

　　　　　・紙類使用の削減・リサイクル

　　　　　・整理・整頓

更に節水を心がけ、継続していく。

事務所 節水シールを張り、使いすぎを防ぐ 〇

現場 節水シールを張り、使いすぎを防ぐ 〇

  取組内容（写真）

・節水シールによる使いすぎ防止

-８-

２．廃棄物排出量

産業廃棄物リサイクル率の向上

現場

３．水使用量の削減



８-３.　環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組み内容

適正に管理、管理簿の記録がされており、

現場 管理簿の作成、記録 〇 今後も継続していく。

グリーン購入等の環境に配慮した商品の

カタログ等でグリーン商品の確認 〇 購入を意識する

グリーン購入対象商品への切替、維持 〇 管理と適正使用について考える

団地水回り設備の緊急修繕対応

現場 修繕件数の計上、迅速な対応、修繕の記録 〇

  取組内容（写真）

・修理が発生したらチェックマークを意識しながら施工していく

-９-

４．化学物質使用量の把握と適正管理

5．グリーン購入の推進

全社

6．自社が提供する設備の環境性能の向上、サービスの改善 自社が提供するサービスについて可視化する事
により、環境に好影響を与えている事を意識
できるようになった。
今後の人材確保においてもアピールする
ポイントとなる



・次年度の目標（P３を参照）

・次年度の環境活動計画

環　境　目　標

取組目標

エアコン設定温度を決め、実行する

不要の照明、昼休み時間の消灯

エアコン設定温度を決め、実行する

不要の照明、昼休み時間の消灯

燃費管理表の記録

エコドライブ10の実施

ガソリン使用量の削減 現場 小野 アイドリングの禁止 現場担当者

軽油使用量の削減 現場 小野 アイドリングの禁止 現場担当者

一般廃棄物排出量の削減 事務所 井上 紙類使用の削減、リサイクル 竹本

廃棄物の分別

リサイクル推進業者に委託

３．水使用量の削減

事務所 井上 節水シールを張り、使いすぎを防ぐ 竹本

現場 小野 節水シールを張り、使いすぎを防ぐ 現場担当者

４．化学物質使用量の把握と適正管理

現場 小野 管理簿の作成、記録 現場担当者

５．グリーン購入の推進

カタログ等でグリーン購入の確認

グリーン購入対象商品への切替、維持

６．自社が提供する設備の環境性能の向上、サービスの改善

迅速かつ適切な修繕に努める 現場 小野 修繕件数の計上・迅速な対応、修繕の記録 現場担当者

現場担当者
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全社 井上 竹本

１．二酸化炭素排出量の削減

事務所 井上

現場 小野

９.次年度の目標及び環境活動計画

責任者 達成手段 担当者
サイト
区分 １１～１月 ２～４月８～10月５～７月

現場担当者

事務所 井上

２．廃棄物排出量

現場 小野

ガソリン使用量の削減

産業廃棄物リサイクル率の向
上

 電気使用量の削減

竹本

竹本



10．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

当社の事業活動、製品及びサービスに適用される環境関連法規等は次のとおりです。

適用される法規等 適用される事項（施設・物質・活動等）

廃棄物処理法 一般廃棄物、産業廃棄物

建設リサイクル法 建設副産物

石綿則 産業廃棄物

オフロード法 油圧ショベル、バックホウ

騒音規制法 バックホウ

自動車リサイクル法 自動車

家電リサイクル法 冷蔵庫

フロン排出抑制法 業務用エアコン

化管法 ヘルメチック（トルエン）

 EA21を導入して７年経ち社内にも環境に対する良い意識が定着出来ていると認識できます。

令和３年度は売上が例年より減少し目標を達成できていませんが、数値だけに拘らず

従業員にエコに対する習慣がついていると感じています。

令和４年には懸念していた事務所内の照明も全てLEDに変更できました。

人材確保が大変な業界ではありますが、令和５年度には技能実習生を迎える計画をたて

内外にも自社のサービス、技術をアピールする事をしていこうと思います。

小型家電リサイクル法
パソコン、蛍光灯、電話機、携帯電話
デジタルカメラ、扇風機
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上記の環境関連法規等の遵守状況を確認・評価した結果、違反はありませんでした。

また、関係機関等からの指摘、利害関係者からの訴訟もありませんでした。

11．代表者による全体評価と見直しの結果


