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株式会社　治田電工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長

本方針を全従業員に周知徹底します。

2019年8月1日

2021年8月2日

事務所での廃棄物の適正管理を推進します。

　　　　株式会社治田電工

Ⅰ．環 境 経 営 方 針

　当社は、電気工事の事業分野において、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。そのために環境経営シス
テムを維持し、継続的改善していきます。

2017年8月17日

治田　真一

建設現場での産業廃棄物の削減を推進します。

水使用量の削減を推進します（総排水量の削減）。

社員教育の推進をします。

環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。

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、灯油）。



（１） 株式会社　治田電工
代表取締役社長　治田　真一

（２） 所在地
本　　　社 〒671-1224　兵庫県　姫路市　網干区　津市場　2185
駐車場 〒671-1224　兵庫県　姫路市　網干区　津市場　2176
資材置場 〒671-1224　兵庫県　姫路市　網干区　津市場　2214

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 治田　真一 TEL：079-272-7737

担当者 治田　絵美 FAX：079-272-7738
Email：jpl@futute.ocn.co.jp

（４） 事業内容
電気工事業

（５） 事業の規模

駐車場 合計
無人 9

0 75
168 588.89

（６） 組織
（本社）

建設現場

役割・責任・権限
・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

・環境経営システムの構築、実施、管理
・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
・環境関連法規制等の取りまとめ表を作成、遵守評価の実施
・環境目標・環境活動計画書を作成、実績収集
・環境教育訓練計画の作成と実施の管理
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口
・特定された項目の手順書作成  （緊急事態への対応を含む）
・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作成、公開（事務所への備付けと地域事務局への送付）

・自部門における環境経営システムの実施
・自部門における環境方針の周知
・自部門の従業員に対する教育訓練の実施
・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
・緊急事態対応手順のテスト、訓練を実施、記録の作成
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・建設現場における環境経営システムの実施
・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

・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

（６） 事業年度 8月～翌7月

代表者
治田　真一

環境管理
責任者

総務部 工事部

延べ床面積（㎡） 75 0

Ⅱ．組織の概要

①建設業　　　　　　　　年間工事完成高　197百万円(2021年度）

本社 資材置場
従業員（名） 9 無人

敷地面積（㎡） 181.21 239.68

工事責任者

工事責任者
（工事代理人）
 

部門長

全従業員

代表者（社長）

環境管理責任者



登録組織名： 株式会社　治田電工
対象事業所： 本社、駐車場、資材置場
活　動：

単位
2017年度
実績値

2018年度
実績値

2019年度
実績値

2020年度
実績値

2021年度
実績値

kg-CO2 26,390 25,668 25,982 22,026 24,481

ｋWh 4,301 4,206 3,720 3,651 4,014

L 4,728 4,692 4,120 3,794.59 3,895.37

L 4,559 4,487 5,557 4,396.49 5,091.51

L 467 307 237 184 295

トン 41 44 48 48 48
トン 2.16 2.14 1.43 5.90 4.13
㎥ 61 63 75.4 73.0 69.8
kg － － － － －

（１）中期目標

kg-CO2 25,983 25,463 25,204 24,944 24,684
対基準 - △2% △3% △4% △5%
kWh 3,720 3,646 3,608 3,571 3,534

kg-CO2 1,242 1,218 1,205 1,193 1,180
対基準 - △2% △3% △4% △5%

L 4,120 4,038 3,996 3,955 3,914
kg-CO2 9,565 9,374 9,278 9,183 9,087
対基準 - △2% △3% △4% △5%

L 5,557 5,390 5,335 5,279 5,224
kg-CO2 14,583 14,292 14,146 14,000 13,854
対基準 - △2% △3% △4% △5%

L 237 230 228 225 223
kg-CO2 591 579 573 567 561
対基準 - △2% △3% △4% △5%

kg 48 47 47 46 46
対基準 ‐ △2% △3% △4% △5%

適正管理

㎥ 75 74 73 72 71
対基準 - △2% △3% △4% △5%
件数 3 3 3 3 3

対基準 ‐

　　　0.334kg-CO2/kWh（調整後） を使用。
注）化学物質の使用はありません。

廃棄物排出量

項　目

二酸化炭素排出量
　電力
　ガソリン
　軽油
　灯油

Ⅲ．認証・登録の対象範囲

電気工事業

Ⅳ．主な環境負荷の実績

　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2019年度
基準年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

　一般廃棄物
　産業廃棄物
総排水量
化学物質

Ⅴ．環境経営目標及びその実績

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

　軽油
　　使用量削減

　灯油
　　使用量削減

　産業廃棄物
　　　適正管理

Ⅲ．水使用量
　　　削減

　一般廃棄物
　　　削減

Ⅱ．廃棄物の削減

適正管理

注）電力の二酸化炭素排出量への排出係数は、2018年度関西電力実績値の

Ⅳ.
　社員教育の推進 ３件/年



（２）2021年度の実績

基準値 目標 実績 達成度 評価

kg-CO2 25,983 25,463 24,481 104% 〇
対基準 ー △2% -6% ー ー
kWh 3,720 3,646 4,014 91% △

kg-CO2 1,242 1,218 1,341 ー ー
対基準 - △2% 8% ー ー

L 4,120 4,038 3,895 104% 〇
kg-CO2 9,565 9,374 9,044 ー ー
対基準 - △2% -5% ー ー

L 5,557 5,446 5,092 107% 〇
kg-CO2 14,583 14,292 13,362 ー ー
対基準 - △2% -8% ー ー

L 237 232 295 79% ×
kg-CO2 591 579 735 ー ー
対基準 - △2% 24% ー ー

kg 48 48 48 100% 〇
対基準 ‐ △2% 0% ー ー

適正管理 適正管理 適正管理 ‐ 〇

㎥ 75 74 70 105% 〇
対基準 - △2% -7% ー ー
件数 3 3 3 100% 〇

対基準 ‐ ー

　　　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)評価欄にて、○(100％以上）：達成、△（80％以上）：やや未達成、×（80％未満）：未達成
　

　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2019年
８月～７月

　一般廃棄物
　　　削減
　産業廃棄物
　　　適正管理

Ⅲ．水使用量
　　　削減

2021年度実績

Ⅱ．廃棄物削減

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

　軽油
　　使用量削減

　灯油
　　使用量削減

Ⅳ.
　社員教育の推進 基準値維持



◎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）
〇

（目標やや未達成）

△
○
○

（目標達成）
○
◎
○
◎

（目標達成）
○
○
○

（目標未達成）

△
〇
〇
〇

◎
◎
◎

×
○
〇

（目標達成）

〇

〇

〇

Ⅵ．環境経営計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容

取り組み計画 評価結果と次年度の取組内容

不在時に稀に消灯されてない時があり、周知徹底が必要。
・設備の空運転禁止
ガソリン使用量の削減
・不要なアイドリングストップ

二酸化炭素排出量の削減
（下記の通り） （下記の通り）
電力使用量の削減

・エアコン温度の適正化 適正温度の調整を周知徹底を図る。

長時間不使用時には対応できたが、今後も継続。

エコドライブの徹底。　現場が近距離になり使用量が減少。

・不要照明の消灯

防犯カメラを1台設置したことにより目標やや未達成。

軽油使用量の削減
・重機の空ふかしの禁止
・アイドリングストップ
・空気圧、オイル等の点検

・急加速・急停車の抑制
・移動コースの効率化
・空気圧、オイル等の点検

安全運転での運行ができた。
有効な移動コースをさらに検索する。
常時徹底している。今後も継続。

周知徹底している。　現場が近距離になり使用量が減少。
エコドライブの徹底。
常時徹底している。今後も継続。

・不在時点火の抑制
一般廃棄物の削減 （目標達成）

灯油使用量の削減

・ストーブの使用基準の作成
・室内温度の適正化
・部屋開放の禁止

今後周知徹底して行く。
適正温度での使用ができている。
換気を行うこともあり、使用量が増加。
適正に行っている。

コロナによる換気、業務量の増加、冬の寒さもあり目標未達。

産業廃棄物の適正管理 （目標達成）
・分別にるリサイクルの推進

・分別によるリサイクルの推進
・ミスコピーの防止
・裏紙の活用

ペットボトル等々の分別を徹底し、廃棄している。
コピー機の使用指導し、ミスコピー削減に努める。
今後も正確な排出量を把握しながら、削減に努める。

分別はできている。再資源化に取り組む。
・マニフェストの適正管理
・保管場所の掲示板を設置
水使用量の削減

・節水の周知徹底
（節水シール貼付、ポスター掲示)

マニフェストの管理を徹底している。
看板を設置し、保管場所の確認をおこなった。

節水意識の向上により、使用量を減らすことができた。

節水意識の向上により、使用量を減らすことができた。

社員教育の推進 （目標達成）
・経験の浅い従業員の資格取得

※　今後も上記の活動を継続して行う。

・清掃時・手洗い時の節水

3名の講習受講。



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

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。

　２．総括

Ⅶ．環境関連法規等の遵守状況の評価の結果

担当部署

問題点
再発防止策
水平展開

確認事項等

環境管理事務局

手順書の変更
手順書の変更の必要性：　□有　　■無　　（該当項目を■）
手順書名：「事務所火災対応手順書」

自動車リサイクル法 使用済自動車の適正な事業者（引取登録事業者）への引き渡し
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。

適用される法規制 遵守する事項
廃棄物処理法 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

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法 規制対象車両の登録禁止

Ⅹ．代表者による全体の評価と見直し・指示

　　当社は良い地球環境や自然環境を次世代に残すための取り組みの大切さを社員全員が認識し、エコアク
ション21に取り組んでいます。エコアクションに取り組むことで、環境コミュニケーションも充実しています。
　全体としては、コロナ禍の中、目標に向かって全員でエコアクションに取り組んできたことは、非常に評価でき
ると考えます。今後も、持続可能な社会に寄与できるよう取り組んでいきます。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年10月１8日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　治田　真一

低騒音・低振動型建設機械の規
定

低騒音・低振動型建設機械の使用の促進

消防法 消火器の設置と定期点検
家電リサイクル法 特定家電4品目の適正な事業者（家電販売店）への引き渡し

　１．見直し結果
　　　・環境経営方針　　　　　　　　　　　　■見直しの必要無　　　□見直しの必要有
　　　・環境経営目標・環境経営計画　 　■見直しの必要無　　　□見直しの必要有
　　　・実施体制　　　　　　　　　　　　　　　■見直しの必要無　　　□見直しの必要有

Ⅷ．環境コミュニケーションの実施
2021年8月1日から2022年7月31日期間中は、環境上の苦情や要請は発生しませんでした。

Ⅸ．緊急事態記録

区　分 □緊急事態発生　■対応訓練　　■手順確認テスト　（該当項目を■）

日　時 2021年9月6日　午前7時～7時20分

・緊急事態対応訓練（テスト）を実施した場合に記録する
・テストは手順が有効であるか、機器が適切に機能するか、手順書通りに実施できたかを確認すること
・緊急事態に繋がるハット・ヒヤットした事項等もこの様式を用いて予防策を行う
・重大な緊急事態が発生した場合は、問題点処置票を用いて再発防止と類似事態の発生の予防策を行う

緊急事態発生、訓
練又はテストの内

容

内容：本社1階作業場にて火災が発生したことを想定し、「事務所火災対応手順書」に基
づいて、火災の対応手順のテストを、関係者の訓練を兼ねて実施した。
溶接中に火災が発生したと想定しての訓練。

消火訓練：参加者8名

問題点は特にありませんでした。
→今後の火災対策として、消火器の点検や設置場所を確認した。


