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1.組織の概要

【事業所名】 有限会社　清水電気工事店

【代表者氏名】 代表取締役　津野武志

【本社】 〒787-0304　高知県土佐清水市元町10-1

【倉庫・資機材置場】 〒787-0304　高知県土佐清水市元町10-5

【環境管理責任者氏名及び担当者連絡先】

 環境管理責任者氏名 津野武志

 連絡先担当者 津野武志

 連絡先 TEL： 0880-82-0537

FAX： 0880-82-3196

E－mail： tuno@dream.ocn.ne.jp

【事業活動】

 建設業（主に電気工事を行っています。）

［建設業許可］

 許可番号 高知県知事　一般　(般-2)　第5926号

 許可年月日

 建設業の種類 建設業(電気工事業・管工事業)

【事業規模】

 設立年月日 昭和33年 9月 1日　清水電気工事店　創業

昭和61年 7月 1日　有限会社清水電気工事店　法人設立

 資本金 500万円

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

2017年7月
～

2018年6月

2018年7月
～

2019年6月

2019年7月
～

2020年6月

2020年7月
～

2021年6月

2021年7月
～

2022年6月

完成工事高 67,333 100,848 52,250 100,260 92,000

従業員数 （名） 7 6 6 7 6

事務所延べ床面積 （㎡） 40 40 40 40 40

倉庫延べ床面積 （㎡） 247 247 247 247 247

会計年度 7月　　～　　6月

令和2年10月23日

対象年月

（千円）
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2.対象範囲、レポートの対象期間及び発行日

【対象範囲（認証・登録範囲）】

有限会社　清水電気工事店　　　　　　全社（全組織・全活動）

住所　　〒787-0304　高知県土佐清水市元町10-1　

対象事業　建設業（電気工事業・管工事業）

【レポートの対象期間】

2021年 7月～2022年 6月

【環境経営レポートの発行日】

2022年 8月22日

【次回環境活動レポートの発行予定日】

2023年 8月予定

【作成責任者】

 環境管理責任者　津野武志
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3.環境経営方針

【環境経営理念】

　有限会社清水電気工事店は、土佐清水市の豊かな自然を次世代に継承するため、地球温暖化防止・

建設工事の事業活動において環境負荷の低減を図るため、継続的な改善による環境経営を推進して

いきます。

【基本方針】

1.事業活動において、省エネルギー・廃棄物の発生抑制及び適正処理を行います。また、環境に配慮

　した製品・工事の提案・施工を積極的に行います。

2.電力・燃料使用量を削減し、二酸化炭素排出量の低減を行います。

3.資材の有効利用を図り、廃棄物の削減及び再資源化を行います。

4.節水活動に取り組み水使用量の削減を行います。

5.環境負荷の少ない、グリーン製品の優先購入に努めます。

6.環境関連法規及び条例を遵守します。

7.全社員に環境経営方針を周知し、環境保全の意識を高めます。

8.環境への取り組みを環境経営レポートとしてまとめ公表します。

9.社会貢献活動に積極的に取組みます。

10.SDGsへの取組みを推進します。

制定日：2016年11月 1日

改正日：2020年 9月 1日

有限会社　清水電気工事店

代表取締役

津野　武志
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4.環境管理組織体制

代表取締役

津野武志

環境管理責任者

津野武志

環境事務局

津野美香

経理部 工務部

津野雅子 長岡理史

代表者 ・環境経営に関する統括責任

・環境経営システム実施に必要な人、設備、費用、時間、技能・技術者を準備

・環境管理責任者を任命

・経営における課題とチャンスの明確化

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境経営目標、環境経営計画、環境管理組織体制を承認

・代表者による全体評価と見直し・指示実施

・環境経営レポートの承認

環境管理責任者・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連法規等の取りまとめ表を承認

・環境経営目標、環境経営計画、環境管理組織体制を確認

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの確認

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、EA21委員会の事務局

・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

・環境経営目標、環境経営計画、環境管理組織体制原案の作成

・環境活動の実績集計

・環境関連法規等取りまとめ表の作成及び 新版管理

・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・環境関連の外部コミユニケーションの窓口

・環境経営レポートの作成、公開

部門長 ・自部門における環境方針の周知、従業員への環境教育訓練実施

・自部門に関係する環境活動計画の実施、達成状況報告

・自部門に関係する緊急事態訓練の実施

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

従業員 ・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

・決められた事を守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

環境管理システム　役割・責任・権限表

役割・責任・権限

倉庫・資器材置き場
小山嵐磨
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5.環境経営目標　（2021年度）

（１）単年度目標（2021年7月～2022年6月）

2020年度 2021年度

項目 単位 基準年 目標(%)は削減率

2020.7-2021.6 2021.7-2022.6

燃料使用量　ガソリン （ℓ） 4,545 4,499(1%)

燃料使用量　軽油 （ℓ） 1,429 1,414(1%)

電力使用量 （ｋＷｈ） 5,792 5,734(1%)

ＣＯ2 排出量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 17,288 17,115(1%)

用水使用量 （ｍ
3
 ） 65 64(1%)

一般廃棄物排出量 （ｋｇ） 72 71(1%)

産業廃棄物排出量 （ｔ） 1 0.99(1%)

産業廃棄物再資源化率　 （％） 100 100

グリーン購入量 （％） 35 40

環境負荷の少ない （件） 6件/6件 全件

工事件数

＊１．電力のC02排出量については、電気事業者別のＣＯ2 排出係数（平成30年度実績）

　　（令和2年9月15日公表）の四国電力の実排出係数0.528（kg－ＣＯ2 ／ｋＷｈ）を使用した。

＊２．グリーン購入量は、製品購入金額全体に対する環境商品の購入金額割合（％）

＊３．環境負荷の少ない工事件数（請負金額が100万円以上の工事）

　　○LED照明の促進

　　○工事看板の間伐材使用

　　○省エネ機器の提案

（２）中長期目標

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

項目 単位 基準年 目標(%)は削減率 目標(%)は削減率 目標(%)は削減率 目標(%)は削減率

2020.7-2021.6 2021.7-2022.6 2022.7-2023.6 2023.7-2024.6 2024.7-2025.6

燃料使用量　ガソリン （ℓ） 4,545 4,499(1%) 4,454(2%) 4,408(3%) 4,363(4%)

燃料使用量　軽油 （ℓ） 1,429 1,414(1%) 1,400(2%) 1,386(3%) 1,371(4%)

電力使用量 （ｋＷｈ） 5,792 5,734(1%) 5,676(2%) 5,618(3%) 5,560(4%)

ＣＯ2 排出量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 17,288 17,115(1%) 16,942(2%) 16,769(3%) 16,596(4%)

用水使用量 （ｍ3 ） 65 64(1%) 63(2%) 63(3%) 62(4%)

一般廃棄物排出量 （ｋｇ） 72 71(1%) 70(2%) 69(3%) 69(4%)

産業廃棄物排出量 （ｔ） 1 0.99(1%) 0.98(2%) 0.97(3%) 0.96(4%)

産業廃棄物再資源化率　　 （％） 100 100 100 100 100

グリーン購入量 （％） 35 40 45 50 50

環境負荷の少ない （件） 6件/6件 全件 全件 全件 全件

工事件数
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6.環境経営計画　（2021年度）

期間：　2021年7月　　～　　2022年6月

責任者 関連SDGs

ＣＯ2 排出量 燃料使用量 ○エコドライブの実施

削減 削減 ○アイドリングストップの徹底

○車両の軽量化

○タイヤ空気圧の確認

電力使用量 ○不要照明の消灯

削減 ○節電シールの貼付け

○エアコンの温度管理

○OA機器の電源OFF

○センサー付照明器具の設置

用水使用量削減 （排水量削減）○節水シールの貼付け

廃棄物削減 一般廃棄物 ○両面コピーの促進

○使用済みコピー用紙の再利用

産業廃棄物

○廃棄物の分別

○エコマーク製品の購入を推進
環境事務局
津野雅子

○LED照明の促進

○工事看板の間伐材使用

○省エネ機器の提案

環境管理責任者
津野武志

環境・教育訓練の実施
環境管理責任者

津野武志
〇SDGsを意識したエコアクション
を行う

○印刷前の文章を確認し、印刷ミスを減らす

○FAXは必要なものだけを印刷する

〇材料の端材をできるだけ少なくする

小山嵐磨

○車両の洗車時に水を流しっぱなしにしない

環境事務局
津野雅子

小山嵐磨

環境負荷の少ない工事実施

グリーン購入

環境管理責任者
津野武志

社会貢献活動 〇河川の清掃

項目 活動内容

長岡理史

環境事務局
津野美香

○エアコンフィルターを定期的に掃除する

○LED照明器具の設置
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7.環境経営目標の実績

（1）本年度実績

2020年度 2021年度 2021年度 達成率

項目 単位 基準年 目標(%)は削減率 実績 （％）

2020.7-2021.6 2021.7-2022.6 2021.7-2022.6 目標/実績

化石燃料使用量

ガソリン （ℓ） 4,545 4,499(1%) 4,170 108% ○

軽油 （ℓ） 1,429 1,414(1%) 1,725 82% ×

電力使用量 （ｋＷｈ） 5,792 5,734(1%) 5,829 98% ×

ＣＯ2 排出量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 17,288 17,115(1%) 17,206 99% ×

用水使用量 （ｍ
3
 ） 65 64(1%) 58 110% ○

一般廃棄物排出量 （ｋｇ） 72 71(1%) 69 103% ○

産業廃棄物排出量 （ｔ） 1 0.99(1%) 0.61 162% ○

産業廃棄物再資源化率　 （％） 100 100 100 100% 〇

グリーン購入量 （％） 35 40 44 110% 〇

環境負荷の少ない （件） 6件/6件 全件 12件/12件 ― ○

工事件数

＊１．電力のC02排出量については、電気事業者別のＣＯ2 排出係数（平成30年度実績）

　　（令和2年9月15日公表）の四国電力の実排出係数0.528（kg－ＣＯ2 ／ｋＷｈ）を使用した。

＊2．グリーン購入量は、製品購入金額全体に対する環境商品の購入金額割合（％）
＊3．環境負荷の少ない工事件数（請負金額が100万円以上の工事）
　　○LED照明の促進　○工事看板の間伐材使用　○省エネ機器の提案
＊4．評価 ：達成　○、　未達成　×　

＜環境目標達成状況＞

ガソリン 啓発活動もあり使用量が減り目標を達成できた。

軽油 重機の使用量が増え目標を達成できなかった。

電力使用量 節電に取り組んだが目標を達成出来なかった。要因としては、猛暑日（7月～9月）が例年より増加したことでエアコンの

使用量が増えたと思われる。

CO2排出量 重機の使用量が増え軽油の使用量が増加し、目標を達成できなかった。

用水使用量 啓発活動もあり使用量が減り目標を達成できた。

一般廃棄物排出量 使用済み用紙の再利用や書類を電子データーにして目標を達成できた。

産業廃棄物排出量 再資源化率も含め、目標を達成できた。

グリーン購入量 出来るだけグリーン商品購入を促進し、目標を達成出来た。今後も積極的に購入していく。

（2-1）環境負荷の実績推移（2017年度～2021年度）
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

※電力使用量は、2020年5月21日に事務所専用電力量計を設置し電力使用量を採集し、本年度から2020年度を基準年とします。

※用水使用量は、2020年6月6日に事務所専用子メーターを設置し用水使用量を採集し、本年度から2020年度を基準年とします。

44

環境負荷の少ない
工事件数

実績 11 12 12 6 12

グリーン購入量(%) 実績 35 32 38 35

69

産業廃棄物排出量(t) 実績 0.00 0.50 0.72 1.00 0.61

一般廃棄物排出量(kg) 実績 96 76 77 72

187

用水使用量(㎥) 実績 697 645 647 65 58

ＣＯ2 原単位(kg-CO2/

百万円)
実績 396 275 490 181

5,829

ＣＯ2 排出量(kg-CO2) 実績 26,532 27,597 25,513 17,288 17,206

電力使用量(kWh) 実績 20,730 19,395 19,764 5,792

4,170

軽油(ℓ) 実績 423 600 1,354 1,429 1,725

ガソリン(ℓ) 実績 4,921 5,571 3,732 4,544

評価

売上(百万円) 実績 67 100 52 100 92
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　（2-2）環境負荷の実績推移（2017年度～2021年度）
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8.環境経営計画の取組結果とその評価

期間：　2021年7月　～　2022年 6月 ○・・・取組が守れている

△・・・取組がほぼ守れているが完全ではない

×・・・取組が守れていない

項目 活動内容 取組結果 評価 見直し

ＣＯ2 排出量 燃料使用量

削減 削減

電力使用量

削減

用水使用量
削減

（排水量削
減）

廃棄物削減 一般廃棄物

産業廃棄物

エコドライブの実施
急ブレーキや急発進をしないよう
心掛け運転している

○ 継続実施する

アイドリングストップの徹底
運転席に啓発シールを張り付け意
識づけている

○ 継続実施する

車両の軽量化
不必要な道具・材料は積み込まな
いようにしている

○ 継続実施する

タイヤ空気圧の確認 よく出来ている ○ 継続実施する

不要照明の消灯
昼休みなど事務所不在時には照明
を消灯している

○ 継続実施する

節電シールの貼付け よく出来ている ○ 継続実施する

エアコンの温度管理
冷暖房の温度管理（夏季28℃、冬
季20℃）

○ 継続実施する

OA機器の電源OFF よく出来ている ○ 継続実施する

センサー付き照明器具の設置 よく出来ている ○ 継続実施する

エアコンフィルターを定期的に掃除する よく出来ている ○ 継続実施する

LED照明器具の設置
今年度は倉庫照明をLED器具に取
替えた

○ 継続実施する

節水シールの貼付け よく出来ている ○ 継続実施する

車両の洗車時に水を流しっぱなしにしない よく出来ている ○ 継続実施する

両面コピーの促進 よく出来ている ○ 継続実施する

印刷前の文書を確認し、印刷ミスを減らす よく出来ている ○ 継続実施する

FAXは必要なものだけを印刷する
印刷前にFAX液晶パネルで内容を
確認し必要なものだけ印刷してい
る

○ 継続実施する

使用済みコピー用紙の再利用 よく出来ている ○ 継続実施する

マニフェストによる廃棄物の管理 よく出来ている ○ 継続実施する

グリーン購入 エコマーク製品の購入を推進 よく出来ている ○ 継続実施する

工事看板の間伐材使用 よく出来ている ○ 継続実施する

廃棄物の分別 よく出来ている ○ 継続実施する

環境負荷の少ない工事実施 LED照明の促進 よく出来ている ○ 継続実施する

省エネ機器の提案 よく出来ている ○ 継続実施する

社会貢献活動 河川の清掃 1回/年、近隣河川の清掃をしている 〇 継続実施する
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具体的な取組状況

（1）燃料使用におけるCO2排出量削減

啓発活動（燃料使用量削減）

（2）電力使用におけるCO2排出量削減

昼休みの時間は消灯 事務所照明LED化

啓発活動（節電） 倉庫照明LED化



エアコンを消費電力の少ない機種に取替 啓発活動（エアコン設定温度の適正化）

2．用水使用量の削減

啓発活動（節水）

3．廃棄物の削減

廃棄物の削減（不要紙の分別） 廃棄物の削減（不要紙の再利用）



廃棄物の削減（FAXは液晶画面で確認後印刷） 廃棄物の削減（段ボールは分別しリサイクル）

4．社会貢献活動（河川の清掃）

 



5．事業内容紹介

工事名：土佐清水市共同加工施設新築工事



9.次年度の環境経営目標及び環境経営計画
　　　　　　

9－1環境経営目標　(2022年7月～2023年6月)

項目 単位 基準値 2022年度目標

燃料使用量　 ガソリン (ℓ) 4,545 4,454

燃料使用量　 軽油 (ℓ) 1,429 1,400

電力使用量 (kWｈ) 5,792 5,676

ＣＯ2 排出量 (㎏-CO2) 17,288 16,942

用水使用量 (㎥) 65 63

一般廃棄物排出量 (㎏) 72 70

産業廃棄物排出量 (ｔ) 1 0.98

※電力のCO2排出係数は、0.528kg-CO2/kWhとする。

9-2環境経営計画

期間：　2022年7月　　～　　2023年6月

担当者 関連SDGs

ＣＯ2 排出量 燃料使用量 ○エコドライブの実施 継続

削減 削減 ○アイドリングストップの徹底 継続

○車両の軽量化 継続

○タイヤ空気圧の確認 継続

電力使用量 ○不要照明の消灯 継続

削減 ○節電シールの貼付け 継続

○エアコンの温度管理 継続

○OA機器の電源OFF 継続

○センサー付照明器具の設置 継続

継続

継続

用水使用量削減 （排水量削減） ○節水シールの貼付け 継続

継続

廃棄物削減 一般廃棄物 ○両面コピーの促進 継続

○使用済みコピー用紙の再利用 継続

継続

継続

産業廃棄物 継続

○廃棄物の分別 継続

グリーン購入 ○エコマーク製品の購入を推進 継続
環境事務局
津野雅子

環境負荷の少ない工事実施 ○LED照明の促進 継続

○工事看板の間伐材使用 継続

長岡理史

環境事務局
津野美香

○エアコンフィルターを定期的に掃除する

○LED照明器具の設置

小山嵐磨

○車両の洗車時に水を流しっぱなしにしない

環境事務局
津野雅子

小山嵐磨

環境管理責任者
津野武志

○省エネ機器の提案 継続

項目 活動内容

○印刷前の文章を確認し、印刷ミスを減らす

○FAXは必要なものだけを印刷する

〇材料の端材をできるだけ少なくする

社会貢献活動 〇河川の清掃 継続
環境管理責任者

津野武志

環境・教育訓練の実施
〇SDGsを意識したエコアクション
を行う

継続
環境管理責任者

津野武志
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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

（１）環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果

法規名 適用条項 具体的内容 点検頻度 担当者 遵守状況 確認日

測定時期

廃棄の処理及び清掃に関する 第3条 ○事業者の責務 必要時 環境管理責任者 遵守 2022年6月30日

法律 事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任

において適正に処理

第11条 ○事業者はその廃棄物を自ら処分すること 必要時 環境管理責任者 遵守 2022年6月30日

第12条 ○産業廃棄物の事業者の処理 必要時 環境管理責任者 遵守 2022年6月30日

○産業廃棄物の委託契約

第12条の三 ○産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付 廃棄物排出時 環境管理責任者 遵守 2022年6月30日

第12条の三 ○マニフェスト交付状況報告書の作成及び 年1回 環境管理責任者 遵守 2022年6月30日

7項 都道府県知事（高知県知事）への提出 毎年6月末

建設工事に係る資材の再資源化 第9条、第10条 ○分別解体等の実施義務 必要時 環境管理責任者 遵守 2022年6月30日

等に関する法律

（建設リサイクル法）

資源の有効な利用の促進に 第4条 ○土砂、コンクリート塊、アスファルト・コン 必要時 環境管理責任者 遵守 2022年6月30日

関する法律 クリート塊、木材等の減量化及びリサイクル

（資源有効利用促進法）

フロン類使用の合理化及び 第5条 ○登録業者に処分を発注する 必要時 環境管理責任者 遵守 2022年6月30日

管理の適正化に関する法律

（フロン排出抑制法）

電気事業法 第1条 ○電気事業の適正かつ合理的な運営 必要時 環境管理責任者 遵守 2022年6月30日

○電気使用者の利益保護

○電気工事業の健全な発達

○電気工作物の工事、維持及び運用の規制による

公共の安全確保と環境保全

浄化槽法 第10条 ○年1回の浄化槽の保守点検、清掃実施 年1回 環境事務局 遵守 2022年6月30日

第11条 ○年1回の水質検査実施

騒音規制法 第14条 ○特定建設作業の実施の届出 必要時 環境管理責任者 遵守 2022年6月30日

（建設作業開始7日前までに市町村長に届出）

振動規制法 第14条 ○特定建設作業の実施の届出 必要時 環境管理責任者 遵守 2022年6月30日

（建設作業開始7日前までに市町村長に届出）

土佐清水市廃棄物及び清掃に 第4条 ○事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を 必要時 環境管理責任者 遵守 2022年6月30日

関する条例 自らの責任において適正に処理しなければな

らない

消防法 第１７条の ○消防用設備等設置届書の消防署への提出 着工１０日前 環境管理責任者 遵守 2022年6月30日

３の２

家電リサイクル法 〇管理票（リサイクル券）制度による収集・運搬 必要時 環境管理責任者 遵守 2022年6月30日

（２）環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

  2021年7月より2022年6月まで、環境関連法規等への違反、訴訟及び外部からの苦情・要望等はありませんでした。
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11.代表者による全体評価と見直し・指示の結果
■定期見直し

□臨時見直し

見直しに必要な情報 代表者による見直し・指示

環境管理責任者の報告及び改善提案 変更の必要性の有無・指示事項

【取組状況の評価結果】 【環境経営方針】

①環境関連法規制等の遵守状況 変更の必要性： □有 ☑無

　環境関連法規制等の違反はありません。

②問題点の是正処置及び予防処置の状況

　今期内での問題点の是正はありません。

③前回までの代表者の指示事項への対応

＜改善提案＞ 【環境経営目標・環境経営計画】

変更の必要性： □有 ☑無

・高所作業車使用回数が増え燃料使用量が目標達成出来なかったが、

【環境経営目標・環境経営計画の達成状況】 車両の軽量化及びアイドリングストップ等徹底していく。

目標項目 環境経営目標 環境経営計画取組状況 コメント

達成状況 達成状況 （目標値、活動計画に対するコメント）

燃料使用量 × ○ より一層意識を高める。

電力使用量 △ ○ 啓発により意識が高まっている。 ・グリーン購入量も年々増え良い傾向である、継続して取組む。

CO2排出量 △ ○ 啓発により意識が高まっている。

用水使用量 ○ ○ 継続して取り組む。

廃棄物排出量 ○ ○ 継続して取り組む。

グリーン購入量 ○ ○ 継続して取り組む。 【実施体制】

環境負荷の少ない工事件数 ○ ○ 継続して取り組む。 変更の必要性： □有 ☑無

＜改善提案＞ 　エコアクション21はシステムとして有効に機能しています。

　目標達成出来なかった項目については、社内会議で情報を共有し問題点を改善

　していく。

【周囲の変化の状況】

①外部コミユニケーション記録より

　外部からの苦情及び要望等はありませんでした。 【総括】（環境活動レポートの代表者による全体の評価と見直しの欄に記載）

②環境関連法規制等の動向他

　ありません。

＜改善提案＞

代表者が自ら得た情報

特に変更の必要性は無いので、引き続き環境経営方針に沿って活動

　を継続する。

・電力使用量は猛暑日が続いたことが要因でエアコンの使用量が増え

 エコアクション21に取組み6年、全社員の意識が高まり、燃料使用
量の削減・節電・節水等、環境負荷にやさしい活動が根付いてきま
した。
　昨年、事務所専用の電力量計・用水使用量計を設置し1年間デー
ターを採集、本年より新たに基準年を変更しエコアクション21に取
り組んでおります。本年、目標達成できなかった項目は社内会議に
て情報共有し問題点を検討・改善していきます。
　今後も、全社員が自然環境の向上に向け、SDGsを意識したエコア
クション21を行います。

目標達成出来なかったが、意識を高め継続して取組む。
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12.SDGsへの取組み

これは、2015年に国連が採択した先進国を含む国際社会全体の2030年

に向けた環境・経済・社会についてのゴールです。

同年12月に採択された地球温暖化対策としての「パリ協定」と両輪に

なって、今、世界を大きく変える道しるべとなっています。

　SDGsとは、「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」

のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で2030年を目指して

明るい未来を作るための17のゴールと169のターゲットで構成されています。

引用元　環境省 ― 持続可能な開発目標（ S D G s ）活用ガイド ―

　　　　[第2版]　令和2年3月

SDGs（エスディージーズ、持続可能な開発目標）をご存じですか。

弊社では、令和3年7月よりSDGsを意識したエコアクション活動を行う。

弊社で特に意識するSDGs
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