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1. 組織の概要

(1) 事業所名及び代表者名

三協インシュアランスサービス　株式会社

取締役社長(非常勤) 黒崎　聡

専務取締役 早川　昭　(エコアクション代表者)

(2) 所在地

本社：〒933-8610　富山県高岡市早川７０番地

(3) 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

環境管理責任者 山口　純子

環境事務局　担当者 道下　由希

　TEL：0766-28-2828

(4) 事業内容(認証・登録の範囲)

損害保険代理店業・生命保険の募集業務

(5) 事業の規模

売上高 15,735 万円

従業員 16 人

延べ床面積 194.4 ㎡

(6) 事業年度

4月～翌年3月

(今回の活動レポートの対象期間は1月～12月)

2022年度 本社



2. 対象範囲



3. 環境経営方針



4. 環境経営目標

2020年 2022年 2023年 2024年

（基準年度) 今年度

CO2排出量の削減 kg-CO2 20,785 20,673 20,673 20,561

22,513 22,513 22,285

(△ 1.0%) (△ 1.0%) (△ 2.0%)

4,088.4 4,088.4 4,088.4

(0.0%) (0.0%) (0.0%)

廃棄物の削減 kg 1,403.0 1,389.0 1,389.0 1,377.8

281.5 281.5 281.5

(△ 1.0%) (△ 1.0%) (△ 1.0%)

1,107.5 1,107.5 1,096.3

(△ 1.0%) (△ 1.0%) (△ 2.0%)

169.3 169.3 167.6

(△ 1.0%) (△ 1.0%) (△ 2.0%)

109,200 108,150 107,100

(4.0%) (3.0%) (2.0%)

※ （　）内の数値は、基準年度の実績に対する削減率及び増量率を示します。

※ CO2排出係数は 0.497kg-CO2/kWh （北陸電力:2019年度調整後排出係数）で算出しました。

※ 化学物質は、使用していません。

地下水使用量の削減 ㎥

コピー用紙購入の削減 枚 105,000

171.0

項　目 単位

中期目標

ガソリンの削減 L

電気量の削減 kWh

一般廃棄物の削減 kg

22,740

4,088.4

284.3

紙類の削減 kg 1,118.7



5. 環境経営目標の実績

2020年

（基準年度) 削減率 目標値 実績

CO2排出量の削減 kg-CO2 20,785 20,673 21,519 96.1%

電気量の削減 kWh 22,740 0.0% 22,513 22,374 100.6%

ガソリンの削減 L 4,088.4 0.0% 4,088.4 4,482.4 91.2%

廃棄物の削減 kg 1,403.0 1,389.0 1,402.0 99.1%

一般廃棄物の削減 kg 284.3 0.0% 281.5 264.5 106.4%

紙類の削減 kg 1,118.7 0.0% 1,107.5 1,137.5 97.4%

地下水使用量の削減 ㎥ 171.0 0.0% 169.3 131.0 129.2%

コピー用紙購入の削減 枚 105,000 5.0% 109,200 111,000 98.4%

※ CO2排出係数は 0.497kg-CO2/kWh （北陸電力:2019年度調整後排出係数）で算出しました。

※ 化学物質は、使用していません。

達成率項　目 単位

2022年



6. 環境経営計画の取組結果、今後の取組

(1) 環境経営計画の取組結果

具体的取組内容 評価 取組内容と評価に対するコメント

電気量の削減 不要照明の消灯 ○

離席／外出時のパソコン電源OFF ○

パソコンの省電力設定 ○

エアコンの温度設定を守る ○

エアコンの保守・点検（フィルター清掃等） ○

ガソリンの削減 アイドリングストップ ○

急発進・急停止禁止／安全運転 ○

不要物の積載禁止 ○

定期点検・整備の実施 ○

一般廃棄物の削減 分別資源化の推進 ○

紙類の削減 スキャナー機能の利用推進 ○

パンフレット等の在庫削減 ×

節水の心がけ ○
入居物件なのでできることが
限られている。

両面印刷 ○

2in1印刷 ○

○：達成　×：未達成

(2) 次年度の取組内容

電気量の削減

ガソリンの削減

一般廃棄物の削減

紙類の削減

離席、外出時のパソコン電源
OFFが以前より徹底されてい
る。
エアコンの温度設定を守って
いるが、コロナの影響で換気
回数が増えており、暖房効率
が低下している。

コロナの影響により訪問件数
などが予測できなくなってい
る。目標は達成できなかった
が、今後に備えて取組を継続
していきたい。

保険の改定などの影響でﾊﾟﾝﾌ
ﾚｯﾄの差し替えが多かった。
お客様にもwebを活用していた
だくなど、更なる取組が必要。

地下水使用量の削減

廃
棄
物
の
削
減

取組はできているが、保険会
社提供の用紙が廃止となった
影響が大きく出ている。

活動項目

項目

C
O
2
排
出
量
の
削
減

C
O
2
排
出
量
の
削
減

コピー用紙購入の削減

地下水使用量の削減

保険手続時、ペーパーレス手続を推奨する

取組を継続する

コピー用紙購入の削減

取組内容

取組を継続する
不要照明の消灯／パソコンの電源OFF取組を継続する
エアコンの温度をこまめに調整する

取組を継続する
車の冷暖房の適正使用を心がける
アイドリングストップ、急発進・急停止禁止で安全運転・エコ運転を心
がける

パンフレット等の在庫削減

取組を継続する

取組を継続する
分別資源化の推進

スキャナー機能の利用推進

廃
棄
物
の
削
減

取組を継続する

両面印刷、2in1印刷を活用する



7. 取組内容

(1) Web約款とeco証券推進チラシ

2012年に申込書の両面印刷を導入した時は、2社の保険会社のみ両面印刷が可能でしたが、

現在では全ての保険会社で申込書の両面印刷が可能になっております。

お客様には両面印刷された申込書が受け入れられていますが、Web約款やeco証券の選択は

まだ浸透していないところが見受けられるので、引き続きおすすめしています。

※ Web約款率

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

対象件数 6,580 6,220 6,033 5,820 5,644

Web約款 3,948 3,272 3,462 3,713 4,468

% 60.0% 52.6% 57.4% 63.8% 79.2%



7. 取組内容

(2) 社会貢献活動

■ 「クールビズ、ウォームビズ運動」の実施

■ 「ノーマイカーデー」の実施

■ 「クリーン作戦」の実施

■ 「ツインリーフの森づくり」への参加

　当社は三協立山グループと同様に2002年よりノーマイカーデー宣言事業所として県
や市の実施運動に参画し、社員に理解と参加、協力の呼びかけを継続して行ってい
ます。（グループでは毎月第二水曜日をノーマイカーデーの日として設置し、統一して
実施しております）

　当社は三協立山グループと連携し、通勤路を中心に周辺地域の清掃・美化活動を
定期的に行っています。

 当社は三協立山グループの構成企業として、環境省
が地球温暖化防止国民運動として提唱する「クール
ビズ運動」、「ウォームビズ運動」に賛同し、2005年度
より継続して実施してきました。
今年度からは、省エネに加え働き方改革の観点か
ら、期間を限定せず年間を通して過度な冷暖房に頼
らない室温管理を進めるとともに、
ノーネクタイ等の働きやすい服装での勤務の通年実
施を進めていきます。

　当社は三協立山グループと連携し、きれいな空気と水を作ってくれる森づくりに参加
しています。



8. 環境関連法規などの遵守状況、違反・訴訟等の有無

(1) 当社に適用となる主な環境関連法規等

法律名 遵守すべき事項 遵守状況 改定 問題点

1

無 無

2

無 無

3

無 無

4

無 無

5

無 無

(2) 違反・訴訟等の有無

・自社の事業活動に関する法令等の違反はありません。

・関係当局からの違反等の指摘は、過去３年間なく、訴訟もありません。

損保会社環境行動指針

・ＴＶ・冷蔵庫・エアコンの適切な廃
棄
・パソコンのリサイクル化

家電リサイクル法

地球温暖化対策の推進
に関する法律（温対法）

使用済自動車の再資源
化に関する法律（自動車
リサイクル法）

廃棄物の処理及び清掃に
関する法律（廃棄物処理
法）

・温室効果ガス排出の抑制

・自動車の廃棄・使用済自動車の
引渡義務

・一般廃棄物及び産業廃棄物の
表示と分別管理

・環境負荷の軽減
・地域及び関連会社への環境改
善

○

○

○

○

○



9. 代表者による評価と見直し

(1) 全体の評価

(2) 方針・計画・その他見直し

　保険募集についてデジタル化・ペーパーレス化を推進しやすくするため、

当社HPを修正する。

　保険業界、当社グループ各社もサステナビリティへの関心のみならず関与・

活動・経営を実践する時代になっています。当社としてできることはデジタル化・

ペーパーレス化の推進です。昨年から推進していますが、今年からは、重要な

経営目標の１つとして具体的な数値目標を掲げて強力に推進していきます。

個人情報の漏洩リスクの低減にもつながる取組であり、一丸となって取り組んで

いきましょう。


