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活動を報告していくよ！
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株式会社ソルテック工業
代表取締役 薛 章彦

ご挨拶

１

ロシアによるウクライナ侵攻は1年が経過した今でも収束の兆しはなく、長期化し
そうな状況です。北朝鮮によるミサイル発射も幾度となく繰り返されています。
中国では習近平による3期目の体制がスタートして権力の一極集中は頂点を極めて
います。
このような不安定な世界情勢の中で石炭火力発電所の再稼働等により二酸化炭素
の排出が増加傾向になっております。
また最近はサンマやサバの不漁や桜の開花時期の早まりなど、地球温暖化の影響
が顕著に現れてきております。本気で二酸化炭素の排出を削減しないと地球環境
は後戻り出来ない状態にまで追い詰められています。
そのような中でSDGsの重要性はますます増してきております。
ソルテック工業は2023年2月22日付けでSDGs行動宣言を発布しました。
宣言は3つの項目によって構成されております。
1、地球温暖化への取組
製造工程におけるCO2排出量削減を目指します。
具体的な取組としてはミス防止によるロス削減、電力・水の使用量削減、社用車
の環境対応車への乗り換え等です。
2、責任ある企業行動
社会発展に向け事業活動を通じた知見を社会に役立てていくと同時に、社内コン
プライアンスの徹底を図ります。
私たちはバイオマス発電設備のような地球環境を守る為の設備工事をしておりま
す。
3、パートナーシップ
国や性別に関係のない職場環境づくりを通じ、差別のない社会の実現に貢献しま
す。
具体的には外国人人材の積極的な登用、女性の管理職登用の積極化等です。
今後もエコアクション21の取組を継続して参ります。

2023年3月29日



環境経営方針

２

〈環境理念〉

株式会社ソルテック工業は、企業理念『統合技術力で人と地球の未
来を考える』ということを掲げ、「地球の健康を守る。」をスロー
ガンに明るい未来を子孫に残すためにどんな困難な仕事にも真剣に
取り組み、エネルギー・空気・水・土・ごみなど環境に関連した設
備をつくる仕事をおこなってまいりました。私たちは、今日まで仕
事を通して地球環境への社会貢献を続けてきたと自負しております。
今後更に人々が健康で心やすらかに生活していく社会づくりの一役
を担う者としてSOLTEC全工場・全事業所・全現場でエコアクショ
ン２１を活用し、環境に配慮した取り組みを行うことを宣言します。
今後、環境コミュニケーションに取り組み、社会で信頼ある企業と
して発展していくことを誓います。

〈行動指針〉

１．環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。
２．省資源・省エネルギー活動により二酸化炭素排出量の削減に

取り組みます。
３．作業上でのミス・ロスを減少させ廃棄物の削減を推進します。
４．節水行動により水使用量を削減します。
５．化学物質の管理状況の向上を目指します。
６．技術力UPと技術者の養成により、企業価値向上を目指します。
７．EA21の継続的取り組みを進めます。

制定日：2010年9月21日
改定日：2020年3月25日

株式会社ソルテック工業

代表取締役



品質方針
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〈品質方針〉

１．当社は製造する製品に対して、よりよい品質を創り出す為に次
のことに取り組むものとする。

２．当社が製造する製品に対して、その関係する組織は
・顧客満足を満たし、社会・顧客が求めるものを常に探求する。
・製品の精度、要求事項を満たすようにすると共に各種法令を
遵守する。

３．関係する組織は上記方針を受けて各年度毎に品質目標を掲げ、
取組み、その成果をトップマネジメントと共に継続的改善に活
かさなければならない。

〈2022年度 品質目標>

2022年度の品質目標を下記に掲げ各組織は、その達成を目指し顧客、
社会に感動を与え、成果を継続的改善に活かす

１．顧客満足度100％を図り、検証すると共に顧客・社会のニーズ
を捉えて品質の向上、よりよい顧客満足を目指す。

営業部 小野林

２．顧客要求、法令を遵守し、クレーム発生0を目指す。
製造・品質管理部 大西

３．機能をも考慮したものづくり、工程管理を進め納期遅延0達成を
目指す。

製造 島村

株式会社ソルテック工業

代表取締役
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組織概要

(１)名称及び代表者名

株式会社ソルテック工業

代表取締役 薛 章彦

(２)所在地

本社 大阪府大阪市生野区巽東２－１－１７

尼崎事業所 兵庫県尼崎市東海岸町１－６６

尼崎第一工場 兵庫県尼崎市東海岸町１－１５

尼崎第二工場 兵庫県尼崎市東海岸町１－６５

和歌山工場 和歌山県岩出市岡田１００５－１

関東事業所 東京都板橋区高島平３－２－３
ハロービジネスボックス高島平C号

※関東事業所は2020年3月に移転し、工場を閉鎖しました

(３)環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者
工事部 中川 怜香 TEL：06-6409-6601

担当者
業務管理部経理課 古川 美樹 TEL：06-6757-4550

せつ あきひこ



(４)事業内容

サイロ製作 タンク製作

組織概要
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ソルテックは設計・製作から現地据付・配管工事まで一貫したサービス
をご提供いたします。
今後は従来築き上げてきた事業だけでなくその技術力とネットワークを
活かし、他事業への展開を進めてまいります。

＜認可・許可＞

◆特定建設業 大阪府知事 許可（特ー 2）第 77742 号
土木工事業 とび・土工工事業
管工事業 鋼構造物工事業
機械器具設置工事業
令和2年8月20日許可

◆特定建設業 大阪府知事 許可（特ー３）第 77742 号
解体工事業
令和3年9月24日許可

◆一般建設業 大阪府知事 許可（般ー 4）第 77742 号
建築工事業
令和4年11月16日許可



(４)事業内容

①国内製作工場

「品質の基準を厳しく実践する」お客様に信頼して頂く為の第一歩です。ソルテックは更
に前進する為、技術と知識を磨き、納期を厳守します。その事がお客様に感動し満足して
頂く為の条件だと考えています。

②海外製作工場

組織概要
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研ぎ澄まされた 熟練の技と感性で未来
を創る

世界に羽ばたくソルテック

現在、設計部門を強化し
国内工場との連携で製造
から施工まで一貫した事
業を担う事が出来ます。
今ベトナム進出を契機に、
多国籍の従業員と日本の
従業員が切磋琢磨して世
界に通用する品質、成果
を実現しています。今後
更に海外拠点を増やしソ
ルテックが手掛けた仕事
を世界に浸透させる事を
目指しています。



(４)事業内容

③プラント設備工事

製鉄、発電、石油、化学、電化製品製造、等多種多様なプラントの設備施工を担う高い技

術力、経験と実績でお客様の要望に確実にお応え致します。

④環境関連設備工事

組織概要
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多様化と進化するニーズに迅速に応える

温暖化を防ぎ環境保全に貢献、
地球に明るい未来を残す！

私達は環境の保全に貢献す
るという課題に使命感を
持って取り組んでいます。
それは人々の生活に欠かせ
ない空気、水、土、ごみ、
等を浄化処理する為の設備
を造る事。環境破壊から地
球を守り、地球温暖化を防
ぐ為の設備を造る事。
ソルテックは子孫に汚れの
無い未来を残す為、全力を
尽くします。



(４)事業内容

⑤海外人材育成・活用

⑥リモートラボ設計システム

組織概要
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今、日本では人材不足が大きな問
題になっております。
私たちは、子会社ソルテックベト
ナムがある強みを生かし人材事業
をスタートしました。
「大学を卒業した高度技術者」や
「即戦力となる職人」を育て、皆
様にご紹介させて頂き、人材不足
で困っているお客様の救世主にな
る事を目指します。
お客様の立場で一歩先を行く人材
事業を展開します。

日本では設計者不足に悩んでおられるメーカー様が増えております。
私たちが目指すのは「設計と製作の一元管理」です。日本にいるお客様の設計担当者よりリ
モートでソルテックベトナムの設計技術者に指示を出し、指導して作業を進めます。日本語の
堪能なプロジェクトマネージャーを筆頭に、優秀なベトナム設計技術者と各社毎にセキュリ
ティ完備の設計ルームを用意致します。
それにより、お客様のコストを抑え、正確なスケジュールコントロールを実現します。

⑦環境機器販売・レンタル

空気を浄め、現場で働く人々の健康を守る。
それがソルテックが目指していることです。

これで工場、現場の
空気をきれいにして
働くみんなの健康を守るよ！

アスベスト・ダイ
オキシン類対策工
事用移動型空気清

浄機



(５)表彰・認証 2011年～2022年

組織概要
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アスベスト・ダイ
オキシン類対策工
事用移動型空気清

浄機

2011.7 エコアクション21認証取得

エコアクション21に取り組んで11年目を迎えた。行動
指針の中に、「技術力UPと技術者の養成により、企
業価値向上を目指す」を実現するために、従業員の
資格取得率UPを目指している。

2015.5 エコアクション21「環境レポー
ト大賞」受賞
「大阪同友会エコフェスティバル」において環境レポート
大賞を受賞した。

2015.7 ISO9001認証取得
ISO9001品質システム（品質方針・品質マニュアル
等）の維持・継続及び「規定集」・「帳票様式集」の
活用及び管理運営業務を関係部署で実施し、管理
者のみならず、若手社員にもISO9001の指針、活用
及び管理運営業務を教育し、将来の経営幹部を育て
る。

2020 大阪市女性活躍リーディングカン
パニー（二つ星）認証取得
女性が働きやすい職場づくりが女性だけでなく、男女、
国籍、人種を差別のない思いやりのある会社になると
考えている。

2022 健康経営®「健康宣言」事業所と
して認定
人材育成、従業員のキャリア形成に不可欠なのは、ま
ず「健康」だと考えている。健康づくりの基本である健康
診断をしっかり実施し、年に一度ストレスチェックの実施
等、従業員のメンタルケアにも力を入れていきたい。



(６)事業の規模

◆資本金 ３, 0 0 0 万円

◆主要製品生産量 ７００トン

(７)事業年度 １月～１２月

単位 2020年 2021年 2022年

売上金額 百万円 4,860 4,630 4,380

従業員数 人 117 117 118

内訳 単位 本社
尼崎
事業所

尼崎工場
(第一)

尼崎工場
(第二)

和歌山
工場

関東
事業所

従業員数 人 4 86 10 13 2

延べ床
面積

㎡ 291 874 976 1,237 1,500 321

※2022年12月31日現在

組織概要
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上はソルテックJAPAN、
下はソルテック
VIETNAMだよ！

今年も仲間が
増えて嬉しいね！



(８)資格取得一覧（工場、現場従事者）

組織概要
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免許資格
人
数

免許資格
人
数

技能講習
人
数

JIS Z 3811アルミニウム
(TN-1F)

3 危険物取扱者（乙種） 5 ガス溶接 23

JISアーク（A-2F) 1
危険物取扱者（乙類4
種）

7 フォークリフト運転（１ｔ以上） 32

JISステンレス（TN-F) 7
高圧ガス製造保安責任
者

1 玉掛（１ｔ以上） 64

JISステンレス（TN-F・TN-P) 1 消防設備士（乙種6類） 4 高所作業車運転（10m以上） 12

JIS半自動（SA-2F) 4 消防設備士（甲種1類） 2
酸素欠乏・硫化水素危険作業
主任者

23

JIS半自動(SA-2F・SA-2H) 5 第一種衛生管理者 ３
小型移動式クレーン運転（1t
以上5ｔ未満）

20

JIS半自動（SA-2F・SA-
2V)

4 第二種電気工事士 １
床上操作式クレーン運転（５
ｔ以上）

40

JIS半自動(SA-2F・SA-2V・
SA-2H)

1 天井クレーン １ 石綿作業主任者 6

JIS半自動(SA-3F・SA-3V) 2 二級ボイラー技士 １ 足場の組立等作業主任者 17

あと施工アンカー2種 １
二級管工事施工管理技
士

２ 鉄骨の組立等作業主任者 2

クレーン運転士 3 二級建築士 １
特定化学物質及び四アルキル
鉛等作業主任者

14

建築物石綿含有建材調査者 1 二級建築施工管理技士 ２ 特定化学物質等作業主任者 7

一級管工事施工管理技士 6 二級土木施工管理技士 ２ 有機溶剤作業主任者 13

一級建設機械施工技士 １
非破壊検査技術者（浸
透探傷レベル2）

２ 車両系建設機械運転（整地等） 2

一級建築施工管理技士 １ 監理技術者 ５ 鋼橋架設等作業主任者 2

一級塗装技能士（鋼橋塗装
作業）

1 監理技術者（一管施） １ ダイオキシン類ばく露防止対策 1

一級土木施工管理技士 1
JIS／WES溶接管理技
術者（WES2級）

2 はい作業主任者 1



(９)ソルテックイズム

イズムとは主義の事で「創業者の信念」とも言うべきものです。
世に長く存在する会社は創業者が起業した時の信念が衰えず、引き継がれています。
創業時の苦労と供に多くの人に助けられ、支えられて発展してきた歴史が有ります。
その様な事に感謝の気持ちを忘れず、自らに厳しく、仕事を通じて自身を磨き高め
る、ソルテック社員の有るべき姿を「８か条」の文章にしています。

組織概要
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(１)登録組織名

株式会社ソルテック工業

◆本 社 ◆尼崎事業所

◆尼崎第一工場 ◆尼崎第二工場

◆和歌山工場 ◆関東事業所

◆現 場

(２)活動

各種プラント設備の製作・据付・配管工事及びメンテナンス

(全社、全活動認証取得範囲)

認証・登録の対象組織と活動

13



(1)実施体制

(2)役割・責任・権限

14

実施体制及び役割・責任・権限

認証取得範囲

役割・責任・権限

代表者

・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票を承認・環境目標、環境活動計画書を確認
・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確認

環境事務局

・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局
・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施
・環境目標、環境活動計画書原案の作成・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・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ュニケーションの窓口・環境活動レポートの作成、公開

ＥＡ２１推進委員
(各サイトから1名)

・担当サイトの環境負荷及び取組の自己チェックの実施
・担当サイトの環境目標、環境活動計画書原案の作成
・担当サイトの環境関連法規等取りまとめ表の作成
・担当サイトの環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施
・担当サイトの環境関連の外部コミュニケーションの窓口

事業所・工場長

・自事業所における環境方針の周知・自事業所の従業員に対する教育訓練の実施
・自事業所に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告
・特定された項目の手順書作成及び運用管理
・自事業所の特定された緊急事態への対応のための手順書作成、試行、
訓練を実施、記録の作成
・自事業所の問題点の発見、是正、予防処置の実施

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
・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

更新日：2021年1月19日



項目 単位 2020年 2021年 2022年

二酸化炭素総排出量 kg-CO2 324,218 297,725 316,716

廃棄物排出量 kg 3,423 4,447 3,624

一般廃棄物排出量 kg 2,963 3,517 3,154

産業廃棄物排出量 kg 460 930 470

総排水量 ㎥ 840 908 881

化学物質 kg 282 221 166

(注)電力の二酸化炭素排出係数：0.418kg－CO2／kWh

主な環境負荷の実績(全体)
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環境目標・実績

年度

項目

基準値
(基準年度)

2022年
(目標) (実績)

2023年
(目標)

2024年
(目標)

達成
状況

電力の
二酸化炭素削減

kg-CO2 103,069 97,001 102,419 96,885 87,609

×基準年比 (2020年) 94% 104% 94% 85%

自動車燃料の
二酸化炭素削減

kg-CO2 195,366 192,466 209,599 136,756 136,756

×
基準年比 (2020年) 99% 107% 70% 70%

上記二酸化炭素
排出量合計

kg-CO2 298,435 289,467 312,018 233,641 224,365

水道水の削減
㎥ 826 782 881 620 620

×基準年比 (2020年) 95% 107% 75% 75%

一般廃棄物の削減
kg 3,085 2,926 3,154 2,869 2,777

×基準年比 (2020年) 95% 102% 93% 90%

廃塗料の削減
kg 460 460 470 368 322

×基準年比 (2020年) 100% 102% 80% 70%

ＰＲＴＲ物質の
使用量の管理

kg 348 190 166 320 313

○
基準年比 (2020年) 55% 48% 92% 90%

製品サービスへの
環境配慮

顧客要求事項の遵守
技術力ＵＰ、長持ち製品の提供 －

○達成 ×未達成全体

※都市ガスは少量の為目標を設定していません。
※化学物質（PRTR）は予備を買わない等の取組を引き続きしています。
※客先より出された環境要求事項は守っています。
※資格に関しては新入社員・客先要求に応じて受験させています。
※産業廃棄物は塗料・シンナーですが、再生使用の為削減目標とはせず、塗料使用量の削減を目標とします。
※現場の負荷は自動車燃料のみです。電力、水は客先支給のため把握できません。
廃棄物は客先管理のため把握できません。

※現場の塗料、シンナーは工場管理のため、化学物質は尼崎工場へ反映されています。
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取組計画 評価 関連SDGs

不要照明の消灯 △

パソコン、コピー機等のOA機器は、省電力設定にする △

夜間、休日は、パソコン、プリンターの主電源を切る △

空調の適温化(冷房28℃程度、暖房20℃程度)を徹底する △

服装を工夫して冷暖房の使用を抑える ○

【全体】電力の二酸化炭素排出量(kg-CO2)

各サイト別目標と実績(kg-CO2) 取組評価と次年度の取組

目標値 実績

達
成
状
況

未達成
サイトの
次年度
目標

特に夏場は、冷房使用の影響もあり排出量も
全体的に上がり、未達となりました。電力でも
冷暖房空調の消費電力が大きいため、過度
な設定温度にせず、適切な使用を継続します。
次年度は、こまめな照明オフ、主電源を切る
など待機電力削減の周知徹底により一層取
組みます。

昨年と同じくお昼休憩時の消灯は出来ていま
せん。
残業時には部分照明に努めることと、残業時
間を短縮しましょう。
３Ｆ会議室の照明をLEDに取替える予定です。

本社 5,605 5,936 × 5,325

尼崎事業所 27,353 30,745 × 26,189

尼崎工場(第一) 23,682 21,372 〇

尼崎工場(第二) 9,135 18,567 × 8,770

和歌山工場 27,965 28,576 × 27,965

関東事業所 3,260 1,921 〇

109,360
97,233 97,001
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107,117
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電力の二酸化炭素削減 ○よくできた △あまりできなかった ×全くできなかった

取組結果とその評価、次年度の取組
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代表者より



取組計画 評価 関連SDGs

エコドライブの励行 ○

タイヤの空気圧を定期的に確認し、適正値を保つよう努める ○

【全体】自動車燃料の二酸化炭素排出量(kg-CO2)

各サイト別目標と実績(kg-CO2) 取組評価と次年度の取組

目標値 実績 達成
状況

未達成サイト
の次年度
目標

2022年度は、目標値より8%増で未達で
した。前年比ですと7%増の排出量となり
ました。現場数、規模にも比例しますが、
軽油量が増加しています。トラックは、
年数が古く走行距離が長い車両も多い
のでこれらも大きい要因だと考えられま
す。
日常点検、安全運転はもちろん
車両の買い替えや燃費のよい車の入
れ替えも必要になってきます。

現場 157,212 187,174 × 157,212

和歌山工場 3,964 4,874 × 3,915

関東事業所 2,596 3,258 × 3,546

165,927 163,773

192,466

217,737

195,306
209,599

0

50,000
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200,000

250,000
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目標値 実績

自動車燃料の二酸化炭素削減

エコドライブ10のすすめ
①ふんわりアクセル「ｅスタート」
②車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転
③減速時は早めにアクセルを離そう
④エアコンの使用は適切に
⑤ムダなアイドリングはやめよう
⑥渋滞を避け、余裕をもって出発しよう
⑦タイヤの空気圧から始める点検・整備
⑧不要な荷物はおろそう
⑨走行の妨げとなる駐車はやめよう
⑩自分の燃費を把握しよう

※環境省ウェブサイトより抜粋
(https://www.env.go.jp/air/car/ecodrive/susume.html)

取組結果とその評価、次年度の取組

○よくできた △あまりできなかった ×全くできなかった
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代表者より

年代の古いトラックは順次、
廃車を進めています。

社用車も燃費のよいものに
少しずつ

取り替えていきます。



取組計画 評価 関連SDGs

日常的に節水を励行する ○

【全体】水道水使用量(㎥)

各サイト別目標と実績(㎥) 取組評価と次年度の取組

目標値 実績

達
成
状
況

未達成
サイト
の次年
度目標

2019年度より年々増加傾向でしたが、前年
比－3%となり今期目標値は、達成できません
でした。要因は、各自の水栓開け閉めなど節
水意識が低いと思われます。削減は出来て
いるので、節水の呼びかけ周知をし、今期目
標値を次年度で達成出来るよう取組みます。

少しですが前年比マイナスとなったので今後
も継続して節水に努めましょう。

本社 127 128 × 121

尼崎事業所 304 360 × 298

尼崎工場(第一) 143 115 ○

尼崎工場(第二) 63 153 × 54

和歌山工場 105 98 ○

関東事業所 40 27 ○
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水道水の削減

取組結果とその評価、次年度の取組

○よくできた △あまりできなかった ×全くできなかった
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水を大切に

代表者より



取組計画 評価 関連SDGs

書類の簡素化に取り組む ○

社内ＬＡＮ、データベース等の利用による文書の電子化に取り組む △

使用済み用紙、カレンダー等の裏紙が活用できる紙は可能な限り利用する ○

両面、集約等の機能を活用した印刷及びコピーを徹底する △

印刷する前にプレビューで確認し、印刷ミスをなくす △

【全体】一般廃棄物排出量(kg)

各サイト別目標と実績(kg) 取組評価と次年度の取組

目標値 実績

達
成
状
況

未達成
サイトの
次年度
目標

前年比－363kgとなりましたが今期目標値は
達成できませんでした。
2021年より削減できたのは、ペーパーレス会
議や書類電子化の成果が出ているとみます。
今後、廃棄物排出量を周知し個々の削減意
識づけに取組みます。また、次年度の目標
値を今期と同じく基準年度(2020年)比95%に
設定し、達成出来るよう努めます。

本社 91 99 × 84

尼崎事業所 1,836 2,033 × 1,798

尼崎工場(第一) 547 454 ○

和歌山工場 349 453 × 345

関東事業所 103 115 × 105

一般廃棄物の削減

取組結果とその評価、次年度の取組

○よくできた △あまりできなかった ×全くできなかった
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代表者より

会議でのペーパレス化は進んでいます。
図面、書類のコピーも選別し、データだ

けで対応出来るものは
コピーしないようにしないと

いけません。



取組計画 評価 関連SDGs

作業ミスによる廃棄量の削減 △

5S活動を実施する △

事前打ち合わせに力を入れる ×

【全体】廃塗料排出量(kg)

各サイト別目標と実績(kg) 取組評価と次年度の取組

目標値 実績
達成
状況

未達成
サイトの
次年度
目標

2022年度は、案件により使用量が多くな
りました。案件毎により塗装量は変動し
ますので基準年度の見直しも必要になっ
てきます。使用量は最小限にし管理徹底
し削減に繋げます。

尼崎工場
(第一・第二合算)

0 0 ○

和歌山工場 460 470 × 368

682

368 460460 930 470
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目標値 実績

廃塗料の削減

取組結果とその評価、次年度の取組

○よくできた △あまりできなかった ×全くできなかった

※環境省ウェブサイト「Re-Style」より抜粋
(http://www.re-style.env.go.jp/restyle/)

21

ごみを減らすための３Ｒ
Reduce(リデュース)・・・・ごみの発生、資源の消費をもとから

減らすこと
Reuse (リユース)・・・・・くり返し使うこと
Recycle (リサイクル)・・・資源として再び利用すること

「３Ｒ」は、ごみを限りなく減らして、そのことでごみの焼却や埋立処理によ
る環境への負担をできるだけ少なくし、さらに、限りある地球の資源の使用を
減らすために、資源を有効的に繰り返し使う社会（これを「循環型社会」と言
います）を実現するための、重要なキーワードです。

代表者より

2022年度は仕事量の増

加に伴い、塗装量も増え
ました。

廃棄される塗料を少なく
する為に事前検討・

チェックを徹底しましょう。



取組計画 評価 関連SDGs

作業ミスによる廃棄量の削減 ○

製品等の輸送の際には、繰り返し利用できる
パレットや通い箱を利用する

△

シンナーなどは３缶以上置かないように計画的に
購入する

△

【全体】ＰＲＴＲ物質使用量(kg)

各サイト別目標と実績(kg) 取組評価と次年度の取組

目標値 実績 達成
状況

未達成
サイトの
次年度
目標

PRTR物資も案件により使用有無があります
ので、基準年度、目標値の見直しが必要に
なってきます。引き続き、無駄な廃棄がない
よう徹底した使用管理に取組みます。

前期よりは実績が下がっているので今期も
同様に削減しましょう。

尼崎工場 49 76 × 47

和歌山工場 141 41 ○
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ＰＲＴＲ物質の使用量の管理

取組結果とその評価、次年度の取組

○よくできた △あまりできなかった ×全くできなかった

ＰＲＴＲとは
ＰＲＴＲ（Pollutant Release and Transfer Register：化学物質排出移動量届出
制度）とは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれ
くらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出さ
れたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。
対象となる化学物質は、人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状を有
するもので、環境中にどれくらい存在しているかによって｢第一種指定化学物質｣
と｢第二種指定化学物質｣の２つに区分されています。このうちＰＲＴＲ制度の対
象となるのは、｢第一種指定化学物質｣の462物質です。

※環境省ウェブサイトより抜粋
(http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html)

ソルテックでは塗料やシン
ナーに含まれる、トルエ

ン・キシレンが該当するよ。
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代表者より



技術力UPと技術者の養成

取組結果とその評価、次年度の取組

取組計画 評価 関連SDGs

資格取得 ○

人材確保 △

業務の属人化を減らす ○

工事部会の開催 ○

ＯＪＴで指導 △

取組結果と次年度の取組

資格取得は、遠方また現場責任者1人の従事が多く取組みが進んでいないのが現状です。計画を立て
積極的に取得できるよう環境づくりが必要です。

現場監督の資格取得については講習受講期間に代行を立てるなどして積極的に対応しましょう。

取組計画 評価 関連SDGs

緑化活動 ○

会社周辺の清掃 △

取組結果と次年度の取組

緑化活動は定着し、各事業所・工場でそれぞれ計画を立てて植物を植えています。

会社周辺の清掃については、今年も尼崎市主催「あまがさきまちなみクリーンフェローシップ活動」の参
加を検討しています。過去に参加した際、非常に意味のある活動だと実感し、今後も計画を立てて全社
的に広めていきたいと思います。また、どのようにすれば、みんなに取り組んでもらえるのか検討したい
と思います。

○よくできた △あまりできなかった ×全くできなかった

社会貢献 ○よくできた △あまりできなかった ×全くできなかった
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代表者より



～ 各 事 業 所 ・ 工 場 別 総 評 ～

取組結果とその評価、次年度の取組

24

達成
状況

評価 次年度の取組

本社 ×

今年も目標値を達成することができなかった。
基準年が2019年となっていて、その時よりパソ
コンの台数が増えたり、リモート会議が増えた
りしている。

次年度は基準年を2022年にする。また、夏
と冬はエアコンによる電力使用量が多くな
るので、室温管理を徹底し、少しでも電力
使用量を削減したい。

尼崎事業所 ×
年間を通して達成出来た月はほとんどなかった。
原因としては換気しながらの冷暖房使用が大き
いように思われる。

まだコロナ対策としての換気は必要になる
ので目標値を見直した方が良い。

尼崎工場(第一) 〇 今年一年はおおむね目標値を達成できた。
来期はより一層全員で協力し合って電力削
減に努めたい。

目標達成できた事業所も
あれば、できなかった事

業所もあったね。
どうしてだろう？

原因を詳し
く

見てみよ
う！

電力の二酸化炭素削減

尼崎工場(第二) ×
年間を通して、工場2階にも他部署が増えたなど
もあり、電力は大幅に増えている。

目標値の見直しを来年はしたい。

和歌山工場 ×
仕事が忙しい状況な為、残業も増え、電力の使用
量も増えてしまった。

忙しい中でも、節電意識を持って、仕事を
する。

関東事業所 〇
1・2月、暖房による電気消費量UPが予想される
ので設定温度管理をしていく。

全体的に前年比より上がり傾向なので、こ
まめなON・OFFによる節電を心掛ける。

自動車燃料の二酸化炭素削減

達成
状況

評価 次年度の取組

現場 ×
全体的に１０年以上、走行距離が10、20万以上の
車両が多くある。特にトラックは年数が古いもの
があり、実際故障も発生している。

廃車、買い替えをする必要がある。

和歌山工場 × エアコンの使い過ぎに注意。
加減速の少ない運転を心掛け、急ブレーキ、
急発進を無くす。地球温暖化防止、大気汚
染対策の為に、エコドライブの取り組み。

関東事業所 〇
現場、営業行動範囲により変動する為、前年対比
は比較とはならないが、アイドリングストップ
等々に努める。

CO2排出は基よりガソリン価格上昇に伴い
経費削減と合わせて削減努力に努めていく。



～ 各 事 業 所 ・ 工 場 別 総 評 ～

取組結果とその評価、次年度の取組
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水道水の削減

達成
状況

評 価 次 年 度 の 取 組

本社 ×
事務所だけの量を把握することができないが、基
準年とほぼ同じ使用量となっている。

今後も節水に努めたい。

尼崎事業所
×

今年の前半はコロナが弱まったことがきっかけで、
達成することができた。しかし、後半は累計は達
成しているにもかかわらず、月々の用水量がわず
か超えている。

来年は目標達成に向け、努力したい。

尼崎工場
(第一)

○
今年一年を通しておおむね達成することはできた
が、その時の案件の内容により水張テストなどが
多い月は量が極端に増えてしまう。

そのタイミングでいかに節水できるかを来
期のテーマに掲げたい。

尼崎工場
（第二）

×
他部署が新たに増えたので、水道水やトイレの使
用などで大幅に使用量は増えたかと思われる。

来年度は目標値の見直しをしたい。

和歌山工場 ○

まだまだコロナの影響は厳しい中、削減が出来て
いる。また、冬はどうしても温かいお湯で手や顔
を洗いたいと思いますが、出来るだけ冷たい水で
節水を。

年々、コロナの感染者数が増えている為、
難しい状況でも節水を取り組んでほしい。

関東事業所 ○
生活用水及び道工具清掃以外の水使用はあまりな
いのでUP要因の確認をする。

こまめな節水に努力する。

一般廃棄物の削減

達成
状況

評 価 次 年 度 の 取 組

本社 ×
目標値を達成できなかった。ファイルの整理を行
い不要な書類を処分していったが、基準年と同じ
排出量となった。

今後も無駄な印刷を減らし、文書の電子化
を進め、ごみの排出量を減らしていきたい。

尼崎事業所 ×

全体的に排出量が増加している。まだまだペー
パーレス化が進んでおらず量を減らすより、これ
以上増やさないという考え方で取組み手段を変え
るべき。

2022年度目標値を達成できなかったため、
来年度も同じ数値を目標にする。

尼崎工場
（第一）

○ 今年1年、すべて目標値を達成することができた。
案検等により前後していくと思われるが、
来年も達成できるように頑張りたい。

和歌山工場 ×

2/4古紙回収業者に持込：ダンボール箱300Kｇを
トイレットペーパー36個に交換。10/11古紙回収
業者に持込：ダンボール箱240Ｋｇをトイレット
ペーパー24個に交換。

弁当のゴミだけじゃなく、自分のゴミは出
来るだけ持ち帰るようにする。

関東事業所 × 目標値より10％が増えた。
少人数にもかかわらずゴミが増えた原因を
今後確認したい。



～ 各 事 業 所 ・ 工 場 別 総 評 ～

取組結果とその評価、次年度の取組
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廃塗料の削減

達成
状況

評価 次年度の取組

尼崎工場
(第一・第二

合算)

○

6月､塗料危険物倉庫管理を消防署査察で確
認を受けたが保管量も含め、大きな指摘も
なかった。今後も入用時､必要最小限のｽﾄｯｸ
を基本としたい。ﾊﾟﾚｯﾄ等の再使用について
は定着化してきており廃棄少ないも継続で
きている。

今後も産廃を出さないように工夫し継
続していく。

和歌山工場 ×
塗料を多く作り捨てたりしていたので、使
う分を考える。

再利用出来る塗料、シンナーは再利用
する。

ＰＲＴＲ物質の使用量の管理

達成
状況

評価 次年度の取組

尼崎工場
（第一）

×
案件毎に使用する塗料量に変動するので､大
型案件(塗装有)がある場合は、今後基準値の
設定見直しが必要と考えている。

1年をふりかえってみて、案件の規模等
により多い月もあったが、引き続き達
成できるようにしていきたい。

和歌山工場 ○
フタの開け閉めをしっかりする。塗料類の
使用量が間違っていないか確認。

シンナーの使用量を最小限におさえて
使用するようにしたい。

今年度の問題を振り返って次年度へ向けて全力で取り組んでいきます！



環境関連法規等の遵守状況の確認

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りです。
○遵守 ×違反 －適用外

適用される法規制
適用される事項

(施設・物質・事業活動等)

判定

本社
尼崎
事業所

尼崎
工場

和歌山
工場

関東
事業所

現場

廃棄物処理法

一般廃棄物(紙くず、繊維くず、木く
ず、生ごみなど)

○ ○ ○ ○ ○
客先
管理

産業廃棄物(特管廃油) － － ○ ○ － －

騒音規制法
コンプレッサー3.7kW１台、クレー
ン1台(和歌山工場のみ)

－ － － ○ － －

振動規制法 － － － ○ － －

悪臭防止法 塗料臭 － － ○ ○ － －

フロン排出抑制法
業務用空調機、業務用空調機
(GHP)
製氷機、冷水機

○ ○ ○ ○ － －

化学物質排出把握管
理促進法(PRTR法)

移動量１t以上の報告(塗料・シン
ナー)

－ － 今期該当なし － －

ＳＤＳ管理 － － ○ ○ － －

労働安全衛生法 ＳＤＳが義務化された物質 － － ○ ○ ○ ○

NOx・PM法
トラック、バン － － － － － ○

消防法
塗料、シンナーの保管量(指定数
量の1/5以下)

－ － ○ ○ － －

浄化槽法 浄化槽(尼崎事業所、尼崎工場) － ○ ○ － － －

高圧ガス保安法
ボンベ類の転倒防止、40℃以下、
警戒標など

－ － ○ ○ － －

顧客要求事項
マネジメントシステム
その他要求事項

○ ○ ○ ○ ○ ○

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ました。
なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去3年間ありませんでした。
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代表者による全体の評価と見直し・指示

・環境方針の変更の必要性
□あり ■なし

・目標・活動計画の変更の必要性
□あり ■なし

・実施体制・その他
□あり ■なし
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昨年は前年度と内容的にはあまり良くなっていないので評価と
しては厳しい結果です。
今後は更なるLED化や不要時の消灯、環境対応車への乗り換え
等を進める必要があります。
また行動指針の中にある「技術力UPと技術者の養成により、企
業価値向上を目指す」という事に関しては今年度は工事部を中
心として1級管工事のような国家資格やPT非破壊検査資格の取
得を多くの人が目標として取り組む事にしております。
その事によって施工管理技術者の数も増えて元請工事の増加に
も対応できるようになると思います。

２０２３年３月２９日

one team one company



環境活動の紹介（2010年～現在）

事務所では、いらないものボックスを設置し事務
用品など物の分別を始めました。置き場の決まっ
ていなかったコピー用紙も１か所に集め皆が取り
出しやすいようにしています。さらに尼崎事業所
では、フロアを廊下側、中央、窓側の３つのブ
ロックに分けて毎朝掃除しています。

３Ｓ(整理・整頓・清掃)活動

個人のデスクも3S！

BEFORE

節 水
工場ではタンク類の製
品に不具合がないか水
を張って検査をするん
だ！
大きいタンクの場合は
1日かけて水を貯める
ことも・・
だからこそ日頃はより
一層節水を心掛けてい
るんだ☆

節電では、蛍光灯のスイッチに色分けのテープを
貼り、スイッチをつけた際に点灯する蛍光灯にも
同じ色のテープを貼っています。これにより、ス
イッチとそれに対応する蛍光灯がわかりやすくな
り、必要なところだけを点灯するようにしていま
す。また、エアコンの掃除を毎年春に行っていま
す。空気も綺麗になり、風量や冷却機能向上にも
なり、一石二鳥です。

お昼休みなど人が
居ない所は消灯！

工場の工具管理ボードは手作りだよ！
すっきり見やすくてロスがなくなったよ！

AFTER

＠現場事務所

＠現場

現場でも整理整頓を行い、安全第一で作業を行って
います。

水道の近くに節水を呼びかけるポスターを
貼り意識付けをしています。工場では水道
に節水コマを取り付け、事務所の女子トイ
レには音姫を設置し水の使用量を抑えてい
ます。

節 電
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沢山のトイレット
ペーパーに感激！
社員のモチベー
ションもUP！

リサイクル
不要になった段ボールはリサイクル業者へ運びトイレットペーパーに交換して
います。

ゴミの分別 ごみの分別は各事業所で特色があります。

（写真左）縦型のごみ箱
セットは関東事業所で製作
されたものです。
狭いスペースにも置けるよ
うにし、一つ一つのごみ箱
は手前に傾けられる可動式
です。限られたスペースを
有効活用しています。

（写真右）尼崎工場で製作した全長2.4mのごみ箱セッ
トです。下に台車がついていて移動はスムーズな上、
ごみ袋をそのままセットできます。
手前に引き出せば簡単にごみ袋を外せる優れもので
す。

（写真左）尼崎事業所は
かつて女性社員だけでご
みを集めていましたが、
分別を一目で分かるよう
にしたことで男性社員も
率先して取り組むように
なりました。

約70kgの段ボールが、90個分のトイレットペーパーになりました。

環境活動の紹介（2010年～現在）

和歌山工場では尼崎、本社の段ボールも
集めてリサイクルに出してくれているよ。
保管に困らないのかなぁと思ってどうし
ているのか聞いてみたら、段ボール置き
場を設置したんだって。これももちろん
手作りだよ☆
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環境活動の紹介（2020年）
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創立35周年の記念事業の一つとして5S活動コンテス
トを行いました。コンテスト期間は2ヶ月と短かった
ものの、各事業所、工場、現場で計画を立てて取り
組みました。

BEFORE

・機材が仮置きになっていて、整理ができない。

・道工具が綱かごの中なので分かりづらい。

・屋根がないので道具を出しても濡れてしまう。

ヤード内でよく使う
道工具を見やすく
整理する棚を
作ること

AFTER
テーマに沿って整理しやすい棚になった。ひと手間掛けてあるの
で安全面にも拝領できていると思う。９月の台風にも負けず小屋
や棚は持ちこたえてくれた。材料費もほとんどかからずに出来て
工事終了まで活躍してくれると思う。今後もいろんな現場で整理
棚を発展させて効率を上げたい。

無駄な検索 (製品を探
す）時間減少

BEFORE

一般配管のサポートは数量が約4000となります。現場に搬入されたときに、山

のように重なっていたので、作業員が引き取りにくくなっていました。その為、

欲しいサポートを探すのに時間がかかっていた。

AFTER

配管施工作業も終盤に差し掛かり他業者(特に建築)絡みで構内の仮置き場が縮

小されてきているので、割り当てられたエリア（構内仮置き場及びボイラ架構

内仮置き場)を無駄無く使用できるように整理整頓を行なっている。

BEFORE

道工具は、使用後も「工具置場」と大きくまとめて、戻していたので、次に使

用するとき、欲しい道工具を探す時間がかかって困っていた。また、使用後も

なんとなく戻すことも見られ、使用後の不具合、損耗具合もおざなりで、次回

使用に支障が出てきた。
AFTER
道具の置場所を決め、綺麗に並べたので片付がしやすく、又道具も見つけやすくなった。

①道工具の準備段取り
ムダの消減

BEFORE

歩くだけで床がフワフワしており、トイレ掃除時の水も染み込みがひどく
なっていた。

AFTER
土間廻りを仕切り補強、土間にはコンクリを敷設した。新たな床を設け、水進入防止
のｺｰｷﾝｸﾞも施工した。清潔な状態を維持している。

②トイレ水まわりの
衛生環境ＵＰ



環境活動の紹介（2021年）
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BEFORE

(1)通路にものが置かれている

(2)頻繫に使うものが持ち出しにくい場所にある

(3)個人の私物

(4)棚の上にたくさんのものが置かれている

(5)再使用、処分待ちのものがたまっている

廃棄ルール、保管、保存ルールを明確
にして３Ｆ倉庫の整理、整頓、清掃を

確実に行う

AFTER

通路確保できた。床に置く物も少なくなった。

各部署の書類棚も、不要な書類が減り、スペースが増えた。

書類の保管用箱を統一した（担当者、保管期間を明記するよう

に）

物、書類の保管ルールの表示：棚の上、通路、私物を置いてはい

けない。

靴箱の整理（塗装） BEFORE

(1)ラベル無しの箱がある

(2)退職者の靴箱が残っている

(3)1箱2人で使っている

(4)箱、箱まわりが汚い

(5)さびるのが早い

AFTER

事務所での初挑戦

メンバー各自にはっきりとした役割を決め、

効率よく動きやすくした。

プロ技の仕上がりには及ばないが、従来のサ

ビていた時よりは心地よいと感じた。

BEFORE

(1)道工具の棚引いている木の板が古く、朽ちている

(2)棚や棚に置いている道工具の位置が不便

AFTER

道工具が取り出しやすくなり、作業の効率と事故防止にもつながっている

道工具棚の
改善や道工具位置の更新

2021年度 ５Ｓコンテストにも社内か
らたくさんの応募がありました。
各事業所・工場・現場の皆さんが素晴ら
しい結果を残してくれました。
コンテスト終了後も、日々の業務に５Ｓ

活動を意識してもらいたいと思います。



環境活動の紹介（2022年）
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8月18日,19日の2日間にわたりエコアクション21中間審査が行われました。
本社,尼崎事業所,工場,和歌山・現場(ごうど)リモートで実施され、ガイドライン要求事項に
対し適合とされ無事終わりました。

【評価できる点】
・現場では環境経営方針が掲示され、工程監理、安全監理、緊急事態へ
の対応、廃棄物分別などが確実に実施されていることが確認できました。
協力会社とのコミュニケーションも良く監督の信頼性を実感しました。
・本社では水道ホースのストップノズル、サーキュレータ、業務上のミ
スロス削減などエコアクションが認識されていました。
・和歌山では外国人研修生語学力向上、個人の技術、技能についてラン
ク分けや定量評価することで「技術力アップ、技術者養成」につながる
ことを理解いただきました。

【改善すべき点】
・自動車燃料によるCO2排出量は66％で当社にとって重要な削減負荷。
車両入替（ハイブリッド、電動）や台数削減も考慮する。
・公的資格、社内資格について部門ごとに事業計画に見合った必要資格
をリストアップして取得計画をする。部門ごとに必要なスキルを抽出し
てランク評価できるような仕組みを検討する。



環境活動の紹介（2022年）
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内部監査は、従業員数が100人以上の企業に要求されているため今後当社でも実施します。
各事業所の取組、仕組みがガイドラインに適合しているか確認し、内容が満たない場合
は是正処置、見直しを行います。

①目的

・審査前に問題点発見
・他部門間での相互チェックで自己評価をする
②内容

・目標達成の取組状況の確認
・法規制遵守の確認
・記録類の確認

２０２２年度活動内部監査実施

◆実施日：２０２３年３月１０日 １３：００～１４：００

◆部門：本社、尼崎事業所、尼崎工場、和歌山工場

部門 改善項目

本社 ・環境経営方針, 環境経営目標を達成するため，必要に応じて手順書が作成できていない
・環境に重大な影響を及ぼす緊急事態を想定し、被害を最小限に抑えるため、予め緊急事態
への対応策を定め、十分な準備はできていない。

尼崎事業所 ・それぞれの目標達成手段は関連する部署、社員が確実に実行できていない。
・目標値が達成されていない項目は原因の分析はできているが、是正策蘭に記載されていない。
・目標値が達成されていない項目は目標達成手段の強化されていない。ずっと同じ内容で変更
されていない。
・環境目標と環境活動計画は、エコアクション委員の中では周知できているが、全員には周知さ
れていない。
・環境経営方針、環境経営目標を達成するための手順書は作成されていない。

尼崎工場 ・仕事案件の内容により数値も比例するので目標値の見直しが必要になる。
・環境の変化（事務所増設)があったため目標達成手段の見直しが必要。
・廃棄物置き場に看板が設置されていない。

和歌山工場 ・未達成、達成された項目ともに明確な原因が記載されていない。
・具体的な是正策がない。
・目標値について見直しをするのか不明確。



エコタイムズのご紹介
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社内報「パイプライン」

弊社は２ヶ月に１回、社内報「PIPE LINE(パイプラ
イン)」を発行しています。その中の“エコタイムズ”
というコーナーでは各事業所のエコアクションの取
組などを紹介していて、内部コミュニケーション
ツールとなっています。
パイプライン第一号が発行されたのは2001年6月。そ
こから21年がたちました。2023年3月に122号を迎え
ました。

継続は力なり。
次は200号目指し
て頑張ります！



SDGsの宣言
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SDGsの取組
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みんなが輝く世界を目指して

弊社は、SDGs取組を推進します

ＳＤＧｓとは？
「 SDGs （ エスディージーズ） 」とは、 「 Sustainable
Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で
あり、2015年9月に国連で開かれたサミットの中で世

界のリーダーによって決められた、国際社会共通の
目標です。（外務省ホームページより）

2020年11月1日大阪市女性活躍
リーディングカンパニーの認証を取得しました！

大阪市では、女性にとって働きやすい職場環境の整備に積極的に取
り組む企業等を、市が一定の基準に則り認証し、当該の企業等が社
会的に認知されることでその取組みが広く普及するよう、「女性活
躍リーディングカンパニー」認証を実施しています。
今回応募しましたのは、女性が働きやすい職場つくりが女性だけで
なく、男女、国籍、人種を差別のない思いやりのある会社になると
考えてのことです。
まだまだ十分ではありませんが、これを機会に更に推進していきた
いと思っております。その為には、皆様のご協力は不可欠です。会
社を経済的にも安定させ、社員の生活向上を目指して頑張ります！

84%

16%

社員増員とともに女性社員

の比率も向上しています！

従業員
118人

建設業でも女性が
輝く環境づくり
に！
思いやりと助け合
いで安全第一！

ソルテックが目指すの
はこの13の目標だ

よ！

外国人労働者の採用、教育を
積極的に取り組んでいます

ベトナム実習生に玉掛、
クレーン運転の技能講習

受講サポート
日本語授業の実施

管理職から若手社員まで外部研修を
推進しています

2021年11月5日
この度、ソルテックが中小企業大
学校主催の人材育成研修に積
極的に取り組んでいたことに表
彰されました。2020年より、31名
が受講してきました。役員、管理
職だけでなく、若手社員にも受講
を勧めています。今後も、多くの
社員が受講できるようにもっと力
を入れたいと思います。
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今回会社創立以来、初めてスポーツを応援するオフィシャルパートナーになったのは、
スポーツを通して地域貢献と社外に対しての広報になればと考えてのことです。それにもまして
一番の目的は社内の活性化につながる活動にしていければと考えてのことです。
35周年を迎え社員が一丸となっていろいろなイベントを計画して実行してきました。これからも
社員が主体となって様々な活動を進めていって欲しいと願っています。楽しくイベントを盛り上
げる会社＝社員が元気な会社になるのではないかと思っています。「会社が元気＝社員が元気」
そのような会社を目指している証として位置付けております。

ソルテック工業は プロバスケットボールチーム B.LEAGUE「大阪エヴェッサ」
オフシャルゴールドパートナーとなりました。 (2020年11月13日より）

パートナーシップで目標を達成しよう！

ソル君とテックちゃんが大阪エヴェッサのまい
どくんとコラボさせてもらいました。弊社のオ
リジナルクリアファイルとタオルを制作し、従
業員に配っています。また、プロバスケット
ボール試合を無料で参戦できるチケットも大好
評です。

いいね！

SDGsの取組

クリアファイル

タオル



SDGsの取組

社員の健康は会社の生産性向上
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最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

「明るく、楽しく、全員で！」これは弊社がエコアクション活動を
行う上で一番大事にしていることです。「全員で！」といことが一
番難しいですが、今後もエコアクション委員会を中心にソルテック
らしい、楽しいエコアクション活動を目指して、取り組みを進めて
いきたいと思います。

https://soltec21.co.jp

弊社の
ホームページも

ぜひご覧ください♪

人と地球の未来を考える
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