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１. 代表者による経営における課題とチャンスの明確化

外部からの課題
・建設業界の工事が新築から維持修繕へシフト
→電気工事に関連する建築工事に限って見ても、発注件数・予算規模ともに新築工事が激減している。

・高知県宿毛市の人口減少
→上記の問題とも合わせて、電気工事や空調設備工事の発注規模が減少傾向になっている。

・事業所近辺での工事減少
→施工現場への移動により他工事との調整が困難となるだけでなく、燃料消費量も増大する。

・民間建築工事に伴う電気工事の減少
→核家族化により、一戸建て住宅の建築そのものが減っている。また、大手建築会社が集合住宅を
手掛けることが宿毛市でも増えてきたため、小規模の電気工事業者が民間建築工事に参入する機会
がますます減っている。

・インターネット通販の普及による電気製品利用者の個人購入
→電気製品利用者がインターネット経由で安価な製品を購入できるようになっており、製品の取り付け
のみの依頼も増加している。この場合、メーカー経由で製品を仕入れる際の利益が発生しないため、
取り付け作業の時間短縮が求められる。

また、個人が専門的な情報を得る手段も多様化しており、電気工事に関する資格の有無にかかわら

ず、作業を行う技術に到達するハードルが低くなっている。専門の技術者としての今後の在り方も考え

ていく必要がある。

内部にある課題
・業務の取り組み方

→現場の職員に負担が集中する状況が続いている。
弊社の特性として、小規模工事を丁寧に仕上げる強みを活かすとともに、品質管理、コスト管理、工

程管理をさらに改善していく必要がある。

環境に関連する課題
・工事に伴う産業廃棄物の増加
→資材を梱包する際の包装物のうち、リサイクルできない発泡スチロールやポリエチレン製の緩衝材
は宿毛市内の焼却施設で可燃ごみとして処分している。（廃熱は二次利用されているが、物自体は
再利用されない）

また、建築関係の維持修繕工事を請け負う関係上、廃プラスチックや蛍光管（水銀含有物）など、事

業所周辺に処分場がない廃棄物を扱うことが多くなっている。
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弊社のチャンス
・愛媛県愛南町の競争入札への参加

2022年1月に愛南町（宿毛市の隣接自治体）の競争入札参加資格を取得。

・環境保全活動のビジネス化

→所有者に許可を取り、手入れがされていない竹林の枯死した竹を竹炭化する。そしてその竹炭を農
業用地に投入し、炭素の固定化を図る。（J-クレジット創出 方法論AG-004）

・弊社周辺の排水側溝の有効利用
→生活排水の浄化と側溝に滞積する未分解の有機物の処理により、排水側溝の有効利用（マイクロ水
力発電など）を目指す。

・Web集客によるダイレクトマーケティング
→弊社ウェブサイトを作成し、照明器具や空調設備の設置工事に需要のある個人に対して宣伝を行う。
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２．組織の概要

【事業所名】

【代表者氏名】

【所在地】

本社

資材置場

倉庫

【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 工事部 山本　淳平

連絡先担当者 事務部 山本　まき

連絡先

建設業（電気設備工事、空調設備工事）

建設業許可

許可番号

許可年月日

建設業の種類

【事業規模】

設立年月日

資本金

2016年度
（エコアク
ション21開始
年、以下基準
年と表記）

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

　（万円）

従業員数　　　　　　（名） 3 3 3 3 4 5

事業所敷地面積　　　（㎡） 300 300 300 300 300 300

事務所延べ床面積　　（㎡） 48 48 48 48 48 48

会計年度 1月～12月 従業員数は、2022年3月1日現在

3317

代表取締役　山本　久

山本でんき有限会社

FAX：0880-63-0370

TEL：0880-63-1531

　2019年3月29日

　電気工事業、管工事業

2013年12月25日

￥3,000,000-

〒788-0032　高知県宿毛市錦745番地

8816

〒788-0032　高知県宿毛市錦錦口1089番7

〒788-0010　高知県宿毛市宿毛鷺洲5340番16

　高知県知事許可（般-30）第8729号

E－mail：yamaden@mb.gallery.ne.jp

2367 4727 37992408
製品生産量・出荷額  （売上高）
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３．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）】

山本でんき有限会社　　全社全活動

対象事業所

本社 〒788-0032　高知県宿毛市錦745番地   　　（常駐者：5名）　　　

資材置場 〒788-0032　高知県宿毛市錦錦口1089番7   （常駐者：無人）

倉庫 〒788-0010　高知県宿毛市宿毛鷺洲5340番16（常駐者：無人）

事業活動：建設業（電気工事業、管工事業）

【レポートの対象期間】

2021年1月～2021年12月

【環境活動レポートの発行日】

2022年3月13日

【作成責任者】

環境管理責任者　 山本　淳平
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. SDGsの取り組みを推進します。

制定日：2017年6月1日

改訂日：2021年2月1日　　

　　　　山本でんき有限会社

　　　　代表取締役　山本　久　

一般車両・トラック・特殊車両の燃料使用量削減により、二酸化炭素排出量を削減し

ます。

山本でんき有限会社は、地域資源の持続的な有効活用を目指し、電気工事業、管工事業を

取り巻く課題から他業種への参入も見据えたビジネスを創出・発展し、環境負荷低減に配

慮して環境効率性を高める事業活動を継続していくと同時に、人材育成及び技術職の継承

も行っていきます。

４．環境経営方針

【環境経営理念】

【基本方針】

環境関連法規及び条例等を遵守します。

環境経営方針は広く従業員に周知徹底します。

環境経営レポートを広く外部に公表します。

事務所・倉庫・現場における電力使用量の削減により、二酸化炭素排出量を削減しま

す。

事業活動における廃棄物排出量の削減及びリサイクルを推進します。

事務所及び倉庫における節水活動により水使用量を削減します。

環境に配慮した電気工事を施工します。

事務用品及び調達資材のグリーン購入を推進します。

社内・社外を問わず、清掃活動に取組みます。
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５．環境管理組織体制

環境事務局

山本　雄大

事務部 倉庫・作業場

山本　まき 山本　雄大

役割・責任・権限

代表者 ・環境経営に関する統括責任

・環境経営システム実施に必要な人、設備、費用、時間、技能・技術者を準備

・経営における課題とチャンスの明確化

・環境管理責任者を任命

・環境経営方針の策定・見直し・指示及び全従業員へ周知

・環境経営目標、環境経営計画を承認

・代表者による全体の評価と見直し・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、環境経営計画を確認

・環境経営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、環境経営計画原案の作成

・環境経営の実績集計

・環境関連法規等取りまとめ表の作成及び最新版管理

・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ュ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経営方針の周知、従業員への環境教育訓練実施

・自部門に関係する環境経営計画の実施、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組の重要性を自覚

・決められた事を守り、自主的・積極的に環境経営へ参加

代表取締役

山本　久

環境管理システム　役割・責任・権限表

工事部

山本　雄大

EA21委員会

環境管理責任者

山本　淳平
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６．環境経営への取組の全体概要

＜全体概要＞

○電力使用量の削減については車庫天井への断熱材設置を行いました。

　　　

＜山本でんき有限会社の物質フロー＞（2021年度）　

＜ＩＮＰＵＴ＞ ＜ＯＵＴＰＵＴ＞

燃料　4,369L
電力　4,083kWh

CO2　13,329 kg-CO2

　照明LED化

用水　9.0㎥ 　発電機設備更新 排水　9.0㎥　　

　空調設備設置

原材料　0.780ｔ
一般廃棄物　0.842ｔ
産業廃棄物　9.142ｔ

　工事件数：198件
　売上：8816万円

○環境美化活動についても、本年度は近隣の清掃活動（3回）、舗装修繕（10か所、17回）を実施しております。

排ガス対策型機械（高所作業車）による工事施工状況

　当社は「エコアクション21建設業者向けガイドライン2017年版」をもとに、環境負荷の自己チェックを行い環境経

営目標の達成状況を評価し、改善に取組んでいます。

〇2021年度は例年と比較して施工規模の大きな電気設備工事（トンネル照明工事、発電機更新工事）を請負ったこ

と、空調設備工事も請負金額に対して資材や工具の重量が大きいため高所作業車の燃料使用が多くなり、ガソリン、

軽油ともに目標は未達成（ガソリン達成率59％、軽油達成率18％）でした。軽油については発電機更新工事の際の非

常用発電機の運転に消費した量が1,366ℓでありこれだけで目標値の4倍近くの量を消費しています。

　電力使用量については、エアコンの冷房は真夏日を目安として使用を始めているものの、2021年は猛暑日が1日、

真夏日が53日あり、日最高気温30℃以上の日は2020年（真夏日42日、猛暑日5日）より増加しています。また、室内

気温が25℃以下の場合でも、湿度が98％以上となるような日もあり、熱中症対策のためエアコンの稼働日数が増えて

いることから目標は未達成（達成率47％）でした。

　二酸化炭素排出量は目標を未達成（達成率43％）でした。しかしながら、CO2排出原単位（㎏-CO2/百万円）で見る

と151となり、目標を達成（達成率160％）できています。

　また2021年度に始めた取り組みとして、J-クレジット（2021年9月～10月の環境省の実証実験にて4t-CO2を購入）

及びFIT非化石証書（2021年11月19日の取引市場にて160kWhを購入）により弊社のCO2排出量をカーボン・オフセット

しました。

山本でんき有限会社の事業活動
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７．環境経営目標

（１）単年度目標

単　位 2016年度

基準年

2016.1～12

（ℓ） 1,710

（ℓ） 364

（kWh） 2,123

排出量 （kg-CO2） 6,327

原単位 （kg-CO2/百万円） 268

（kg-CO2） 0

（kWh） 0

排出量 （kg-CO2） 6,327

原単位 （kg-CO2/百万円） 268

（ｍ3） 10

（kg） 640

（ｔ） 0.760

（％） 90

（％） 10

（件） 3

（件） 2

※1　電力のCO2排出量については、電気事業者別のCO2排出係数（2015年度実績）

　　（2016年12月27日公表）の四国電力の調整後排出係数0.669（kg-CO2/kWh）を使用した。

　　　ガソリン、軽油によるCO2排出量はそれぞれ2.32kg-CO2/L、2.58kg-CO2/Lを使用した。

※2　J-クレジットについて

J-クレジット制度の公式解説 https://japancredit.go.jp/about/outline/#about

「カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」に基づき、2021年度より目標基準を刷新する。

　　2020年度まで　2016年度の実績に対し、毎年1％削減

　　2021年度以降　2016年度の実績に対し、毎年2％削減

カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

“2020年10月、日本は、「2050 年カーボンニュートラル」を宣言した。また、2021年4月には、2030 年度の新たな温室効果ガス削減目標と

して、2013 年度から 46％削減することを目指し、さらに 50％の高みに向けて挑戦を続けるとの新たな方針も示された。（「カーボン

ニュートラルに伴うグリーン成長戦略」より）”

環境負荷の少ない工事件数

社会貢献活動

CO2排出量

ガソリン使用量

軽油使用量

項　目

電力使用量

2021年度

目標（10％減）

R3.1～R3.12

1,539

J-クレジット購入量

FIT非化石証書購入量

576

0.684

100

1,000

100

4,627

9.0

カーボン・オフセット後のCO2排出量

グリーン購入量

196

水使用量

一般廃棄物排出量

産業廃棄物排出量

産業廃棄物再資源化率　　

328

1,911

2

5,694

241

20

13

※1

※2

※4

※5

※6

化石燃料(石油、天然ガスなど)
によって得られる電力 CO2を排出する

照明を

白熱電球
から
LED照明
に切り替える

CO2
CO2

CO2

白熱電球使用時の
電力量生産時に
発生するCO2量

LED照明使用時の

電力量生産時に

発生するCO2量

照明切り替え（省エネ化）
によって削減された電力
量から想定されるCO2量。
これをJ-クレジット（単位：

t-CO2）と呼ぶ。

省エネルギー化によるJ-クレジットの概念

※H28年度売上高
：23.6百万円

※3
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※4　カーボン・オフセットの考え方

出典　カーボン・オフセット・フォーラム http://offset.env.go.jp/about_cof_cn.html

※5　グリーン購入(環境に配慮した物品購入)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（％）

※6　環境負荷の少ない工事対象

　　○環境負荷の少ない材料（エコケーブル、リサイクル材、県産品等）の使用

　　○低騒音、排出ガス対策型重機の使用

　　○型枠、工事看板への間伐材の使用

　  ○騒音・振動・粉塵防止の実施

　  ○太陽光発電設備、LED照明設置

経済産業省資源エネルギー庁による
FIT賦課金単価等の説明

https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210324004/20210324004.html

経済産業省資源エネルギー庁による
FIT非化石証書の説明

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/hikasekishousho.html

※3　FIT非化石証書とは、FIT(再生可能エネルギーで作られた電力を固定価格で買い取る制度)によって制度化された、CO2を排出しないとい
うことが証明されている電力のこと。取引市場において書面化された形で売買されているため、こう呼ばれる。FIT非化石証書の売上はFIT賦
課金の低減に使用されるため、電力を売買する双方にメリットがある。2020年度賦課金単価（2020年5月～2021年4月の電気料金検針分まで適
用）は1kWh当たり2.98円、2021年度の賦課金単価（2021年5月～2022年4月の電気料金検針分まで適用）は3.36円となっている。

再生可能エネルギー
(太陽光、風力など)

によって得られる電力
CO2を排出しない

化石燃料(石油、天然ガスなど)
によって得られる電力 CO2を排出する

再生可能エネルギー導入によるJ-クレジットの概念

CO2
CO2

CO2

発電に必要なエネルギーとして

化石燃料
の代わりに
再生可能エネルギー
を導入する

化石燃料によって

電力を生産する際に

発生するCO2量

再生可能エネルギー

導入時の設備工事で
発生するCO2量

再生可能エネルギー導入
によって削減されたと想定さ
れるCO2量。
これをJ-クレジット（単位：t-

CO2）と呼ぶ。
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（２）中期目標

項　目 2016年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

実績(基準年) 目標(-10%) 目標(-12%) 目標(-14%) 目標(-16%)

ガソリン使用量 1,710 1,539 1,505 1,471 1,436

軽油使用量 364 328 320 313 306

電力使用量 2,123 1,911 1,868 1,826 1,783

排出量 （kg-CO2） 6,327 5,694 5,568 5,441 5,315

原単位 （kg-CO2/百万円） 268 241 236 230 225

J-クレジット購入量 0 1,000 2,000 3,000 4,000

FIT非化石証書購入量 0 100 200 300 400

排出量 （kg-CO2） 6,327 4,627 3,434 2,241 1,047

原単位 （kg-CO2/百万円） 268 196 146 95 44

水使用量 10 9.0 8.8 8.6 8.4

一般廃棄物排出量 640 576 563 550 538

産業廃棄物排出量 0.760 0.684 0.669 0.654 0.638

産業廃棄物再資源化率　　 90 100 100 100 100

グリーン購入量 10 20 22 24 26

環境負荷の少ない工事件数 3 13 15 17 19

社会貢献活動 2 2 2 2 2

（３）長期目標

項　目 2016年度 2030年度

実績(基準年) 目標(-28%)

ガソリン使用量 1,710 1,231

軽油使用量 364 262

電力使用量 2,123 1,529

排出量 （kg-CO2） 6,327 4,555

原単位 （kg-CO2/百万円） 268 193

J-クレジット購入量 0 4,000

FIT非化石証書購入量 0 1,529

排出量 （kg-CO2） 6,327 -467

原単位 （kg-CO2/百万円） 268 -20

水使用量 10 7.2

一般廃棄物排出量 640 461

産業廃棄物排出量 0.760 0.547

産業廃棄物再資源化率　　 90 100

グリーン購入量 10 38

環境負荷の少ない工事件数 3 31

社会貢献活動 2 2（件）

（ｍ
3
）

（kg）

（ｔ）

（％）

（％）

（件）

（ℓ）

（kWh）

CO2排出量

（kg-CO2）

（kWh）

カーボン・オフセット後のCO2排出量

単　位

（ℓ）

（件）

（件）

（ｍ
3
）

（kg）

（ｔ）

（％）

（％）

カーボン・オフセット後のCO2排出量

CO2排出量

単　位

（ℓ）

（ℓ）

（kWh）

（kg-CO2）

（kWh）

-10-



８．環境経営計画  　

期間：2021年1月～2021年12月　　　　

項　目 活動内容 担当者 期　限

CO2排出量削減 ○不良タイヤ・空気圧の確認 山本　雄大 2021年12月

○車のアイドリングストップ、急発進の禁止 山本　雄大 2021年12月

○車両の必要以上の積載の禁止 山本　雄大 2021年12月

○車両の冷暖房の調整 山本　雄大 2021年12月

○重機のエコモード運転 山本　雄大 2021年12月

※工事現場までの計画的な運行管理 山本　雄大 2021年12月

○省電力化工事の実施 山本　雄大 2021年12月

○使用しない部屋、フロアの消灯 山本　雄大 2021年12月

○エアコンの温度管理（夏期28℃・冬期20℃） 山本　雄大 2021年12月

○常時使用しないパソコンの電源OFF 山本　雄大 2021年12月

○夜間、休日等は機器の電源OFF 山本　雄大 2021年12月

山本　雄大 2021年12月

山本　淳平 2021年12月

山本　淳平 2021年12月

山本　淳平 2021年12月

※竹炭製造による農地への炭素固定 山本　淳平 2021年12月

水使用量削減 ○手洗い、洗い物等の節水 山本　まき 2021年12月

○洗車時の節水 山本　まき 2021年12月

○蛇口の閉め忘れの点検 山本　まき 2021年12月

○夜間、休日の元栓の閉鎖 山本　まき 2021年12月

〇漏水点検の実施 山本　まき 2021年12月

廃棄物削減 一般廃棄物 ○コピー用紙の裏面再使用 山本　まき 2021年12月

○ゴミの分別の励行 山本　まき 2021年12月

山本　淳平 2021年12月

産業廃棄物 ○余剰資材を極力減らす材料管理 山本　雄大 2021年12月

○マニフェストによる適正管理 山本　雄大 2021年12月

○発生材の分別管理の徹底 山本　雄大 2021年12月

※公共工事における資材ロス率削減 山本　雄大 2021年12月

グリーン購入 ○エコマーク品選定購入 山本　まき 2021年12月

環境負荷の少ない工事の実施 ○低騒音・排ガス対策型機械の使用 山本　雄大 2021年12月

○間伐材の使用 山本　雄大 2021年12月

○現場及び周辺の環境保全 山本　雄大 2021年12月

○エコ電線の使用 山本　雄大 2021年12月

〇認定リサイクル製品（碍子(ガイシ)等）の使用 山本　雄大 2021年12月

社会貢献活動 〇近隣の清掃活動 山本　まき 2021年12月

〇会社周辺、市道の清掃活動 山本　まき 2021年12月

〇災害復旧、基金等への寄付 山本　まき 2021年12月

※は新規追加活動

燃料使用量削減

電力使用量削減

※J-クレジット購入によるCO2排出量の無効化

※プログラミング言語による印刷前の誤字脱字検出
　印刷ミスの最小化

※FIT非化石証書購入によるCO2排出量の無効化

〇ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ、ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞの徹底、夏場の扇風機の使用

※簾（すだれ）とよしずを冷房と併用
　夏場の室内通気性向上及び室内温度の低下

その他CO2排出量
削減の試み
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９．環境経営目標の実績

単　位 2016年度 2021年度 2021年度 評価

実績
目標

（10％減）
実績

2016.1～12 2021.1～12 2021.1～12 （％）

（ℓ） 1,710 1,539 2,592 59 ×

（ℓ） 364 328 1,777 18 ×

（kWh） 2,123 1,911 4,083 47 ×

排出量 （kg-CO2 ） 6,327 5,694 13,329 43 ×

原単位 （kg-CO2/百万円 ） 268 241 151 160 〇

（kg-CO2 ） 1000.0 4,000.0 400 〇

（kWh） 100.0 160.0 160 〇

（kg-CO2 ） 4,627 9,222.3 62 〇

（kg-CO2/百万円 ） 196 105 230 〇

（ｍ3） 10.0 9.0 9.0 100 ○

（kg） 640 576 842 68 ×

（ｔ） 0.760 0.684 9.142 7 ×

産業廃棄物再資源化率　　 （％） 90 100 99.3 -0.7 〇

（％） 10 20 21.6 1.6 〇

（件） 3 13 22 900 ○

（件） 2 2 7 500 〇

※１

※２

※３

＊４

＊５

＊６. R3年度売上高：88.1百万円

達成率
目標比率

一般廃棄物排出量

産業廃棄物排出量

環境負荷の少ない
工事件数

社会貢献活動

（１）本年度実績

ガソリン使用量

軽油使用量

電力使用量

水使用量

項　目

カーボン・オフセット
後のCO2排出量

FIT非化石証書購入量

達成率＝目標値/実績値×100（ガソリン使用量～産業廃棄物排出量）
 目標比率＝実績値-目標値（産業廃棄物再資源化率～社会貢献活動）

カーボン・オフセット
後のCO2排出量原単位

J-クレジット購入量

CO2排出量

電力のCO2排出量については、電気事業者別のCO2排出係数（2017年度実績）
（2016年12月27日公表）の四国電力の調整後排出係数0.669（kg-CO2/kWh）を使用した。

グリーン購入(環境に配慮した物品購入)量は、消耗品の購入金額全体に対する環境商品の購入
金額割合（％）

環境負荷の少ない工事対象
○環境負荷の少ない材料（エコケーブル、リサイクル材、県産品等）の使用
○低騒音、排出ガス対策型重機の使用
○型枠、工事看板への間伐材の使用
○騒音・振動・粉塵防止の実施
○太陽光発電設備、LED照明設置

評価：達成　○、　未達成　×

グリーン購入量
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＜環境目標未達成理由＞

・電力使用量

・ガソリン、軽油使用量

・CO2排出量（kg-CO2）

・水使用量

・産業廃棄物排出量

　電力使用量の節電に励行したが、事業所に対して遠隔地（四万十市西土佐、黒潮町入野等）の
工事が増加したことにより、夜間の事務所滞在時間が多くなり、電力使用量が増加した。また、
もう一つの原因として、7月～8月の真夏日、猛暑日が例年より増加したことでエアコンの運転負
荷が高かったことも挙げられる。

　既設構造物取壊しによるコンクリート塊及び廃電線（金属くず）が増加し、目標を達成できな
かった。ただし、再資源化率は目標達成できた。

　節水活動及び雨水の再利用などにより、目標を達成できた。

　事務所に対して遠隔地の工事が増加したため、技術員の乗車するバンや軽トラックが長距離運
転する事となり、ガソリン使用量が増加した。また、空調設備工事など重量物を高所へ持ち上げ
る作業のため高所作業車の使用時間が増加し、軽油使用量が増加した。施工現場の非常用発電機
運転のために使用した軽油も増加の原因となっている。

　電力使用量とガソリン、軽油使用量が増加し、CO2排出量は目標達成できなかった。ただし、環
境効率指標であるCO2排出量原単位（kg-CO2/百万円）は目標達成できた。
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（２）2016年から2021年のCO2排出量の推移

単　位 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

（百万円） 23.6 24.0 47.2 37.9 33.1 88.1

（kg-CO2） 6,327 4,773 6,114 6,719 8,325 9,222

（kg-CO2/百万円 ） 268 199 130 177 251 151

（３）年間エネルギーコスト概算

単　位

（kWh）

（ℓ）

（ℓ）

-

（４）CO2→1トン当たりのエネルギーコスト

　2021年の試算では1トン当たりのCO2は約5.5万円となる。

合計

電力

ガソリン

軽油

4,083.00

項　目

売上高

CO2排出量

原単位
（百万円当たりのCO2排出量）

項　目

2,591.66

年間のエネルギーコストは概算で73万円。
当該年度を基準とし、CO2排出量を1.8％削減した場合、約1万円の節約となる。

-

1,777.19

 金額（円）

111,049

392,630

227,398

731,077

使用量

0

50

100

150

200

250

300

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
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１０．環境経営計画の取組結果とその評価

期間：2021年1月～2021年12月

項　目

CO2排出量
削減

燃料使用量
削減

○不良タイヤ・空気圧の確認 月に1回点検し実行出来た。 〇 良好

〇 良好

○車両の必要以上の積載の禁止 〇 良好

〇車両の冷暖房の調整 〇 良好

〇重機のエコモード運転 〇 良好

※工事現場までの計画的な運行管理 〇 良好

電力使用量
削減

〇省電力化工事の実施 〇 良好

〇使用しない部屋、フロアの消灯 不要な照明の消灯を行った。 〇 良好

△
やや
不十分

○常時使用しないパソコンの電源OFF 〇 良好

○夜間、休日等は、OA機器の電源OFF 〇 良好

△
やや
不十分

〇 良好

〇 良好

〇 良好

〇 良好

○手洗い、洗い物等の節水 〇 良好

〇 良好

○蛇口の閉め忘れの点検 〇 良好

○夜間、休日の元栓の閉鎖 〇 良好

〇漏水点検の実施 〇 良好

廃棄物削減 一般廃棄物 〇 良好

○ゴミの分別の励行 良く出来た。 〇 良好

△
やや
不十分

産業廃棄物 ○余剰資材を極力減らす材料管理 〇 良好

○マニフェストによる適正管理 実行出来た。 〇 良好

○発生材の分別管理の徹底 実行出来た。 〇 良好

※公共工事における資材ロス率削減 〇 良好

グリーン購入 ○エコマーク品選定購入 〇 良好

○低騒音・排ガス対策型機械の使用 〇 良好

○間伐材の使用 工事看板に高知県産間伐材を使用した。 〇 良好

〇 良好

○エコ電線の使用 官庁関係の受注では、常時使用した。 〇 良好

〇 良好

社会貢献活動 〇近隣の清掃活動 草刈り・清掃等協力した。 〇 良好

〇会社周辺、市道の清掃活動 草刈り・清掃を行った。 〇 良好

〇災害復旧、基金等への寄付 〇 良好

〇ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ、ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞの徹底、夏場の
扇風機の使用

猛暑日は室内でも熱中症の危険があるた
め冷房を使用した。

今後も継続する。

今後も継続する。

夏季は室温が25℃以下でも湿度が98%以上の
日があり、熱中症対策のため使用時間が増加
した。

〇エアコンの温度管理
（夏期28℃・冬期20℃）

今後も継続する。

今後も継続する。

今後も継続する。

良く出来た。 今後も継続する。

今後も継続する。

今後も継続する。

今後も継続する。

トンネル照明のLED化、県有施設の発電機設
備の更新、空調設備設置等の工事を実施し
た。

今後も継続する。

今後も継続する。

窓を開けて空気の換気をする等、冷暖房のみ
に頼らない空気調節を行った。

資材のうち小規模品は工具を搭載する車両に
積み、軽トラックによる運搬回数を減らし
た。

良く出来た。

今後も継続する。

今後も継続する。

実行出来た。

今後も継続する。

今後も継続する。

今後も継続する。

事務所の備品室に簾を設置し、また事務
室の窓に網戸を設けた。

電線やボルトナット、ダクトカバーなど、複
数の工事で使用可能な規格製品を調達した。

環境負荷の少ない工事実施

実行出来た。

長時間外出する場合は本体の電源を切った。
短時間外出する場合はディスプレイの電源を
OFFにした。

洗い物のまとめ洗いが良く出来た。

良く出来た。○洗車時の節水

水使用量削減

※プログラミング言語による印刷前の誤
字脱字検出、印刷ミスの最小化

○コピー用紙の裏面再使用

今後も継続する。

良く出来た。

過剰な在庫を抱えないように管理してい
る。ただし1m以下の電線等、工事で使用
できない数量が残る場合がある。

低騒音・排ガス対策型の高所作業車を工
事で使用した。

今後も継続する。

人的エラー防止のために
別の取り組みを試みる。

今後も継続する。

今後も継続する。

今後も継続する。

プログラミング言語Pythonを用いて誤字
チェックを行ったが、印刷ミスは印刷前にプ
レビューや設定を確認しないことなどの人的
エラーの要素が大きく、大量の文書を短時間
で処理するような場合以外には効果が薄い。

評　価活動内容 取組結果 見直し

今後も継続する。

今後も継続する。実行出来た。

○車のｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ、急発進の禁止 今後も継続する。実行出来た。

今後も継続する。

コピー用紙等、文具類はエコマーク商品
の優先購入を行った。

今後も継続する。

積極的に推進していく。

工事では可能な限り認定リサイクル製品
を使用している。

今後も継続する。

今後も継続する。

積極的に推進していく。

今後も継続する。

今後も継続する。

○現場及び周辺の環境保全
（騒音・振動対策）

低騒音型建設機械、低振動型建設機械を
使用した。

停電災害時には復旧活動に積極的に参加し
た。寄付については、日本赤十字社へ募金し
た。

今後も継続する。

OA機器の電源を自動OFFに設定した。

※簾（すだれ）とよしずを冷房と併用
　夏場の室内通気性向上及び室内温度の
低下

今後も継続する。

〇認定リサイクル製品（碍子(ガイ
シ)等）の使用

今後も継続する。

今後も継続する。

その他CO2排
出量削減の
試み

※J-クレジット購入によるCO2排出量
の無効化

※FIT非化石証書購入によるCO2排出
量の無効化

※竹炭製造による農地への炭素固定

2021年9月～10月に実施された環境省の環
境価値取引実証実験に参加し、4t-CO2の
J-クレジットを購入した。

2021年11月に実施されたFIT非化石証書の
取引市場に参加し、太陽光発電による
160kWhを購入した。

2021年3月～12月に約0.5tの竹炭を製造し、
一部を農地に投入し炭素の固定化を図った。

※は新規追加活動
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具体的な取組状況

１．CO2排出量削減

（１）燃料使用量削減

社用車の更新

急発進・急加速・急停止の禁止

重機のエコモード運転の徹底

社用車のタイヤ空気圧確認

2017年1月に社用車1台をハイブリッド車に
更新しました。燃費は従来の15km/Lから
25km/Lに向上し、ガソリン使用量が削減さ
れています。

2017年1月に社用車内に「急発進・急加速・
急停止の禁止」のシールを貼付し、燃料使
用量削減の啓発を行っています。

2017年1月に全ての重機に「エコモード運転
の徹底」のシールを貼付し、燃料使用量削
減の啓発を行っています。

月に1回社用車のタイヤ空気圧を確認し、規
定値以下の場合は調整を行いました。
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（２）電力使用量削減

車庫　LED照明設置

（2017年6月設置）

昼休みの消灯

エアコンの節電

車庫天井に断熱材張付け

（2021年12月設置開始～2022年1月設置完了）

車庫の天井に断熱材を張付け、2階事務室及

び備品室の保温機能を向上させました。

車庫の照明（3台）を蛍光灯からLEDに更新
しました。

事務所エアコンの冷房運転を28℃・暖房運

転を20℃に設定し節電しています。

本社事務所の照明を昼休み（12時～13時）

消灯し、節電に努めています。2021年1月～

12月の1年間で101kWhの節電となり、年間で

2,747円のコスト削減（年平均で27.2円/kWh

とした場合）、CO2排出量は67kg-CO2の削減

（CO2排出係数を0.669kg-CO2/kWhとした場

合）につながりました。

※LEDの電力量は57W×6台。101kWhは事務所

使用日数が365-52=313日の場合の1時間当た

りの電力量。
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（３）その他CO2排出量削減の試み

J-クレジットの購入によるカーボン・オフセット

2021年9月から10月にかけて環境省実証事業の環境価値取引実験（環境省から業務委託を受けたデ
ジタルグリッド株式会社が実施）に参加し、再生エネルギー由来と省エネルギー由来のJ-クレジッ
トを合計4,000kg-CO2購入し、弊社のCO2排出量をカーボン・オフセットしました。
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カーボン・オフセット証明書



FIT非化石証書の購入によるカーボン・オフセット

2021年11月に実施された非化石価値取引市場にて、太陽光発電による非化石証書160kWhを購入し、
弊社のCO2排出量をカーボン・オフセットしました。
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無効化通知書



竹炭製造による農地への炭素固定

2021年3月以降、弊社の北にある竹林の管理時に
発生する竹を炭化させ、農地に投入していま
す。
竹炭の状態では大気から取り込まれたCO2が分解
されにくく、土壌に固定されるため、結果的に
大気中のCO2を減らせることになります。
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竹炭の製造状況

竹炭を農地に投入している様子

竹炭投入後の農作物の生育状況



２．水使用量の削減

節水シール貼付

（2017年6月設置）

雨水の再利用

(2021年3月以降）

３．廃棄物の削減

（１）一般廃棄物の削減

不要紙ごみの分別の徹底

（分別箱：20217年6月設置）

コピー用紙の裏紙使用、両面コピー

2021年3月から12月末にかけて、合計474㎏

（0.474m3）の雨水を貯留しました。貯留し

た雨水は、排水側溝の清掃や、銅線の品質

管理用、竹炭製造時の冷却用水として用い

ています。

本社事務所内に紙ごみの分別箱を設置し、
不要紙の再利用を行っています。

本社事務所内の水道蛇口（1箇所）に節水

シールを貼付し、啓発を図っています。

ミスコピー用紙や使用済みのカレンダー裏
面、封筒などは裏紙として使用し、また両
面コピーを実施することにより、コピー用
紙の使用量を削減しました。

ウォーターサーバーのボトル（13ℓ)を再利用
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３．廃棄物の削減

（２）産業廃棄物の削減

産業廃棄物分別の徹底

（分別置場：2017年6月設置）

産業廃棄物は分別し、産業廃棄物再資源化率が向上するように努力しています。

段ボール保管場所
廃プラ保管場所

金属類保管場所

クエン酸による銅線の品質管理

軽度のさびは10分程度で除去できます

さび除去前 さび除去後
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４．グリーン購入

５．環境負荷の少ない工事実施

低騒音、排出ガス対策型重機の使用

工事名称：道交地防安（修繕）第131-001-1102号　

　　　　　県道柏島二ツ石線　防災・安全交付金（柏島トンネル）工事

工事期間：2020年8月29日～2021年6月16日

工事場所：高知県幡多郡大月町一切

低騒音、排出ガス対策型重機（高所作業車）をトンネル照明LED化工事で使用しました。

工事箇所周辺の騒音低減と、排出ガス量削減に努めています。

事務用品はエコマーク・グリーンマークの
付いた商品を優先的に購入しています。

事務用品のｴｺﾏｰｸ・ｸﾞﾘｰﾝﾏｰｸ商品の優先
購入

対象商品：ファイル類、ノート類、ボール
ペン、シャープペン、針無しステープ
ラー、マグネット粘着テープ等

※対象商品については、グリーン購入ネッ
トワークのWebサイトhttps://www.gpn.jp/
を参考にしています。
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工事看板への高知県産間伐材の使用

工事名称：社総公第5-2-5号

　　　　　土佐西南大規模公園（大方地区）体育館災害告知放送設備整備工事

工事期間：2020年10月30日～2021年3月27日

工事場所：高知県幡多郡黒潮町入野388

工事看板には高知県産間伐材を使用し、環境負荷低減に努めました。

６．環境美化活動

会社内に水洗トイレを設置

（2021年5月設置開始～8月設置完了）

弊社では2021年4月まで事務所横に仮設トイ
レを設置していましたが、以前から事務所
内での水洗トイレの必要性があったため、
2021年5月より事務所内に水洗トイレを設置
しました。

2021年4月までの仮設トイレ

ウェットティッシュごみ箱と消臭用の竹炭（自社で製造）
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2021年8月に完成した事務所内トイレ

ごみ箱と消臭用の竹炭（自社で製造）

ウェットティッシュ

出入口

（屋外⇔トイレ内）
出入口

（屋外⇔トイレ内）

出入口

（屋内⇔トイレ内）
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出入口

（屋外⇔トイレ内）



会社近辺の清掃

会社周辺及び市道の清掃活動を行いました。（年3回実施）

　　　　　　

会社周辺の道路の舗装修繕

会社周辺の市道の舗装修繕を行いました。（下記の①～⑩の10か所、年間で17回実施）
※②、③、⑨の箇所は2020年にも補修を行っています。
使用材料はスコップによる転圧で固結する補修用アスファルト。（水や加熱は不要）

2021年7月

道路側溝の清掃

2021年9月

歩車道境界の清掃

2021年12月

道路擁壁側面の清掃

2021年12月

道路擁壁側面の清掃

①2021年3月
1回

山本でんき有限会社
事務所

山本でんき有限会社
資材置場

②2021年3月,6月,9月
計3回

③2021年5月,6月
計2回

④2021年5月
1回

⑤2021年7月
1回⑥2021年7月,10月,12月

計3回

⑦2021年9月
1回

⑧2021年10月,11月(2回)
計3回

⑨2021年10月
1回

⑩2021年12月
1回
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会社周辺の道路の舗装修繕

　　　　　　

② 2021年3月

修繕前

② 2021年3月

修繕後

④ 2021年5月

修繕前

④ 2021年5月

修繕後

⑥ 2021年10月

修繕前

⑥ 2021年10月

修繕後

⑨ 2021年10月

修繕前

⑨ 2021年10月

修繕後
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津波避難場所への進入路整備

弊社最寄りの津波避難場所は錦地区内の「稲荷神社」となっています。
神社の本堂がある場所は標高4.3mで、避難場所として示されている標高12.6mの地点は実際
には本堂裏の斜面を登った場所にあるため、未整備の進入路を整備しました。

山本でんき有限会社
事務所

宿毛市津波ハザードマップ

（2014年10月作成） より
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山本でんき有限会社事務所からの避難ルート

①

②

③

④

標高12.6mの地点



津波避難場所への進入路整備

① 2021年4月 整備前 ① 2022年3月 整備後

② 2021年4月 整備前 ② 2022年3月 整備後

③ 2021年4月 整備前 ③ 2022年3月 整備後

④ 2022年3月 整備後（標高12.6mの地点）④ 2021年9月 整備前（標高12.6mの地点）
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GoGreenCube(ゴーグリーンキューブ)による排水側溝の水質改善

使用済みカイロにより製造されたGoGreenCubeは、鉄イオン処理により水質を改善します。

https://www.go-green-group.com/gogreen-cube

2021年11月より、GoGreenCubeを用いて弊社
事務所周辺の排水側溝の水質改善に取り組
んでいます。2022年3月時点ではまだ劇的な
改善は現れていません。
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水質浄改善試験地(2) 2021年11月24日

山本でんき有限会社事務所

水質改善試験地(2)

水質改善試験地(1)

水質改善試験地(3)

水質改善試験地(3) 2021年11月24日

水質浄化試験地(１) 2021年11月24日

※山本でんき有限会社事務所

水洗トイレの排水口

水質改善試験地(3) 2022年3月9日

水質改善試験地(2) 2022年3月9日

水質改善試験地(１) 2022年3月9日



１１．次年度の環境経営計画の取組内容

期間：2022年1月～2022年12月

項　目 活動内容 担当者 期　限

CO2排出量削減 ○不良タイヤ・空気圧の確認 山本　雄大 2022年12月

○車のアイドリングストップ、急発進の禁止 山本　雄大 2022年12月

○車両の必要以上の積載の禁止 山本　雄大 2022年12月

○車両の冷暖房の調整 山本　雄大 2022年12月

○重機のエコモード運転 山本　雄大 2022年12月

〇工事現場までの計画的な運行管理 山本　雄大 2022年12月

○省電力化工事の実施 山本　雄大 2022年12月

○使用しない部屋、フロアの消灯 山本　雄大 2022年12月

○エアコンの温度管理（夏期28℃・冬期20℃） 山本　雄大 2022年12月

○常時使用しないパソコンの電源OFF 山本　雄大 2022年12月

○夜間、休日等は機器の電源OFF 山本　雄大 2022年12月

山本　雄大 2022年12月

山本　淳平 2022年12月

山本　淳平 2022年12月

山本　淳平 2022年12月

〇竹炭製造による農地への炭素固定 山本　淳平 2022年12月

水使用量削減 ○手洗い、洗い物等の節水 山本　まき 2022年12月

○洗車時の節水 山本　まき 2022年12月

○蛇口の閉め忘れの点検 山本　まき 2022年12月

○夜間、休日の元栓の閉鎖 山本　まき 2022年12月

〇漏水点検の実施 山本　まき 2022年12月

廃棄物削減 一般廃棄物 ○コピー用紙の裏面再使用 山本　まき 2022年12月

○ゴミの分別の励行 山本　まき 2022年12月

山本　淳平 2022年12月

産業廃棄物 ○余剰資材を極力減らす材料管理 山本　雄大 2022年12月

○マニフェストによる適正管理 山本　雄大 2022年12月

○発生材の分別管理の徹底 山本　雄大 2022年12月

〇公共工事における資材ロス率削減 山本　雄大 2022年12月

グリーン購入 ○エコマーク品選定購入 山本　まき 2022年12月

環境負荷の少ない工事の実施 ○低騒音・排ガス対策型機械の使用 山本　雄大 2022年12月

○間伐材の使用 山本　雄大 2022年12月

○現場及び周辺の環境保全 山本　雄大 2022年12月

○エコ電線の使用 山本　雄大 2022年12月

〇認定リサイクル製品（碍子(ガイシ)等）の使用 山本　雄大 2022年12月

社会貢献活動 〇近隣の清掃活動 山本　まき 2022年12月

〇会社周辺、市道の清掃活動 山本　まき 2022年12月

〇災害復旧、基金等への寄付 山本　まき 2022年12月

※竹炭の土壌固定化によるCO2排出量削減をビジネス化する 山本　淳平 2022年12月

※SDGｓの取り組みに参加する 山本　淳平 2022年12月

※は新規追加活動

その他

※パソコンの印刷設定の見直し
印刷前に不適箇所を認識しやすくする工夫

燃料使用量削減

電力使用量削減

〇ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ、ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞの徹底、夏場の扇風機の使用

〇簾（すだれ）とよしずを冷房と併用
　夏場の室内通気性向上及び室内温度の低下

その他CO2排出量
削減の試み

〇J-クレジット購入によるCO2排出量の無効化

〇FIT非化石証書購入によるCO2排出量の無効化
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１２．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

適用条項
点検頻度
測定時期

担当者 遵守状況 確認日

第３条 必要時 山本　雄大 遵守 2022年1月5日

第１２条 必要時 山本　雄大 遵守 2022年1月5日

第１２条の三 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付 必要時 現場担当者 遵守 2022年1月5日

第１２条の三７項 必要時 山本　雄大 遵守 2022年1月5日

規則第７条の３ 必要時 山本　雄大 遵守 2022年1月5日

第４条 必要時 山本　雄大 該当無し 2022年1月5日

第５条 2022年1月5日

2022年1月5日

第９条 〇分別解体等の実施 必要時 現場担当者 遵守 2022年1月5日

第５条 ○騒音規制基準の遵守（特定工場等） 必要時 山本　雄大 該当無し 2022年1月5日

第６条
設置工事
開始時

山本　雄大 該当無し 2022年1月5日

第１４条 必要時 山本　雄大 該当無し 2022年1月5日

第１４条 必要時 山本　雄大 該当無し 2022年1月5日

家電リサイクル法 特定家電の収集 ○エアコン・冷蔵庫のリサイクル券 必要時 山本　雄大 該当無し 2022年1月5日

OA機器の収集 ○パソコン・テレビ 必要時 山本　雄大 関連無し 2022年1月5日

電気工事業基準 ○基準の遵守 常時 山本　雄大 遵守 2022年1月5日

〇建設資材廃棄物の発生抑制、分別解体等
及び建設資材廃棄物の再資源化等費用の低
減努力

〇建設資材廃棄物の再資源化により得られ
た建設資材を使用する努力

山本　雄大 遵守必要時

○特定施設の設置届（特定施設設置工事開
始30日前までに市町村長に届出）

資源の有効な利用の促進に
関する法律（資源有効利用
促進法）

建設工事に係る資材の
再資源化等に関する法律
（建設リサイクル法）

法規名 具体的内容

廃棄物の処理及び清掃に関
する法律

事業者の責務
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

産業廃棄物の事業者の処理
産業廃棄物の委託契約

マニフェスト交付状況報告書の作成及び
都道府県知事（高知県知事）への提出

保管場所の表示、見易い箇所に掲示板を設
置（縦60㎝以上×横60㎝以上）

土砂、コンクリート塊、アスファルト・コ
ンクリート塊、木材等の減量化及びリサイ
クル

PCリサイクル法
（資源有効利用促進法）

騒音規制法

振動規制法

電気工事業法

〇特定建設作業の実施の届出
（建設作業開始7日前までに市町村長に届
出）

○特定建設作業の実施の届出
（建設作業開始7日前までに市町村長に届
出）
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適用条項
点検頻度
測定時期

担当者 遵守状況 確認日

第８条 必要時 山本　雄大 該当無し 2022年1月5日

第１０条 必要時 山本　雄大 該当無し 2022年1月5日

第３１条 必要時 山本　雄大 該当無し 2022年1月5日

第１９条 年１回 山本　雄大 該当無し 2022年1月5日

第５条
3ヶ月に
1回以上

山本　雄大 遵守 2022年1月5日

第６条 必要時 山本　雄大 遵守 2022年1月5日

第２条 ○事業者の清流保全の努力 必要時 山本　雄大 遵守 2022年1月5日

第５条 必要時 山本　雄大 遵守 2022年1月5日

第５条 必要時 山本　雄大 遵守 2022年1月5日

第７条 必要時 山本　雄大 遵守 2022年1月5日

第３１条 必要時 山本　雄大 該当無し 2022年1月5日

第４条 必要時 山本　雄大 遵守 2022年1月5日

（２）環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

法規名 具体的内容

○防火管理者の選任、消防計画の作成
（遅滞なく所轄消防長又は消防署長に届
出）

○指定数量以上の危険物貯蔵の消防長への
許可
　第１石油類　ｶﾞｿﾘﾝ：200ℓ
　第２石油類　灯油、軽油：1,000ℓ
　第３石油類　重油：2,000ℓ
　第４石油類　潤滑油：6,000ℓ
　　　　　　　ｷﾞﾔ油、ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ、ﾏｼﾝ油

○少量危険物貯蔵の消防署への届出
（指定数量の１／５以上指定数量未満の危
険物貯蔵）

○事業者によるフロン類の漏洩量等の報告
　1,000 CO2-t/年以上、事業所管大臣への
報告

○簡易点検の実施
　エアコン：7.5kW以下

消防法

フロン類の使用の合理化及
び管理の適正化に関する法
律
（フロン排出抑制法）

高知県環境基本条例
○事業者の責務
　公害防止、自然環境保全、廃棄物の適正
処理

高知県清流保全条例

四万十町環境基本条例
○事業者の責務
　公害防止、自然環境保全、廃棄物の適正
処理

四万十市環境基本条例
○事業者の責務
　環境負荷の低減、その他環境保全

2021年1月1日より2021年12月31日まで、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。

幡多西部消防組合火災予防
条例

○少量危険物貯蔵の消防署への届出
（指定数量の１／５以上指定数量未満の危
険物貯蔵）

宿毛市廃棄物の処理及び清
掃に関する条例

○事業者の責務
　廃棄物の適正処理

四万十市四万十川の保全及
び振興に関する基本条例

○景観保全に関する届出
・土石の採取
・盛土、切土による土地の形状変更
・屋外において土石、廃棄物、再生資源、
再生部品の蓄積、貯蔵する行為
・天然林を伐採し、スギ・ヒノキの植樹
・看板、広告板、サーチライト照明等の設
置
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作成年月日：2022年3月11日

１３．代表者による全体の評価と見直し・指示の結果
■定期見直し

□臨時見直し

【取組状況の評価結果】

　①環境関連法規制等の遵守状況

　　

　②問題点の是正処置及び予防処置の状況

　　CO2排出量をJ-クレジット及びFIT非化石証書によりカーボンオフセットしました。

　③前回までの代表者の指示事項への対応

【目標・環境経営計画の達成状況】

目標項目 目標値 経営計画

達成状況 達成状況

燃料使用量の削減 × ×

電力使用量の削減 × ×

二酸化炭素排出量削減 × ×

水使用量の削減 〇 〇 目標を達成できた。今後も節水に努める。

一般廃棄物排出量削減 × × 今後も継続するが用紙のﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄに注意する。

産業廃棄物排出量削減 × ○

環境負荷の少ない工事 ○ 〇 今後も推進していく。

グリーン購入量 〇 〇 達成でき、これからも積極的に実行していく。

社会貢献活動 〇 〇 今後も継続する。

　＜改善提案＞

【周囲の変化の状況】

　①外部コミュニケーション記録より

　②環境関連法規制等の動向他

　　改訂は特にありません。

　＜改善提案＞

　　特になし

2017年6月からエコアクション21に取組んで計画通り実行した。

ガソリン、軽油及び電力使用量が増加したため二酸化炭素排出量が目標

達成できなかった。

今後もさらに全社一丸となって環境に配慮した電気工事を推進し、環境

負荷の低減に携わっていきたい。年間を通してデータを見ながら原因を

分析、討議し、目標値及び活動計画の取組みについて改善を図っていき

たい。

特になし

【環境管理システム】

【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）

代表者が自ら得た情報

2017年ガイドラインに沿って課題とチャンスを経営的視点で見直し、
環境経営方針の見直しを行った。

変更の必要性：　□有　　☑無

車両のｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ等の取組みも徹底できた
が、ガソリン、軽油使用量増加のため目標は達
成できず。

代表者による見直し見直しに必要な情報

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

【環境経営方針】

CO2排出量を総量評価の他、原単位（kg-CO2/百万円）で評価しました。

取組み開始4年7ヶ月間の活動であり、指示事項は特に無し。

総排出量の目標を達成できなかった。
再資源化率は99.3％で目標達成。

変更の必要性:　　□有　　☑無

環境管理システムは有効に機能しており、現時点で変更の必要性はな
い。

　2021年1月1日～2021年12月31日までの間、外部からの苦情・要望等はありませんでし
た。

変更の必要性：　□有　　☑無

取組みが不十分な活動については活動内容を見直し改善をしていく。

コメント

2022年1月5日に評価を行った結果、遵守しています。
当社は何分とも小規模事業者でありまして、対象項目が少なかったことで完遂出来ま
した。

【環境経営目標・環境経営計画】

電力・燃料使用量の増加に伴い、目標を達成で
きなかった。

夏期は扇風機、冬期はストーブを使用して節電
に努める。

変更の必要性：　☑有　　□無

活動期間が4年7ヶ月となり、前年度(2020年度)達成できていた項目（ガ

ソリン、軽油）についても環境目標を達成する事が出来ないものがあっ

た。二酸化炭素排出については宿毛市内の事業だけで利益を確保するこ

とが困難となっており、遠方の工事が増加していることが原因である。

また、電力使用量の増加についても、真夏日及び猛暑日の増加により改

善ができていない。

ガソリン使用量の増加は、遠方での電気設備工事の増加、資材と工具の

運搬重量の負担が大きい空調設備工事の請負増加が原因と考えられる。

これらについては、宿毛市内での条件の良い工事の競争率は今後もさら

に高くなると予想されるため、根本的な改善は難しい。

軽油の使用量増加は非常用発電機の使用によるもので、同程度の軽油の

消費を必要とする工事は今後ほとんどないと考えられる。

産業廃棄物排出量についても、新築工事が今後ほとんど発注されないこ

とを見込むと増加傾向が続くと予想される。

（目標値、活動計画に対するコメント）

【実施体制】
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１４．その他の取組

１．高知県内の団体への支援

支援年

　日本赤十字高知県支部 　災害復旧（橋、森林、人道支援）基金に一般寄付 　2013年～毎年

　環境の杜こうち 　交通エコポイント環境活用社会還元事業 　2019年～2021年

２．その他の団体への支援

支援年

2020年～2021年
（2020年3月以降　月1回）

2020年～2021年
（2020年7月以降　年1回）

2021年
（2021年8月以降　月1回）

2021年
（2021年7月　年1回）

2021年
（2021年7月、10月）

GoGreenGroup 株式会社
使用済み使い捨てカイロの寄付
※GoGreenCube（ゴーグリーンキューブ）の製造に使用

NPO法人グッドライフ
（国内外で不用品をリユー
スする活動を行う団体）

不用品（服飾類、靴、タオルなど）の寄付

主な署名活動（経済、刑事司法、人権、教育、環境、動物、
健康、持続可能食品）の運営資金の寄付

Wikipedia（ウィキペディア：世界中のボランティアの共同作
業により執筆されるフリーのインターネット百科事典）の運
営資金の寄付

公益財団法人
京都大学iPS細胞研究財団

運営資金の寄付

支援団体 支援内容

Change.org
(オンライン署名運動営利企
業)

ウィキメディア財団
(Wikipediaを所有・運営す
る非営利団体)

支援団体 支援内容
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