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企業理念
「私たちは、⼈と⾃然を愛し、卓越した技術を提供して

地域社会の持続的な発展に貢献します。」

基本⽅針
我が社は⼈の和、相互の信頼のもとに、

すぐれた技術とサービス精神をもって積極的に社会の進歩に貢献します。
会社の発展と繁栄を基磐に全社員の豊かな安定⽣活を築きます。

はじめに

物語を紡ぎつづける役割を

環境経営⽅針
当社は、地域の未来を担う次世代そして後の世代が必要な⽣態系サービスを享
受できるよう⽇々の事業活動において⾃然環境への負荷低減に積極的に努める
とともに、循環型社会の実現に向けた事業を通じて地域の担い⼿を育成し、継続
的な改善による環境経営を推進し、社会的課題の解決をはかります。

<基本⽅針>
■環境⽅針の周知徹底
我々は本⽅針に則った継続的な職場環境の改善活動および職場周辺環境の整備
と対外活動を通じて、本環境経営⽅針を従業員に広く周知徹底します。

■法規制の遵守
我々は事業に係る環境関連法規制を遵守し、また、法規が改正される場合は、その
内容を従業員に周知することを徹底します。

■SDGs (持続可能な開発⽬標)に沿った事業活動における⽬標の設定
我々はSDGsに掲げられた⽬標の実現に向けて、それぞれの事業活動においては⽬
標に沿った活動を⾏い、必⽤とされる啓発活動及び情報提供を積極的に⾏います。

■廃棄物の削減
我々は事業活動を通じて事業所や作業現場から排出される廃棄物の量を削減すべ
く、必要の無いものの取得は⾏いません。

■⽔の使⽤
我々は事業所や事業で利⽤される⽔が、⾃然から頂き、⾃然に還すものだという認識
のもと、余分な⽔の使⽤と排出、汚染の防⽌を徹底します。

■製品またはサービスの環境配慮
我々は事業活動に資する製品の開発またはサービスの提供にあたっては、環境配慮
の検討を経て進めるものとします。

■地域貢献活動
我々は「地産地消」を積極的に進め、地域内資源を有効に活⽤し、地域社会が豊
かなものとなるような活動を⾏います。

■⽣物多様性と事業活動
我々は地域の⽣物多様性の保全と保護を積極的に進めるとともに、⽣態系サービス
の持続可能な利活⽤モデルとなる産業創造に努めます。

制定⽇︓2003年12⽉1⽇
改定⽇︓2019年5⽉16⽇

代表取締役社長

現在、地球上では、毎年４万種の種が絶滅し、世界の動植物の７割が危

機的状況にあるといわれています。近年、我々にとって身近な存在であったニ

ホンウナギやクロマグロも絶滅危惧種に指定されました。これは自然界で突如

起こった事象ではありません。我々人類の活動が生態系の許容範囲を越えて

広がり、経済成長を目的に、長い間守れてきた地域の枠も越えてしまったこと

が、この地球の大きな負荷となっているのです。そういった状況の中で、事業

者は、企業とは何か、事業とは何かという問いに対する答えを持たなければな

らないと考えます。

代表取締役 社長

永野 敬典

私たち事業者は、地球の未来と地域の未来を考える

上で、その場所で生活する人々の幸せや、守るべき自

然環境を考慮せず、市場競争による経済成長や利便

性の追求のみに全てを委ねようとする考えは、すぐにでも

改める必要があるのでしょう。資源を浪費するような開発

や消費行為をやめ、今あるものを有効利用し自然に負

荷をかけいない暮らしの在り方を模索すること。そしてその

きっかけをつくることが、地域を拠点とする企業の役割で

あり、事業者として大事にしたいと考えています。

社⻑あいさつ（Top Commitment）



建設関連事業
創業当時から取り組んできた地質調査業をはじめ、
測量や⽔資源調査、⼟⽊設計など建設関連事業
は、当社の事業全体の中核をなす⼤きな事業分野
です。
地質調査・地盤調査

UAV、3D計測

⽔資源調査

⾃然環境調査

はじめに

事業内容
地域コンサルティング
⾼知の豊かな⾃然環境を活かした計画策定や企画
提案⼒のほか、地域イベントの推進などにも取り組
んでいます。

計画策定および資源調査

委員会等運営（⽀援）

地域イベント企画・運営

指定管理事業（宿泊施設）

⽊質バイオマス事業
化⽯燃料に頼るのではなく、地域にある⽊質資源を
利⽤して地域経済を回すための森林経営管理及び
⽊質ペレットの普及・販売などを⾏っております。

森林経営管理

⽊質資源の活⽤

グループ企業
グリーンエネルギー研究所
⽊質バイオマス発電およ
び⽊質ペレットの製造

エコデザイン研究所
有機物（汚泥、廃棄⾷
材など）の堆肥化

ヴェルデ
製材当事業



はじめに

事業内容（事業とCSR）

地質調査 測量調査（UAV､3D測量）

地域計画（地域振興） 環境調査

⽊質活⽤（⽊質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電､⽊質ﾍﾟﾚｯﾄ､⽊材）

⾷物等有機廃棄物活⽤（堆肥化）

地域運営（イベント、指定管理業務など）

コンサルティング部⾨ 社会実装部⾨

地域社会への貢献（CSR）

環境教育、防災教育、会社⾒学などの受け⼊れ
⇓

体験の機会の場の認定取得
※先進的な環境配慮の取り組みで紹介

⇓
出前授業、社会⼈研修へ発展

会社の資源である
『⼈』『モノ』『場』

などを活かす



先進的な環境配慮の取組み

●環境×企業
・環境配慮型社屋、敷地整備

・会社敷地を活⽤した環境教育（環境省認定︓体験の機会の場）
・新たな環境教育の取組み

●事業×SDGs 2020



開発に伴う環境への影響を最⼩化・再⾃然化
造成に伴う地形の改変は最低限に抑え、⾃然環境に配慮すると共に、

裸地には植⽣等の再⽣を促しました。
現在は会社の事業内容、環境配慮型社屋・敷地を活⽤し、『環境』

『教育』『経済』という視点から環境教育などの取組みをおこなっております。
➡（2）会社敷地を活⽤した環境教育（環境省認定︓体験の機会の場）

でご紹介します。

先進的な環境配慮の取組み

環境×企業
(1) 環境配慮型社屋・敷地整備

●緑の⼤切さ、⼟の⼤事さ、⽔のありがたさが体験できる場作り。
●百年、⼆百年後も残る持続可能な循環型建築物の建設。
●豊かな⾃然の中で思考し、想像するインテリジェントカンパニーの創出。

このような想いとともに、相愛は1996年、⾼知市内中⼼部から8キロの北⼭・重倉の森に⽊造建ての本社を建設しました。
社屋には環境への負荷を可能な限り抑えるための様々な⼯夫と知恵と機能が盛り込まれています。

改変量の最⼩化（半地下、棟を分ける）

省エネルギー化
⾃然エネルギーの活⽤を進めるうえで、建物配置や構造、資源利⽤な

ど様々な仕組みを取り⼊れております。

⽔のゼロエミッション（⽔収⽀の考え⽅）
省エネルギー同様、⽔収⽀の観点から、建物配置や構造に様々な仕組みを取り⼊れつつ、⾬⽔の利⽤や排⽔関する取組も⾏っております。

天窓（照明）

半地下（地熱） ⾵の取り⼊れ

窓（採光） 薪

薪ストーブ

井⼾ 給⽔タンク 還元井⼾ 道（浸透） 砕⽯⽔路（浸透） 排⽔（蒸発散）



先進的な環境配慮の取組み

環境×企業
(2) 会社敷地を活⽤した環境教育（環境省認定︓体験の機会の場）

（1）環境配慮型社屋・敷地整備でご紹介したように、当社では様々な視点、アプローチで循環型社会を構築すべく、鋭意取り組んでいます。
そのためには、会社敷地の⾃然環境の状況を把握し、課題を抽出したのち、どのような教育資源が提供できるのか考える必要があります。
下図はその仕組みを形にしたものになります。

調査
（資源情報・状況）

活⽤
（環境教育・発信）

管理・整備
（環境保全・改善）

貴重種

ヒメイカリソウ

ユキモチソウ

【植物調査】

植⽣図

【動物調査】

カブトムシ

ヤマアカガエル

森林荒廃

⾵倒⽊

⽵害

環境教育プログラム
植物︓タケノコ、野草など
昆⾍︓カブトムシなど

タケノコ掘り

⾷べる野草教室

昆⾍観察

標本作製

発信・協⼒
⼟佐⽣物学会など発表
牧野植物園（標本提出）

標本提出

社内展⽰

学会発表

環境保全・改善
植⽣管理
⽔循環システム

倒⽊伐採

⽵林管理

草地維持

排⽔蒸発散

⽊質バイオマス
の活⽤へ

ﾊﾞｲｵﾏｽ発電

⽊質ﾍﾟﾚｯﾄ

植 ⽣
重倉地区周辺の植⽣は、標⾼300-500mに
発達する暖温帯下部にあたり、温暖湿潤な気
候に⽣育するタブノキ、シイ、カシ類、ヤブツバキ
等から成る照葉樹林が発達します。また、地域
特性として、⽩⽊⾕層群に由来する⽯灰岩帯
が散在することから、林縁部や路傍には、ヒメイカ
リソウやタキユリ等、ほかではあまり⾒られない鏡
川上流域に特徴的な植物も⽣育します。

植 物
植物相調査の結果、103科370種（6種が希
少種）の植物が確認されています（2017〜
2018年実施）。

動 物
相愛周辺には、⾼知市平野部では数が減って
しまった⾥⼭にくらす動物が今なお多く⾒られま
す。

54期報告より〜観察会、⽣物調査〜
今期は環境学習会として『バナナトラップに集
まる昆⾍観察イベント』を1回、⼭荘梶ヶ森で
『ライトトラップに集まる昆⾍観察会』を1回実
施しました。また、越知町横倉⼭⾃然の森博
物館と共同で横倉⼭の⾃然調査の⼀環とし
て、昆⾍・陸⽣⾙類・⿂類の調査を実施しま
した。横倉⼭の調査については55期も継続
し、その成果は論⽂・調査成果報告会等で
発表予定です。



先進的な環境配慮の取組み

環境×企業
(3) 新たな環境教育の取組み その１

（2）でご紹介した会社敷地等を活⽤した環境学習（⾃主環境イベント）を通じ、地域の⼦どもたちへの出前講座のご依頼を頂くことが増えました。

タケノコ掘り
⽵の⽣態
⽵害
ライフスタイルの変化
エシカル消費

バナナトラップ
⾝近な昆⾍
⾥⼭の⽣物多様性
昆⾍と⾃然環境
危険な⽣き物

ディスプレイ標本づくり
昆⾍の体のつくり
形と機能
標本づくり
専⾨家の仕事

⾷べる野草教室
⾝近な⾷べ物
豊かな⾷⽣活と知恵
危険な植物
災害時の⾮常⾷

クリスマスリースづくり
⾥⼭管理
冬の植物の様⼦
⾃然資源の活⽤

【体験の機会の場︓⾃主環境イベント】

【出前授業】

３年⽣・座学
⽣きもの誕⽣
⽣態系における昆⾍
昆⾍クイズ
安全学習

３年⽣・実習
昆⾍採集
（網、トラップ）
昆⾍採集

４年⽣・座学
⾝近な川を知る
⽣物の予測
⽣息場所の予想
安全学習

４年⽣・実習
近隣の河川で調査
⽣物観察
スコア法による採点と
川の健全度評価

出前授業
地元の久重⼩学校の先⽣と共に、
体験を通して地域の⾃然を学ぶ授
業を⾏っております。
学習指導要領を踏まえた授業にな
っており、地域の⼤⼈たちも⼀緒に
⼦どもたちの授業を⽀えています。
来期は地元以外でもお声がけ頂い
ており、地域の企業としてより⼀層
⼒を⼊れたいと考えております。



先進的な環境配慮の取組み

環境×企業
(3) 新たな環境教育の取組み その２

（2）でご紹介した会社敷地等を活⽤した環境学習を通じ、⼤⼈向けの研修などのご依頼を頂くことになりました。

⾷べる野草教室
⾝近な⾷べ物
豊かな⾷⽣活と知恵
危険な植物
災害時の⾮常⾷

【体験の機会の場︓⾃主環境イベント】

【環境省（⽂部科学省）からの研修会受⼊および講義依頼】

タケノコ掘り
⽵の⽣態
⽵害
ライフスタイルの変化
エシカル消費

バナナトラップ
⾝近な昆⾍
⾥⼭の⽣物多様性
昆⾍と⾃然環境
危険な⽣き物

ディスプレイ標本づくり
昆⾍の体のつくり
形と機能
標本づくり
専⾨家の仕事

クリスマスリースづくり
⾥⼭管理
冬の植物の様⼦
⾃然資源の活⽤

環境省（⽂科省）からの依頼
毎年、教職員や環境学習に携わる⽅を対象
に、⽇本各地で⾏われている『教職員等環
境教育・学習推進リーダー育成研修』を、体
験の機会の場認定地として受け⼊れました。
研修では『地域と共に築く循環型社会』と題
し、環境配慮型社屋・敷地整備の在り⽅を⾒
て頂くと共に、⽣態系サービスを実感して頂くプ
ログラムとして、⾥⼭に⽣育する⼭野草を調べ
、⾷べる事を通じて、地域の豊かさとは何か
︖そういった事を考えて頂きました。また、これ
ら⼭野草は災害時の⾮常⾷となる事にも触
れ、本プログラムが防災学習に繋がることもご
紹介しました。
参加者の皆様には⼤変ご好評頂き、先⽇
55期の研修先に再度選ばれました。



先進的な環境配慮の取組み

事業×SDGs 2020
(1) 相愛のSDGs元年

これまで当社では環境カウンセラー（事業者部⾨）およびEA21メンバーが中⼼となり、SDGsに関する情報を収集すると共にその内容について勉強を進めてまい
りました。
今期は職員向けのSDGs研修に取り組むと同時に、当社のSDGs化を進めております。また、地域循環共⽣圏の考え⽅を踏まえた社内プロジェクトチームを⽴ち
上げ、環境教育等の活性化に努めております。

社員教育⽤に作成した資料 社内・社外向けに作成したパネル



環境レポート

●組織の概要
●対象範囲（認定・登録範囲）、対象期間及び発⾏⽇
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環境レポート

【登録業種（許可）】
建設業

許可番号︓国⼟交通省 許可 特28第844号
有効期限︓2016年5⽉22⽇ 〜 2021年5⽉21⽇まで
建設業の種類︓⼟⽊⼯事業／とび・⼟⼯⼯事業／さく井⼯事業／

⽔道施設⼯事業

地質調査業
更新年⽉⽇︓2017年11⽉30⽇
有 効 期 限︓2022年11⽉29⽇
登 録 番 号︓質29-第107号

建設コンサルタント業
更新年⽉⽇︓2019年4⽉13⽇
有 効 期 限︓2024年4⽉12⽇
登 録 番 号︓建31-第614号
登 録 部 ⾨︓河川、砂防及び海岸・海洋部⾨／地質部⾨／

⼟質及び基礎部⾨／施⼯計画、
施⼯設備及び積算部⾨／上⽔道及び⼯業⽤⽔道部⾨

測量業
更新年⽉⽇︓2019年12⽉23⽇
有 効 期 限︓2024年12⽉22⽇
登 録 番 号︓登録第（14）-1920号

産業廃棄物収集運搬業
許 可 番 号︓03900187457
有 効 期 限︓2016年2⽉5⽇ 〜 2021年2⽉4⽇まで
事業の区分 ︓収集・運搬（積替え⼜は保管を除く。）
運搬⾞両の種類と台数

︓2tユニック⾞-1台、3tユニック⾞-1台、3.5tユニック⾞-1台
収集運搬の種類と実績

︓燃え殻2.0t、⽊くず0t（2019年7⽉〜2020年6⽉）
料 ⾦︓量や場所等により相談に応じます

組織の概要
(1) 事業所名

株式会社 相愛
本社・倉庫︓〒780-0002 ⾼知県⾼知市重倉266-2
愛媛⽀店︓〒790-0952 愛媛県松⼭市朝⽣⽥町7-12-10
芸⻄倉庫︓〒781-5704 ⾼知県安芸郡芸⻄村⻄分字御殿⼄370
岡豊倉庫︓〒783-0042 ⾼知県南国市岡豊町蒲原587
⼭荘梶ヶ森︓〒789-0255 ⾼知県⻑岡郡⼤豊町佐賀⼭1248-3

(2) 代表者⽒名
代表取締役社⻑ 永野敬典

(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 ⼤下 宗亮 / 連絡先担当者 ⽵内 久世
電話︓088-846-6700 FAX︓088-846-6711
E-mail︓head-office@soai-net.co.jp

(4) 事業内容
建設関連業(主に地質調査業)、建設業、⽣物調査、地域づくりに関する
各種調査と計画、環境関連事業(⽊質バイオマスボイラーの製造・販売、
⽊質ペレットの販売)、産業廃棄物収集運搬業（燃え殻）

(5) 事業規模
資本⾦︓2,100万円 創業︓1965年

年度 2017年度 2018年度 2019年度
売上⾼ 812百万円 864百万円 878百万円

従業員
本社 54名 54名 52名

愛媛⽀店 10名 10名 9名

延べ
床⾯積

事務所 1,324㎡ 1,326㎡ 1,326㎡
倉庫 1,535㎡ 1,535㎡ 1,535㎡

⼯場･作業場 102㎡ 184.95㎡ 184.95㎡
⼭荘梶ヶ森 － 1192.48㎡ 1192.48㎡

敷地⾯積
本社※ 24,069㎡ 24,069㎡ 24,069㎡

愛媛⽀店 372㎡ 372㎡ 372㎡

事業年度︓7⽉〜6⽉

※資本となる本社、分析室、本社倉庫、芸⻄倉庫を合計した⾯積を計上
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(1) 環境管理システム 役割・責任・権限

対象範囲（認証・登録範囲）、対象期間及び発⾏⽇
(1) 対象範囲

株式会社 相愛
本社・倉庫︓〒780-0002 ⾼知県⾼知市重倉266-2
愛媛⽀店︓〒790-0952 愛媛県松⼭市朝⽣⽥町7-12-10
芸⻄倉庫︓〒781-5704 ⾼知県安芸郡芸⻄村⻄分字御殿⼄370
岡豊倉庫︓〒783-0042 ⾼知県南国市岡豊町蒲原587
⼭荘梶ヶ森︓〒789-0255 ⾼知県⻑岡郡⼤豊町佐賀⼭1248-3
事業活動 ︓建設関連業(主に地質調査業)、建設業、⽣物調査、

地域づくりに関する各種調査と計画、
環境関連事業(⽊質バイオマスボイラーの製造・販売、
⽊質ペレットの販売)、産業廃棄物収集運搬業(燃え殻)

(2) レポートの対象期間
2019年7⽉1⽇〜2020年6⽉30⽇

(3) レポートの発⾏⽇
2020年10⽉8⽇

(4) 作成責任者
環境管理責任者 ⼤下 宗亮

(5) 編集⽅針
相愛ではEA21の制度創設以来、⾼知県下でもいち早くその取り組みに
参加して参りました。

事業を進める事で環境に負荷をかけ続けるのではなく、如何にしてその負
荷量を低減できるのか︖を常に考え、模索し、⼀⽅で環境改善に繋がる
取組も進めてきました。

今回の登録更新にあたっては環境レポート
を刷新すると共に、私たちの積極的な取組
を紹介できる資料といたしました。

是⾮⼀度お⼿に取って頂ければ幸甚です。

環境管理組織体制

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の周知確認
・環境⽬標・環境活動計画書の承認と代表者による全体の評価と⾒直しの実施
・環境活動レポートの承認
・環境管理組織体制の承認

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
・環境⽬標・環境活動計画書を確認し、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
・環境管理組織体制の確認

ＥＡ21
事務局

・環境管理責任者の補佐
・環境⽬標、環境活動計画書原案の作成
・環境管理組織体制原案の作成
・環境関連法規等取りまとめ表の作成・遵守評価の実施
・環境活動レポートの作成、公開
・全従業員を対象とした教育訓練の実施
■広報担当
・環境関連の外部コミュニケーションの窓⼝
・環境⽅針や役割などの社内連絡・全従業員への周知
■データ管理
・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（現場編と
事務所編）と環境活動の実績集計

各部
担当者

・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
・⾃部⾨に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告。問題点の発⾒、
是正、予防処置の実施 （内部監査の実施）

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
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環境管理組織体制
(2) 組織体制図

2019年7⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇
代表取締役 社⻑

取締役会

会⻑・顧問・相談役

監査役

管理課

防災地質課

測量・地理空間情報課

⾃然環境調査課

地域計画課

⽊質バイオマス事業課

営業部 総務部 事業部 愛媛⽀店

社内プロジェクト／会議

●試錐機開発プロジェクト

●⼭荘梶ヶ森地域振興プロジェクト

●地域循環圏形成事業
（ESD、体験の機会の場ほか）

●技術提案検討会

●災害協定

●三重⼤学共同研究

コンプライアンス委員会BCP（事業継続プラン）
委員会

安全衛⽣委員会

EA21委員会
代表取締役 社⻑

EA21事務局
（各課から配属）

環境管理責任者

EA21委員会

ISO9001実⾏委員会

ISO27001実⾏委員会



(1) 対象期間︓2019年7⽉1⽇〜2020年6⽉30⽇
環境活動として「CO2排出量の削減」「廃棄物削減」「⽔使⽤量の削減」
「環境配慮型商品の販売」「環境配慮型社屋の維持管理」
「⽣物多様性の保全と保護」「地域貢献活動」「SDGsの推進」
「コンプライアンス」の9つの項⽬において、計画を⽴てました。主な活動内容は
以下の通りです。

■CO2排出量の削減
社⽤⾞のエコドライブの実施のほか、パソコンを始めとする電器類の未使⽤
時の節電など

■廃棄物削減
ゴミの分別やミスコピーの削減のほか、建設現場では資材等の再使⽤など

■⽔使⽤量の削減
本社は引き続き⽔循環システムを採⽤し、⽀店やその他現場では節⽔

■環境配慮型商品・サービスの販売
⽊質バイオマス関連商品情報の提供と普及（販売）

■環境配慮型社屋の維持管理
定期的な維持管理

■⽣物多様性の保全と保護
⾃社敷地の環境調査及び⽣物多様性関連業務の実施（業務受注）
社員への環境教育の実施

■地域貢献活動
各種清掃ボランティア活動のほか、社内外での環境学習等への参加

■SDGsの推進
社員のSDGs教育の実施など

■コンプライアンス
各種法令の⾒直しと更新
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環境活動計画環境⽬標
(1) 単年度⽬標値設定（対象期間︓2019年7⽉1⽇〜2020年6⽉30⽇）

本年度（2019年度）の⽬標値は下記の通りです。

項 ⽬ 単位
2018年 2019年度 基準年⽐

（基準年） ⽬標 増減率

⼆酸化炭素排出量 ※1
kg-CO2 235,811.73 230,000.00

-2.5%
kg-CO2／百万円 272.63 250

エ
ネ
ル
ギ

使
⽤
量

購⼊電⼒ kWh 144,862.0 145,000.0 -0.6%

灯 油 L 1728 1600 -8.3%

ガソリン L 48,320.8 47,300.0 -3.8%

軽 油 L 12,259.2 12,100.0 -2.1%

A重油 L 3,525.0 - -100.0%

液化⽯油天然ガス L 240.7 250.0 3.9%

廃
棄
物

⼀般廃棄物 kg 3,910.2 3,600.0 -13.0%

産業廃棄物 ※2 kg 19,540.0 19,500.0 -4.8%

原 単 位 kg／百万円 27.11 26.5 -4.1%

再資源化率 ％ 90.1 100 -

⽔使⽤量 ※3 ㎥ 546 500 -8.4%

環境配慮型商品の
販売数量 ※4

ﾊﾞｲｵﾏｽﾊﾞｰﾅｰ︓台 3 15 66.7%

ペレットkg 2,373,850 3,000,000 5.3%

⽣物多様性の保全と保護 ※5 回 7 6 -14.3%

地域貢献活動 ※6 回 24 20 -16.7%

※1︓購⼊電⼒のCO2 排出係数は平成30年12⽉27⽇公表の四国電⼒の調整後排出係数0.535㎏-CO2/kWh
を使⽤した。

※2︓業務の受注量により変動しコントロールできないため、基準値を⽬標値として維持する。
※3︓本社では地下⽔を利⽤しており、⾃然蒸発により排⽔は発⽣しないため使⽤量の把握とする。
※4︓環境配慮型商品は⾃社製品の「⽊質バイオマスバーナー」「⽊質ペレット」を対象とする。
※5︓⽣物多様性の保全・保護に寄与する社内外での取り組み。
※6︓ロードボランティア及び社外等で⾏われるイベントや取り組みへの参加、社内外で実施した環境

学習・防災学習とする。



項⽬ 活動内容 責任者 期限

Ｃ
Ｏ
2
排
出
量
の
削
減

燃料使⽤量
削減

エコドライブの実施
燃費ﾃﾞｰﾀ（⾞両・⽉単位）︓ﾃﾚﾏﾃｨｸｽﾃﾞｰﾀ
の掲⽰と朝礼での呼びかけ

上岡 通年

電⼒使⽤量
削減

未使⽤時の室内照明消灯 上岡 通年
エアコンの適正温度設定（室温︓夏27℃、
冬︓20℃） 上岡 通年
パソコン関係の節電
(未使⽤時の⾃動スリープモード設定) 上岡 通年

シャワー給湯のガス運⽤ 上岡 通年
空調機器の清掃・タイマー運⽤ 上岡 通年
暖房時のペレットストーブ使⽤ 前⽥ 冬季

廃
棄
物
削
減

⼀般廃棄物

ゴミの分別・計量の実施 ⽵内（久） 通年
ミスコピー紙等の再利⽤の実施 ⽵内（久） 通年
ミスコピーや無駄な印刷を無くす
(コピー機画⾯で再度確認を⾏う等) ⽵内（久） 通年

紙資源を紙リサイクルセンターへ搬⼊ ⽵内（久） 通年

産業廃棄物
現場資材等の再使⽤ 濱⼝ ・建設⼯事

・調査 等
通年

⾦属資源を⾦属リサイクルセンターへ搬⼊ 濱⼝ 通年
⽔使⽤量の削減 節⽔の徹底（本社は⽔循環システム採⽤） 森近 通年

環境配慮型商品・
サービスの販売

顧客への環境配慮型商品による環境向上の
情報提供 前⽥ 適宜
環境配慮型商品(⽊質バイオマスバーナー、ペ
レットストーブ、⽊質ペレット)の販売 前⽥ 適宜

環境配慮型社屋の
維持管理

当社独⾃の環境に配慮した社屋を⾃社で維
持・管理する 前⽥ 通年

⽣物多様性の
保全と保護

⾃社敷地における「種の多様性」の調査・保護 森近 適宜
環境調査・⽣物多様性関連の業務の実施 森近 通年

地域貢献活動
ロードボランティア・河川清掃活動の実施 前⽥（ロード）

松岡（河川） 通年

環境教育・環境学習の場の提供 ⼤下 通年
社外等で⾏われるイベントや取り組みへの参加 濱⼝ 適宜

SDGsの推進 職員への教育。取組の加速。 ⼤下 適宜
コンプライアンス 環境関連法律の⾒直し ⼤下 通年
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(2) 活動内容
本社（2019年7⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇）

環境活動計画

項⽬ 活動内容 責任者 期限

Ｃ
Ｏ
2
排
出
量
の
削
減

燃料使⽤量
削減

エコドライブの実施
燃費ﾃﾞｰﾀ（⾞両・⽉単位）︓ﾃﾚﾏﾃｨｸｽﾃﾞｰﾀ
の掲⽰と朝礼での呼びかけ

上岡 通年

電⼒使⽤量
削減

未使⽤時の室内照明消灯 上岡 通年
エアコンの適正温度設定（室温︓夏27℃、
冬︓20℃） 上岡 通年
パソコン関係の節電
(未使⽤時の⾃動スリープモード設定) 上岡 通年

シャワー給湯のガス運⽤ 上岡 通年
空調機器の清掃・タイマー運⽤ 上岡 通年
暖房時のペレットストーブ使⽤ 松岡 冬季

廃
棄
物
削
減

⼀般廃棄物

ゴミの分別・計量の実施 ⽵内（久） 通年
ミスコピー紙等の再利⽤の実施 ⽵内（久） 通年
ミスコピーや無駄な印刷を無くす
(コピー機画⾯で再度確認を⾏う等) ⽵内（久） 通年

紙資源を紙リサイクルセンターへ搬⼊ ⽵内（久） 通年

産業廃棄物
現場資材等の再使⽤ 濱⼝ ・建設⼯事

・調査 等
通年

⾦属資源を⾦属リサイクルセンターへ搬⼊ 濱⼝ 通年
⽔使⽤量の削減 節⽔の徹底（本社は⽔循環システム採⽤） 濱⼝ 通年

環境配慮型商品・
サービスの販売

顧客への環境配慮型商品による環境向上の
情報提供 松岡 適宜
環境配慮型商品(⽊質バイオマスバーナー、ペ
レットストーブ、⽊質ペレット)の販売 松岡 適宜

環境配慮型社屋の
維持管理

当社独⾃の環境に配慮した社屋を⾃社で維
持・管理する 松岡 通年

⽣物多様性の
保全と保護

⾃社敷地における「種の多様性」の調査・保護 ⼤下 適宜
環境調査・⽣物多様性関連の業務の実施 ⼤下 通年

地域貢献活動
ロードボランティア・河川清掃活動の実施 ⼤下（ロード）

松岡（河川） 通年

環境教育・環境学習の場の提供 ⼤下 通年
社外等で⾏われるイベントや取り組みへの参加 濱⼝ 適宜

SDGsの推進 職員への教育。取組の加速。 ⼤下 適宜
コンプライアンス 環境関連法律の⾒直し ⼤下 通年

本社（2020年4⽉1⽇〜2020年6⽉30⽇）※退職に伴い担当改変



環境レポート

⼭荘梶ヶ森

環境活動計画
(2) 活動内容

愛媛⽀店
項⽬ 活動内容 責任者 期限

Ｃ
Ｏ
2
排
出
量
の
削
減

燃料使⽤量
削減

エコドライブの実施
燃費ﾃﾞｰﾀ（⾞両・⽉単位）︓ﾃﾚﾏﾃｨｸｽﾃﾞｰﾀ
の掲⽰と朝礼での呼びかけ

本社担当者
（上岡） 通年

電⼒使⽤量
削減

未使⽤時の室内照明消灯

⼩椋

通年
エアコンの適正温度設定（室温︓夏27℃、
冬︓20℃） 通年
パソコン関係の節電
(未使⽤時の⾃動スリープモード設定) 通年

空調機器の清掃 通年

暖房時のペレットストーブ使⽤ 冬季

廃
棄
物
削
減

⼀般廃棄物

ゴミの分別・計量の実施 通年

ミスコピー紙等の再利⽤の実施 通年
ミスコピーや無駄な印刷を無くす
(コピー機画⾯で再度確認を⾏う等) 通年

両⾯印刷・集約印刷の実施 通年

紙資源を紙リサイクルセンターへ搬⼊ 通年

産業廃棄物

マニュフェスト伝票による管理の徹底 通年

現場資材等の再使⽤ 通年

⾦属資源を⾦属ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰへ搬⼊ 通年

⽔使⽤量の削減 節⽔の徹底 通年

地域貢献活動
ロードボランティアの実施 通年
社外等で⾏われるイベントや取り組みへ
の参加 適宜

SDGsの推進 職員への教育。取組の加速。 本社担当者
（⼤下） 適宜

コンプライアンス 環境関連法律の⾒直し 本社担当者
（⼤下） 通年

項⽬ 活動内容 責任者 期限

Ｃ
Ｏ
2
排
出
量
の
削
減

燃料使⽤量
削減

エコドライブの実施
(毎⽉の燃料使⽤量と⾛⾏距離を集計し管理する)

本社担当者
（上岡） 通年

電⼒使⽤量
削減

未使⽤時の室内照明消灯

松下

通年
パソコン関係の節電
(未使⽤時の⾃動スリープモード設定) 通年

空調機器の清掃 通年

環境配慮型燃料(⽊質ペレット)の使⽤ 適宜

廃
棄
物
削
減

⼀般廃棄物
ゴミの分別・計量の実施 通年
ミスコピーや無駄な印刷を無くす
(コピー機画⾯で再度確認を⾏う等) 通年

産業廃棄物 ⾦属資源を⾦属リサイクルセンターへ搬⼊ 通年

排⽔量の削減 チェックイン時における声掛けの実施 通年
環境配慮型商品・

サービスの販売 地域産物を使⽤した商品の販売 適宜
⽣物多様性の
保全と保護 周辺⾃然環境に係る動植物等の展⽰ 適宜

地域貢献活動 地域の取組み(草刈り等)への参加 適宜



(2) 2019年度実績に対するコメント

■CO2排出量の削減
今期は⼆酸化炭素排出量の⽬標を達成することが出来ました。新型コロ
ナ感染症により、営業活動の⾃粛や⼭荘が4⽉以降営業されていないこと
、また、コンサルタントや地質業務の受注も今期は例年より少なかったことな
どが⼤きな要因と考えられます。昨年4⽉より導⼊された働き⽅改⾰により
移動時間縮⼩及び就業時間の改善。また、リース⾞両の交換時にエコ⾞
両への変更を⾏ったことなども削減されたと考えれます。

■エネルギー使⽤量
電気・ガソリン・軽油・灯油の⽬標は達成することが出来ました。前年度と
同じようにエコ⾞両の導⼊や直⾏直帰及び、社外駐⾞場の利⽤などが減
少につながりましたが、新型コロナ感染症による営業活動の⾃粛や⼭荘の
営業中⽌となったことや、冬季は⽊質ペレットによるペレットストーブを利⽤
することなどにより各エネルギー使⽤量の⼤幅な減少になりました。しかし、
液化⽯油天然ガス使⽤量のについては、⼭荘の管理者が営業期間中は
住居として利⽤していましたので、前年よりは増加しています。

■廃棄物削減
⼀般廃棄物及び産業廃棄物ともに総合的に増加がみられた。
⼀般廃棄物の増加としては⼭荘による計上の追加が考えられ、産業廃棄
物に関してはペレット配給に使⽤していたトン袋の破棄が今年度より加わっ
たことにより増加したと考えられる。

■排⽔量及び⽔使⽤量の削減
今期は、本社は昨年に⽐べて⽔使⽤量が増加しました。送⽔管の漏⽔、
貯⽔タンクの洗浄が原因として考えられます。⼀⽅愛媛⽀店は節⽔を⼼が
け徹底し、昨年度に⽐べて⽔の排⽔量は削減されました。53期より全⽔
使⽤量(上⽔量・地下⽔量)の把握が必要となったため、52期までの排⽔
量(上⽔量のみ)の記録から項⽬を変更しました。

項 ⽬ 単位
2018年 2019年度

(基準年) ⽬標 実績 ⽬標値に対して
の達成状況

⼆酸化炭素排出量
(基準年⽐率) ※1

kg-CO2 235,811.7230,000.0194,430.7 85% 〇
kg-CO2／

百万円 272.63 250 221.35 89% 〇

エ
ネ
ル
ギ

使
⽤
量

購⼊電⼒ kWh 144,862.0145,000.0136,929.0 94% 〇
灯 油 L 1,728.0 1,600.0 1,292.0 81% 〇
ガソリン L 48,320.8 47,300.0 36,802.3 78% 〇

軽 油 L 12,259.212,100.00 9,637.8 80% ○
A重油 L 3,525.0 - 2,550.0 - -

液化⽯油天然ガス L 240.7 250.0 266.4 107％ ×
⽊質ペレット ㎏ - - 804.0 - -

廃
棄
物

⼀般廃棄物 kg 3,910.2 3,600.0 4,335.8 120% ×
産業廃棄物 ※2 kg 19,540.0 19,500.0 23,740.0 122% ×

原 単 位 kg／百万円 27.11 26.5 31.97 121% ×
再資源化率 ％ 90.1 100 68.7 69％ ×

⽔使⽤量 ※3 ㎥ 546 500 891 178％ ×

環境配慮型商品の
販売数量 ※4

ﾊﾞｲｵﾏｽﾊﾞｰﾅｰ:台 3 15 0 0% ×
ペレットkg 2,373,8503,000,0002,016,000 67.2% ×

⽣物多様性の保全と保護※5 回 7 6 9 150% 〇
地域貢献活動 ※6 回 24 20 27 135% 〇

環境⽬標と実績

環境レポート

(1) 2019年度実績

※1︓購⼊電⼒のCO2 排出係数は平成30年12⽉27⽇公表の四国電⼒の調整後排出係数0.535㎏-CO2/kWh
を使⽤した。

※2︓業務の受注量により変動しコントロールできないため、基準値を⽬標値として維持する。
※3︓本社では地下⽔を利⽤しており、⾃然蒸発により排⽔は発⽣しないため使⽤量の把握とする。
※4︓環境配慮型商品は⾃社製品の「⽊質バイオマスバーナー」「⽊質ペレット」を対象とする。
※5︓⽣物多様性の保全・保護に寄与する社内外での取り組み。
※6︓ロードボランティア及び社外等で⾏われるイベントや取り組みへの参加、社内外で実施した環境

学習・防災学習とする。



(2) 2019年度実績に対するコメント

■環境配慮型商品・サービスの販売
今年度は、⽊質ペレット燃料は暖冬であったことや、⽊質バイオマスバーナ
ーの販売がなかったことは営業担当者が他業務担当となり活動が⼗分でな
かったため未達成となりました。来年度は配給作業の効率化、販路拡⼤に
努めていきます。

■⽣物多様性の保全と保護（希少種調査）
⾼知市では初確認となるタシロランが本社敷地に⽣育していたため、その⽣
育個体数および⽣育地について調査を⾏い、標本と共に牧野植物園へ提
供しました。

■⽣物多様性の保全と保護（観察会、⽣物調査）
今期は環境学習会として『バナナトラップに集まる昆⾍観察イベント』を1回
、⼭荘梶ヶ森で『ライトトラップに集まる昆⾍観察会』を1回実施しました。ま
た、越知町横倉⼭⾃然の森博物館と共同で横倉⼭の⾃然調査の⼀環と
して、昆⾍・陸⽣⾙類・⿂類の調査を実施しました。横倉⼭の調査につい
ては55期も継続し、その成果は論⽂・調査成果報告会等で発表予定で
す。

■⽣物多様性の保全と保護（社員教育）
今期は全社員向けの研修会を２回実施しました。1回⽬はEA21の制度
や取り組む意義と昨年度の報告、2回⽬はSDGsに関する基礎と地域循
環共⽣圏に関する点を共有し、現在⽴ち上がっているプロジェクトに関する
報告を⾏いました。

■地域貢献活動
今年度は、会社の敷地を利⽤した環境学習会を3回、会社⾒学や訪問を
3回実施し、多くの⽅々に環境学習の機会を提供することができました。そ
のほか、⼩中学校への出前授業や地域⼩学校の会社⾒学の受け⼊れも
実施しました。また、ラブリバー仁淀川パートナーシップの活動の⼀環である
「仁淀川⼀⻫清掃」に3回参加、「あったか⾼知。秋のおもてなし⼀⻫清掃
」やスポGOMIなどの清掃活動に2回参加しました。

(3) 環境負荷の3カ年実績（2017年度〜2019年度）
環境負荷の3カ年実績は以下の通りです。

環境⽬標の実績

環境レポート

項 ⽬ 単位
2017年度 2018年度 2019年度

実績 実績 実績

⼆酸化炭素排出量
(基準年⽐率) ※1

kg-CO2 223,484.7 235,811.7 194,430.7
kg-CO2／

百万円 275.2 272.6 221.4

エ
ネ
ル
ギ

使
⽤
量

購⼊電⼒ kWh 110,486.0 144,862.0 136,929.0
灯 油 L 0 1,728 1,292
ガソリン L 64,031.0 48,320.8 36,802.3

軽 油 L 11,201.0 12,259.2 9,637.8
A重油 L 3,525.0 2,550.0

液化⽯油天然ガス L 240.7 266.4
⽊質ペレット ㎏ - - 804.0

廃
棄
物

⼀般廃棄物 kg 3,074.6 3,910.2 4,335.8
産業廃棄物 ※2 kg 15,249.0 19,540.0 23,740.0

原 単 位 kg／百万円 22.57 27.14 31.97
再資源化率 ％ 100 90.1 68.7

⽔使⽤量 ※3 ㎥ 546 891

環境配慮型商品の
販売数量 ※4

ﾊﾞｲｵﾏｽﾊﾞｰﾅｰ:台 2 3 0
ペレットkg 2,587 2,373 2,016

⽣物多様性の保全と保護※5 回 7 7 9
地域貢献活動 ※6 回 19 24 27

※1︓購⼊電⼒のCO2 排出係数は平成30年12⽉27⽇公表の四国電⼒の調整後排出係数0.535㎏-CO2/kWh
を使⽤した。

※2︓業務の受注量により変動しコントロールできないため、基準値を⽬標値として維持する。
※3︓本社では地下⽔を利⽤しており、⾃然蒸発により排⽔は発⽣しないため使⽤量の把握とする。
※4︓環境配慮型商品は⾃社製品の「⽊質バイオマスバーナー」「⽊質ペレット」を対象とする。
※5︓⽣物多様性の保全・保護に寄与する社内外での取り組み。
※6︓ロードボランティア及び社外等で⾏われるイベントや取り組みへの参加、社内外で実施した環境

学習・防災学習とする。



計画していた環境活動への取り組みに対して評価を⾏いました。

環境活動計画の取組結果とその評価

環境レポート

項⽬ 活動内容 取組結果 評価 ⾒直し

燃料使⽤量
削減

エコドライブの実施
(毎⽉の燃料使⽤量と⾛⾏距離を集計し管理する)

エコ⾞両の導⼊や直⾏直帰及び、社外駐⾞場の利⽤などにより使⽤量の削減につながっ
た。3⽉以降は新型コロナ感染症のための乗合せは⾏なわなかった。

○ エコドライブは来年度以降も継続するが、乗合せ
等については状況を⾒て判断する

ペレットストーブ使⽤ 愛媛⽀店、⼭荘、本社レストホールでの使⽤により灯油,電⼒の使⽤量が削減された。 ○ 来年度以降も継続

排
出
量
の
削
減

電⼒使⽤量
削減

未使⽤時の室内照明消灯 休憩時、外出時等に消灯を実施。時々消灯できていないことがあった。 △ 来年度以降も継続
エアコンの適正な空調管理 室内に温湿度計を設置し、適切な空調管理を⾏った。 〇 来年度以降も継続
パソコン関係の節電
(未使⽤時のシャットダウンや退社時の個別タップス
イッチを切る等)

外出時等のスリープモードおよびシャットダウンを実施。データの量によっては、保存等のため
未使⽤時に電源を切らない場合もある。

○ 来年度以降も継続

空調機器の清掃 毎⽉フィルター清掃、3カ⽉に1回簡易点検。 ○ 来年度以降も継続

廃
棄
物
削
減

⼀般廃棄物

ゴミの分別・計量の実施 資源ごみ、可燃ごみは⽉に1回実施。 ○ 来年度以降も継続
ミスコピー紙等の再利⽤の実施 各部署ともに実施されている。 ○ ISMSの関係上、原則再利⽤は禁⽌とする
両⾯印刷・集約印刷の実施 各部署ともに実施されている。 ○ 来年度以降も継続
紙資源を紙リサイクルセンターへ搬⼊ ⽉に1回ゴミ出し⽇に実施。 ○ 来年度以降も継続

産業廃棄物 現場資材等の再使⽤ コア箱等のリサイクルを実施。 ○ 来年度以降も継続
⾦属資源を⾦属リサイクルセンターへ搬⼊ １年及び２年に1回実施。 ○ 来年度以降も継続

⽔使⽤量の削減 節⽔の徹底
（本社は⽔循環システム採⽤）

本社では送⽔管からの漏⽔と貯⽔タンクの洗浄を⾏ったため昨年度に⽐べ増加となった。
愛媛⽀店では、節⽔を⼼がけ徹底し、昨年度に⽐べて⽔の排⽔量は削減された。

△ 来年度以降も継続

環境配慮型商品・
サービスの販売

顧客への環境配慮型商品による
環境向上の情報提供

⽊質バイオマス事業課において、環境負荷が少なく温室効果ガス排出抑制効果のある⽊
質バイオマスエネルギーについて県内外の市町村や関係各所に継続的にアナウンスしている。
また、より環境⾯と地域の経済⾯に寄与する県産材由来の⽊質ペレットの販売量を増やし
ていく。

○ 来年度以降も継続

環境配慮型商品(⾃社︓⽊質バイオマスバーナー、
⽊質ペレット)の販売

ペレットストーブを1台導⼊した。
また、⽊質ペレットを約2,016t販売し、Ａ重油換算1,008klの削減に寄与した。

△

今年度は暖冬であり、またバーナーの販売がなかっ
たため為、ペレット量は昨年と⽐べると減少した。
今後はさらに⽬標販売量の達成に向け販路拡⼤、
作業効率化に努める。

環境調査・⽣物多様性関連の業務の実施 県⽴⾃然公園梶ヶ森の環境調査を始め、県下の調査に従事した。 〇 来年度以降も継続
環境配慮型社屋の

維持管理
当社独⾃の環境に配慮した社屋を⾃社で維
持・管理する

社屋の点検及び清掃作業の実施。
また⽔質検査を実施し、飲料⽔として問題ないことを確認した。

○ 来年度以降も継続

⽣物多様性の
保全と保護 ⾃社敷地における「種の多様性」の調査・保護

⾼知市初確認となるタシロランの⽣育状況を把握し、標本と共に牧野植物園へ提出した。
バナナトラップによる昆⾍調査および学会発表の実施。
樹名板の設置。

○ 来年度以降も継続

地域貢献活動
ロードボランティアの実施 年間12回実施され、のべ184名が参加。 ○ 来年度以降も継続
環境教育・環境学習の場の提供 バナナトラップによる昆⾍観察会をはじめ、6回のイベントを開催。 ○ 来年度以降も継続
社外等で⾏われるイベントや取り組みへの参加 仁淀川⼀⻫清掃、秋のおもてなし⼀⻫清掃、スポGOMIへ参加。 ○ 来年度以降も継続

CO2



次年度の取組内容
(2) 中・⻑期環境経営⽬標値設定

2018年度の実績値を基準とし、2020年度から2024年度にかけての
中・⻑期⽬標値は以下のとおりです。

環境レポート

(1) 環境経営⽬標（対象期間︓2020年7⽉〜2021年6⽉
次年度（2020年度）の⽬標値は下記の通りです。

項 ⽬ 単位
2018年 2020年度 基準年⽐

（基準年） ⽬標 増減率

⼆酸化炭素排出量 ※1
kg-CO2 235,811.73 230,000.00

-2.5%
kg-CO2／百万円 272.63 245.00

エ
ネ
ル
ギ

使
⽤
量

購⼊電⼒ kWh 144,862.0 144,000.0 -0.6%

灯 油 L 1728 1585 -8.3%

ガソリン L 48,320.8 46,500.0 -3.8%

軽 油 L 12,259.2 12,000.0 -2.1%

A重油 L 3,525.0 0.0 -100.0%

液化⽯油天然ガス L 240.7 250.0 3.9%

廃
棄
物

⼀般廃棄物 kg 3,910.2 3,400.0 -13.0%

産業廃棄物 ※2 kg 19,540.0 18,600.0 -4.8%

原 単 位 kg／百万円 27.11 26 -4.1%

再資源化率 ％ 90.1 100 -

⽔使⽤量 ※3 ㎥ 546 500 -8.4%

環境配慮型商品の
販売数量 ※4

ﾊﾞｲｵﾏｽﾊﾞｰﾅｰ︓台 3 5 66.7%

ペレットkg 2,373,850 2,500,000 5.3%

⽣物多様性の保全と保護 ※5 回 7 6 -14.3%

地域貢献活動 ※6 回 24 20 -16.7%

※1︓購⼊電⼒のCO2 排出係数は平成30年12⽉27⽇公表の四国電⼒の調整後排出係数0.535㎏-CO2/kWh
を使⽤した。

※2︓業務の受注量により変動しコントロールできないため、基準値を⽬標値として維持する。
※3︓本社では地下⽔を利⽤しており、⾃然蒸発により排⽔は発⽣しないため使⽤量の把握とする。
※4︓環境配慮型商品は⾃社製品の「⽊質バイオマスバーナー」「⽊質ペレット」を対象とする。
※5︓⽣物多様性の保全・保護に寄与する社内外での取り組み。
※6︓ロードボランティア及び社外等で⾏われるイベントや取り組みへの参加、社内外で実施した環境

学習・防災学習とする。

項 ⽬ 単位
基準 ⽬標

2018年度
実績 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

⼆酸化炭素排出量
※1

kg-CO2 235,811.73 230,000.00 230,000.00 200,000.00 197,500.00 195,000.00

kg-CO2／
百万円 272.63 245.00 240.00 222.00 219.00 218.00

エ
ネ
ル
ギ

使
⽤
量

購⼊電⼒ kWh 144,862.0 144,000.00 143,000.00 100,000.00 99,000.00 98,000.00

灯 油 L 1728 1,585.00 1,569.00 0.00 0.00 0.00 

ガソリン L 48,320.8 46,500.00 46,000.00 45,000.00 44,600.00 44,300.00 

軽 油 L 12,259.2 12,000.00 11,700.00 11,500.00 11,000.00 10,500.00 

A重油 L 3,525.0 － － － － －

液化⽯油天然
ガス L 240.7 250 250 - - -

廃
棄
物

⼀般廃棄物 kg 3,910.2 3,400.00 3,200.00 3,000.00 2,900.00 2,800.00 

産業廃棄物 ※2 kg 19,540.0 18,600.00 18,100.00 17,900.00 17,500.00 17,300.00 

原 単 位 kg／
百万円 27.11 26.00 25.50 25.00 24.50 24.00 

再資源化率 ％ 90.1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

⽔使⽤量 ※3 ㎥ 546 500 495 490 485 480

環境配慮型商品の
販売数量 ※4

ﾊﾞｲｵﾏｽﾊﾞｰ
ﾅｰ︓台 3 5 5 5 5 5

ペレットkg 2,373,850 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

⽣物多様性の保全と
保護 ※5 回 7 6 6 6 6 6

地域貢献活動 ※6 回 24 20 20 20 20 20

※1︓購⼊電⼒のCO2 排出係数は平成30年12⽉27⽇公表の四国電⼒の調整後排出係数0.535㎏-CO2/kWh
を使⽤した。

※2︓業務の受注量により変動しコントロールできないため、基準値を⽬標値として維持する。
※3︓本社では地下⽔を利⽤しており、⾃然蒸発により排⽔は発⽣しないため使⽤量の把握とする。
※4︓環境配慮型商品は⾃社製品の「⽊質バイオマスバーナー」「⽊質ペレット」を対象とする。
※5︓⽣物多様性の保全・保護に寄与する社内外での取り組み。
※6︓ロードボランティア及び社外等で⾏われるイベントや取り組みへの参加、社内外で実施した環境

学習・防災学習とする。



項⽬ 活動内容 責任者 期限

Ｃ
Ｏ
2
排
出
量
の
削
減

燃料使⽤量
削減

エコドライブの実施
燃費ﾃﾞｰﾀ（⾞両・⽉単位）︓ﾃﾚﾏﾃｨｸｽﾃﾞｰﾀ
の掲⽰と朝礼での呼びかけ

上岡 通年

電⼒使⽤量
削減

未使⽤時の室内照明消灯 上岡 通年
エアコンの適正温度設定（室温︓夏27℃、
冬︓20℃） 上岡 通年
パソコン関係の節電
(未使⽤時の⾃動スリープモード設定) 上岡 通年

シャワー給湯のガス運⽤ 上岡 通年
空調機器の清掃・タイマー運⽤ 上岡 通年
暖房時のペレットストーブ使⽤ 前⽥ 冬季

廃
棄
物
削
減

⼀般廃棄物

ゴミの分別・計量の実施 ⽵内（久） 通年
ミスコピー紙等の再利⽤の実施 ⽵内（久） 通年
ミスコピーや無駄な印刷を無くす
(コピー機画⾯で再度確認を⾏う等) ⽵内（久） 通年

紙資源を紙リサイクルセンターへ搬⼊ ⽵内（久） 通年

産業廃棄物
現場資材等の再使⽤ 有澤 ・建設⼯事

・調査 等
通年

⾦属資源を⾦属リサイクルセンターへ搬⼊ 有澤 通年
⽔使⽤量の削減 節⽔の徹底（本社は⽔循環システム採⽤） 有澤 通年

環境配慮型商品・
サービスの販売

顧客への環境配慮型商品による環境向上の
情報提供 ⼭中 適宜
環境配慮型商品(⽊質バイオマスバーナー、ペ
レットストーブ、⽊質ペレット)の販売 ⼭中 適宜

環境配慮型社屋の
維持管理

当社独⾃の環境に配慮した社屋を⾃社で維
持・管理する 松岡 通年

⽣物多様性の
保全と保護

⾃社敷地における「種の多様性」の調査・保護 ⼤下 適宜
環境調査・⽣物多様性関連の業務の実施 ⼤下 通年

地域貢献活動
ロードボランティア・河川清掃活動の実施 ⼤下（ロード）

松岡（河川） 通年

環境教育・環境学習の場の提供 ⼤下 通年
社外等で⾏われるイベントや取り組みへの参加 鍋嶋 適宜

SDGsの推進 職員への教育。取組の加速。 ⼤下 適宜
コンプライアンス 環境関連法律の⾒直し ⼤下 通年

環境レポート

(3) 環境経営計画（活動期間︓2020年7⽉〜2021年6⽉）
今期の環境活動への取組結果を踏まえて、時期の環境活動の内容を策定しました。
本社

次年度の取組内容

愛媛⽀店
項⽬ 活動内容 責任者 期限

Ｃ
Ｏ
2
排
出
量
の
削
減

燃料使⽤量
削減

エコドライブの実施
燃費ﾃﾞｰﾀ（⾞両・⽉単位）︓ﾃﾚﾏﾃｨｸｽﾃﾞｰﾀ
の掲⽰と朝礼での呼びかけ

本社担当者
（上岡） 通年

電⼒使⽤量
削減

未使⽤時の室内照明消灯

⼩椋

通年
エアコンの適正温度設定（室温︓夏27℃、
冬︓20℃） 通年
パソコン関係の節電
(未使⽤時の⾃動スリープモード設定) 通年

空調機器の清掃 通年

暖房時のペレットストーブ使⽤ 冬季

廃
棄
物
削
減

⼀般廃棄物

ゴミの分別・計量の実施 通年

ミスコピー紙等の再利⽤の実施 通年
ミスコピーや無駄な印刷を無くす
(コピー機画⾯で再度確認を⾏う等) 通年

両⾯印刷・集約印刷の実施 通年

紙資源を紙リサイクルセンターへ搬⼊ 通年

産業廃棄物

マニュフェスト伝票による管理の徹底 通年

現場資材等の再使⽤ 通年

⾦属資源を⾦属ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰへ搬⼊ 通年

⽔使⽤量の削減 節⽔の徹底 通年

地域貢献活動
ロードボランティアの実施 通年
社外等で⾏われるイベントや取り組みへ
の参加 適宜

SDGsの推進 職員への教育。取組の加速。 本社担当者
（⼤下） 適宜

コンプライアンス 環境関連法律の⾒直し 本社担当者
（⼤下） 通年



【コラム】
最近作成した当社のパンフレットは、下の図にあるように⼦どもたちが
親しみやすいテイスト、絵本のような仕上がりを⼼掛けました。

これは次世代を⽣きる⼦どもたちに、私たち⼤⼈がどのような仕事をし
ているのか知って頂き、私たちと共により良い未来を創るために⼀緒に
歩もう︕との思いからです。

内容は未だ難しいものになっていますが、今後も企業が社会・地域にお
いて、どのような事が出来るのか、必要とされているのか、社員⼀同真
摯に向き合っていきたいと思います。
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環境活動計画
(3) 環境経営計画（活動期間︓2020年7⽉〜2021年6⽉）

⼭荘梶ヶ森
項⽬ 活動内容 責任者 期限

Ｃ
Ｏ
2
排
出
量
の
削
減

燃料使⽤量
削減

エコドライブの実施
(毎⽉の燃料使⽤量と⾛⾏距離を集計し管理する)

本社担当者
（上岡） 通年

電⼒使⽤量
削減

未使⽤時の室内照明消灯

松下

通年
パソコン関係の節電
(未使⽤時の⾃動スリープモード設定) 通年

空調機器の清掃 通年

環境配慮型燃料(⽊質ペレット)の使⽤ 適宜

廃
棄
物
削
減

⼀般廃棄物
ゴミの分別・計量の実施 通年
ミスコピーや無駄な印刷を無くす
(コピー機画⾯で再度確認を⾏う等) 通年

産業廃棄物 ⾦属資源を⾦属リサイクルセンターへ搬⼊ 通年

排⽔量の削減 チェックイン時における声掛けの実施 通年
環境配慮型商品・

サービスの販売 地域産物を使⽤した商品の販売 適宜
⽣物多様性の
保全と保護 周辺⾃然環境に係る動植物等の展⽰ 適宜

地域貢献活動 地域の取組み(草刈り等)への参加 適宜

中表紙

事業紹介
（下絵）挿絵



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

項⽬
評価

(○・△・×)
コメント 担当者 期限 ⾒直し結果

環境レポート 〇
以前から指摘していた環境レポートそのものが会社案内となるかたち
に作成されており⼤きく前進した。今後は、全従業員がこれを意識し
⽇常の活動において環境改善活動につながる事を期待します。

環境管理
責任者

地域貢献活動 〇

数年前に始まった取り組みが⼤きく前進した期間だったと思います。こ
れが持続可能なかたちとなるには事業活動⾃体も健全な状態が続く
ことが条件となるので、本取り組みが営業⾯でも活かされるような機会
を増やしましょう。

EA21事務局

環境教育 〇
取り組みとしては概ね良好だと考えます。後は、公募で参加者を集め
る点で苦労していますので、外部組織との連携により効果的な募集
を模索していくことが必要だと考えます。

EA21事務局

内部コミュニケーション 〇
⽉例会により必要なコミュニケーションがとられていると考えますが、今
後は如何に短い時間で会議の⽬的を達成するかだと考えます。⽬標
会議時間を４０分とし事前の準備による改善を図ってほしいです。

EA21事務局

環境経営⽅針・環境経営⽬標・
環境管理実施体制の⾒直し 〇

現時点では⼤きく⾒直しを図る必要性は無いと考えるが、上記した
今後期待される取り組みが進む段階において、⽬標については⾒直
しを図る。

EA21事務局

エコアクション21のシステムの
有効性の有無 △

前期期中にもこの取り組みそのものについて協議したが、経済性だけ
でなく、⼈材の育成や職場環境、地域貢献という点でも意味のある
取り組みでなければならないと考える。その段階に⾄るようシステムが
有効であるという成果を出す必要があると考える。

EA21事務局 55期
⽉例会等でEA21の
成果や⽬的等につい
て議論を深めます。

(1) 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果 その1
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法規名 適⽤条項 具体的内容 遵守状況

廃棄物の処理及び清掃に関する
法律

第3条 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） ○
第7条 当該業を⾏おうとする区域を管轄する市町村⻑許可 ○
第12条 産業廃棄物の事業者の処理、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 ○
第12条の三7項 マニフェスト交付状況報告書の作成及び都道府県知事への提出 ○
第14条 産業廃棄物収集運搬業の都道府県知事の許可（5年毎に更新） ○
第14条の12項 産業廃棄物処理基準による収集運搬、処分表⽰、書⾯備付義務 ○
規則第8条 施⾏規則

【保管場所の表⽰】⾒やすい場所に掲⽰板を設置（60cm×60cm以上） ○

騒⾳規制法 第14条 特定建設作業の実施の届出（建設作業開始７⽇前までに市町村⻑に届出） ○対象機器︓削岩機、空気圧縮機
振動規制法 第14条 特定建設作業の実施の届出（建設作業開始７⽇前までに市町村⻑に届出） ○対象機器︓ブレーカー、空気圧縮機
排出ガス対策型建設機械の普
及促進に関する規定

国⼟交通省告⽰第
三百四⼗⼋号

対策型ステッカー配布の建設機器使⽤ ○対象機器︓⼩型バックホウ、バックホウ、発動発電機、空気圧縮機
低騒⾳・低振動型建設機械の
指定に関する規定

建設省告⽰第千五
百三⼗六号

対策型ステッカー配布の建設機器使⽤ ○対象機器︓バックホウ、削岩機、空気圧縮機、発動発電機
⾼知県四万⼗川の保全及び流
域の振興に関する基本条例 条例第４条 ⽣態系及び景観の保全上の⽀障を予防、⼈と⾃然の共⽣、地域固有の特性を⽣かした取組、住⺠その他関係者への必要情報の提供 ○

⾼知市環境基本条例 第5条

事業者は、基本理念にのっとり，その事業活動を⾏うに当たっては，これに伴って⽣ずる公害を防⽌し，廃棄物を適正に処理し，及び⾃
然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずるとともに，環境の保全上の⽀障を防⽌するため，事業活動に伴う環境への負荷の
低減に努めなければならない。
事業者は，基本理念にのっとり，その事業活動に関し，地域社会の⼀員として，地域の環境の保全及び創造に⾃ら積極的に努めると
ともに，市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協⼒する責務を有する。

○

松⼭市環境基本条例 条例第8条

事業者は，基本理念にのっとり，その事業活動を⾏うに当たっては，環境の保全上の⽀障を防⽌するため，⾃らの負担と責任において
適切な措置を講じるとともに，積極的に良好な環境の保全及び創出に努めなければならない。
２ 事業者は，資源及びエネルギーの有効利⽤，廃棄物の減量等により，事業活動に伴う環境への負荷の低減に努めなければならな
い。
３ 事業者は，市が実施する環境保全施策及び市⺠等が⾏う環境保全活動に協⼒・協働するよう努めなければならない。

○

浄化槽法

第8条 (保守点検)浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の技術上の規準に従って⾏わなければならない。

○
第9条 (清掃)浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の規準に従って⾏わなければならない。
第10条 （浄化槽管理者の義務）浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年⼀回（環境省令で定める場合にあっては、環境省令

で定める回数）、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
第11条 （定期検査）浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年⼀回（環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める

回数）、指定検査機関の⾏う⽔質に関する検査を受けなければならない。
国等による環境物品等の調達の
推進等に関する法律(グリーン購
⼊法)

第5条 事業者及び国⺠は、物品を購⼊し、若しくは借り受け、⼜は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努める
ものとする。 ○



(1) 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果 その2

(2) 環境関連法規等の違反、訴訟等の有無
2019年7⽉1⽇より2020年6⽉30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はありませんでした。

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

環境レポート

法規名 適⽤条項 具体的内容 遵守状況

下⽔道法 第10条 （排⽔設備の設置等）排⽔渠その他の排⽔施設を設置しなければならない。 ○第11条2 （使⽤の開始等の届出）当該下⽔の量⼜は⽔質及び使⽤開始の時期を公共下⽔道管理者に届け出なければならない。
建設⼯事に係る資材の再資源
化等に関する法律 第5条

建設資材廃棄物の発⽣を抑制するとともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費⽤を低減するよう努めなければ
ならない。
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よう努めなければならない。

○

資源の有効な利⽤の促進に関す
る法律 第4条 原材料等の使⽤の合理化を⾏うとともに、再⽣資源及び再⽣部品を利⽤するよう努めなければならない。 ○

⽔質汚濁防⽌法 第12条 （排出⽔の排出の制限）事業場の排⽔⼝において排⽔基準に適合しない排出⽔を排出してはならない。 ○第14条 当該排出⽔⼜は特定地下浸透⽔の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
⽔循環基本法 第6条 事業者は、その事業活動に際しては、⽔を適正に利⽤し、健全な⽔循環への配慮に努めるとともに、国⼜は地⽅公共団体が実施する⽔

循環に関する施策に協⼒する責務を有する。 ○

消防法 第17条の3の3
当該防⽕対象物における消防⽤設備等⼜は特殊消防⽤設備等（第⼋条の⼆の⼆第⼀項の防⽕対象物にあつては、消防⽤設備等
⼜は特殊消防⽤設備等の機能）について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防⽕対象物のうち政令で定めるものにあつては
消防設備⼠免状の交付を受けている者⼜は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては⾃ら点検し、その結
果を消防⻑⼜は消防署⻑に報告しなければならない。

○

第31条の6 消防⽤設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、⼀年以内で消防庁⻑官が定める期間ごとに⾏うものとする。 ○

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）

第5条 指定製品の管理者は、第三条第⼀項の指針に従い、使⽤フロン類の環境影響度の⼩さい指定製品の使⽤等に努めなければならない。

○第16条
第⼀種特定製品の管理者が当該フロン類の管理の適正化のために管理第⼀種特定製品（第⼀種特定製品の管理者がその使⽤等を
管理する責任を有する第⼀種特定製品をいう。以下この節において同じ。）の使⽤等に際して取り組むべき措置に関して第⼀種特定製
品の管理者の判断の基準

第19条 相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。フロン類算定漏えい量その他主務省令で定める事項を当該第⼀種特定製品
の管理者に係る事業を所管する⼤⾂（以下この節及び第百条において「事業所管⼤⾂」という。）に報告しなければならない。

⾃然公園法 第3章
（第72条〜第81条）

都道府県知事は条例の定めるところにより、区域を定めて都道府県⽴⾃然公園を制定することができる。また、制定した⾃然公園内に特
別地域、利⽤調整区域を定め、特別地域においては⾃然の保護と⾵景地の適切な管理のために動植物や鉱物の採取を制限することが
できる。

○

⿃獣の保護及び狩猟の適正化に
関する法律 第7条 ⿃獣の保護および適正な管理のために野⽣⿃獣の狩猟の適正化をはかる⽬的。調査のために野⽣⿃獣を捕獲する際にその⽬的、捕獲

期間、⽅法、数量、事後処理の⽅法を明確にし、捕獲許可申請を⾏う必要がある。 ○
⾼知県⿃獣保護及び狩猟規則 第3条 学術研究等の⽬的で⿃獣の捕獲許可を申請するための条項。 ○
⾼知県⽴⾃然公園条例 第3章

保護および利⽤
⾃然公園の⾵致を維持するために公園計画に基づいて設定された特別区域内において⾏う動植物、その他⾃然の産物に対する⾏為に
ついて、制限が設けられている（例えば看板等の⼯作物設置や⾃動撮影カメラの設置等がそれに該当する）。 ○

⾼知県希少野⽣動植物保護条
例

第2節第12条
捕獲等の許可 県指定希少野⽣動植物の学術研究・教育普及⽬的等での捕獲について、許可申請を⾏う必要がある。 ○



代表者による⾒直しと評価の結果

環境レポート

項⽬
評価

(○・△・×)
コメント 担当者 期限 ⾒直し結果

環境レポート 〇
以前から指摘していた環境レポートそのものが会社案内となるかたち
に作成されており⼤きく前進した。今後は、全従業員がこれを意識し
⽇常の活動において環境改善活動につながる事を期待します。

環境管理
責任者

地域貢献活動 〇

数年前に始まった取り組みが⼤きく前進した期間だったと思います。こ
れが持続可能なかたちとなるには事業活動⾃体も健全な状態が続く
ことが条件となるので、本取り組みが営業⾯でも活かされるような機会
を増やしましょう。

EA21事務局

環境教育 〇
取り組みとしては概ね良好だと考えます。後は、公募で参加者を集め
る点で苦労していますので、外部組織との連携により効果的な募集
を模索していくことが必要だと考えます。

EA21事務局

内部コミュニケーション 〇
⽉例会により必要なコミュニケーションがとられていると考えますが、今
後は如何に短い時間で会議の⽬的を達成するかだと考えます。⽬標
会議時間を４０分とし事前の準備による改善を図ってほしいです。

EA21事務局

環境経営⽅針・環境経営⽬標・
環境管理実施体制の⾒直し 〇

現時点では⼤きく⾒直しを図る必要性は無いと考えるが、上記した
今後期待される取り組みが進む段階において、⽬標については⾒直
しを図る。

EA21事務局

エコアクション21のシステムの
有効性の有無 △

前期期中にもこの取り組みそのものについて協議したが、経済性だけ
でなく、⼈材の育成や職場環境、地域貢献という点でも意味のある
取り組みでなければならないと考える。その段階に⾄るようシステムが
有効であるという成果を出す必要があると考える。

EA21事務局 55期
⽉例会等でEA21の
成果や⽬的等につい
て議論を深めます。



資料・データ

●⼯事件数と売上⾼
●従業員数
●⼆酸化炭素排出量（原単位）
●⼆酸化炭素排出量（総排出量）
●購⼊電⼒使⽤量（実績）
●灯油・ガソリン・軽油使⽤量（実績）
●廃棄物総排出量（実績）
●排⽔量（実績）、⽔使⽤量（実績）
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