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■ 1970年（昭和45年） ㈱協栄空調創立。大分市錦町の自宅にて社員3名で創業

■ 1971年（昭和46年） 大分県知事登録

初年度（第2期）完工高 7千9百万

■ 1973年（昭和48年） 大分県知事許可

社員20名規模とし大分県内の業界で10指に入る・大分市下郡に土地を購入、初の社屋を建設

■ 1975年（昭和50年） 別府営業所設置

■ 1977年（昭和52年） 協栄工業㈱に社名変更。プレハブ工法導入、画期的なコストダウンを実現

■ 1979年（昭和54年） 第10期完工高6憶2千7百万

■ 1984年（昭和59年） ㈱協栄サービス設立。取引先関係会社による「協栄会」発足

■ 1986年（昭和61年） 佐藤総一（現会⾧）入社

■ 1987年（昭和62年） 国家資格を取得するための社員研修に取組む。6名が1級に合格

■ 1988年（昭和63年） 佐藤総一 社⾧に就任

■ 1989年（平成元年） 第20期完工高15憶7千7百万

■ 1994年（平成6年） 現在地に新社屋完成

■ 2000年（平成12年） ISO9001取得  第31期完工高34憶1千1百万

■ 2004年（平成16年） 第35期完工高18憶2千8百万

■ 2009年（平成21年） 第40期完工高14憶6千4百万

■ 2014年（平成26年） 第45期完工高19憶2千4百万

■ 2019年（令和元年） 第50期完工高21憶2千2百万

■ 2020年（令和3年） 大賀豊文（現社⾧）入社

■ 2022年（令和4年） 佐藤総一、会⾧に就任

大賀豊文、社⾧に就任

目次

会社沿革



★名称及び代表者氏名★ ★所在地★
 協栄工業株式会社  代表取締役社⾧ 大賀 豊文  【 本社 】  【 別府営業所 】

〒870-0941 〒874-0013

大分市大字下郡字千鳥3225番地の23 別府市古市町881番地177

床面積：1,695㎡ 床面積：233㎡

★事業規模★ ★連絡先★
☑  設立 ☑  従業員数  環境管理責任者：池邉 清彦

☑  資本金 ☑  全車台数  EA21事務局：村上貴洋、都留仲加、斎藤江美

☑  売上高 ☑  工事件数  TEL：097-569-5800  FAX：097-568-3777

 Email：kyoeios@oct-net.ne.jp

★事業内容★ ★EA21 対象★
 総合設備業（管工事・土木工事・水道施設工事・消防施設工事・機械機器設置工事）  全社員
 の設計施工と保守管理  冷暖房空気調和設備、給排水衛生設備の設計施工

★建設業許可★ ★その他許可★

 ☑ 大分県知事（特-27）第7860号 → 管工事業  ISO90001（登録日：2003年7月23日）

 ☑ 大分県知事（般-27）第7860号 → 水道施設工事業

 ☑ 大分県知事（般-27）第7860号 → 機械器具設置工事業・消防施設工事業

 ☑ 大分県知事（般-27）第7860号 → 土木工事業

★2017年初刊から2022年までの「環境活動レポート」★

第48期  平成29年7月14日発行 第49期  平成30年12月7日発行 第50期  令和元年10月23日発行

第51期  令和2年10月23日発行 第52期  令和3年10月23日発行 第53期  令和4年10月23日発行

1970年6月19日

3,000万円
1,938（百万円）

 57人

 150件

 38台

組織概要①

EA21は2017年に

認証登録されました★
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今回はこれ!!!



★各部署紹介★
 【 総務部 】  【 工事部 】

 【 営業部 】 【 営業部積算課 】

企画営業～施工管理までの一貫体制をとり、

営業部・工事部・総務部から構成されています。

部門を完全に縦割りすることなく、連携を取りながら進めていくのが特徴です。 【 営業部設計課 】
しっかり準備をすることで、品質の向上・顧客満足度の向上に励んでいます。

 イベントや社内でのコミュニケーションを

 大事にしています★

 
★各クラブ活動紹介★ ▶▶ 有志でのスポーツイベントを通じ、コミュニケーションの活性化を促進しています。

■青空と緑を体感するサークル ”協栄ゴルフ倶楽部”

【 ゴルフ部HP 】

協栄工業の有志で結成したゴルフ倶楽部です。
ゴルフを通じて交流を深め、明るく楽しい職場を
作り、オンもオフも楽しんでいます。

■『明るく・楽しく・元気よく』がコンセプト ”協栄工業野球部”

【 野球部HP 】
協栄工業社員と協栄工業協力会社（協栄会の
メンバーで2020年に結成した野球チームです。
笑顔のプレーを忘れず、みんなでワイワイ楽しんでプレー
しています。

※それぞれのホームページも開設していますので協栄工業のホームページより確認してみて下さい★

http://www.kyoei-os.co.jp

組織概要②

営業

工事

設計

総務
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★若手社員が活躍する職場★

■協栄工業の強み

 現在、40歳以下の社員が60％以上を占めており、若手社員が活躍できる職場となっています。

■社員の職業能力の向上に関する取組内容

 入社後に取得可能な資格の為にベテランの先輩の指導や勉強会等、頑張る社員を応援する様々なサポートを準備しています。

 【社内研修】 【中堅社員も含めた勉強会】
✔ 社内勉強会の開催及び社外セミナーへの参加

✔ 推奨資格の提示及び資格手当支給による自己啓発の推進

✔ 入社3～5年目の先輩によるサポート（メンター制度）

✔ キャリア面談及びキャリア別階層教育の実施

✔ 国家資格等の社外資格の取得をサポート

 ・1級管工事施工管理技士   20名  ・2級建築士     1名  ・消防設備士（甲）        5名
 ・2級管工事施工管理技士   1名  ・建築設備士      1名  ・ガス溶接技能士         2名
 ・2級土木施工管理技士    2名  ・1級配管技能士   4名  ・給水装置工事主任技術者     13名
 ・2級電気工事施工管理技士  1名  ・2級配管技能士   2名  ・大分市排水設備工事責任技術者  20名

 ・指定建設業監理技術者      13名

■若手社員活躍に向けて
 
 私たちは1989年から高校・高専・大学の卒業生を中心に新卒採用を進めてきました。
 働く環境整備を継続して行うとともに、これからも若者の雇用を積極的に進めていきます。

【企業説明会】 【各部署による説明】

■ユースエール認定企業として評価されました！！！！

 若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業として評価を受け、

 労働時間・有給休暇取得率・離職率の改善の取り組みも評価されました。

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況等が優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。

これらの企業の情報発信を後押しすることなどにより、

企業が求める人材の円滑な採用を支援し、若者とのマッチング向上を図ります。

ユースエール制度とは・・・？

組織概要③

<<主な技術職員数>>

若手社員からベテラン社員ま

で仲の良い会社です♡

3

「若くて」「明るくて」

「賑やかな」職場です♡

1

15

17

15

7

1 1

年代別グラフ
10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代



  作成日 ：平成30年10月1日

代表取締役 事務局
 ・環境経営に関する統括責任者  ・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

 ・環境管理責任者の任命  ・環境関連文書、記録の管理及び活動レポート作成

 ・環境経営方針を定める  ・環境経営活動に関する実績のとりまとめ

 ・環境経営目標及び環境経営活動計画、実施体制を承認する  ・外部環境コミュニケーションに関する窓口

 ・代表者による全体の評価と見直しを実施する

 ・環境経営活動レポートの承認及び全体の評価

環境管理責任者 推進委員会
 ・環境経営システムの構築、実施、管理  ・環境経営目標、環境経営活動計画書の伝達

 ・環境経営目標、環境経営活動計画書の承認  ・効果的な環境経営活動に向けての提案、意見交換

 ・環境経営活動の取組結果を代表者へ報告  ・各部門の実施状況、目標達成状況、問題点等の報告

 ・各部門の環境経営目標、環境経営活動計画、

  実施体制の確認と全体調整

 ・環境経営活動レポートの確認

部門リーダー 全社員
 ・部門における環境経営活動及び環境経営活動計画の  ・環境経営方針、環境経営目標などの

  企画、作成、実施   理解と自らの役割を自覚する

 ・部門における環境経営活動の実施、目標達成状況を委員会に報告  ・自主的、積極的に環境活動に参加する

 ・部門に必要な手順書などの作成、管理

 ・部門の問題点の発見及び是正、予防処置を実施する

実施体制

役割責任表

代表取締役

環境管理責任者 EA21事務局

営業部積算課工事部総務部 営業部設計課 営業部（別府営業所）

営業部積算課工事部総務部 営業部設計課 営業部（別府営業所）

全社員

推進委員会

推進委員会
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「地域社会と実現する持続可能な豊かさ」

私たちは、お客様や地域とともに持続可能な豊かさの実現を目指します。

「環境」というキーワードを軸に事業を展開する事で、

お互いが信頼し合える関係、将来にわたって永続的に続く関係を構築していきます。

持続可能とは？　今この一瞬の「時」ではなく、未来までの「期間」の事

 豊かさとは？  満足感を求めて浪費する事ではなく、小さな幸せで心が満ちる事

「環境＝自社×地域×お客様」

私たちは、社員一人ひとりの環境意識の醸成に取り組むとともに、

私たちを取り巻く「自社」「地域」「お客様」の視点に立ち環境活動を行う事で、

全社一丸となり、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

（１）自社での環境活動

・ムリ・ムラ・ムダの排除による経費の削減

（２）地域との環境活動

・地域社会への恩返し（清掃活動、地域イベント・ボランティアへの参加）

（３）お客様への環境活動

・環境を軸とした高付加価値の提供

改定日：令和3年10月1日

協栄工業株式会社
代表取締役　大賀 豊文

ながら計画を実施し、私たちの活動を広く地域社会へ発信して参ります。

<活動指針>

<環境経営方針>

私たちは、環境経営方針をもとに環境目標を設定し活動計画を立てPDCAサイクルを回し

環境経営方針
5



※令和2年度九州電力CO2調整後排出係数0.370kg-CO2/kWhを基準とする。

※ LPGガスと一般廃棄物の項目は使用量及び排出量が少量なので目標には設定しておりませんが、日常では管理しています。
 →  二酸化炭素の項目にはLPGガスは含まれています。

二酸化炭素排出量削減

工事部 〇

2,041

126,625 131%

105%

129%

114%

40,354 169%

12回 100%

〃 〃 〇

㎥/年 432 308 132%

kg/年 72,389

165,542 163,781

▲6% ▲7％

106,445 105,325

406 401

2,302

▲6%

2,327

▲7％

410

▲7％

68,769 68,045 67,321

品/年 データ無し

100% 100%%/年 データ無し

120 100%

回/年 データ無し

達成率実績
目標

53期

目標

54期

kg-CO2/年

kWh/年

L/年

104,204

▲5% ▲6% ▲7％

47,174 46,677 46,181

176,109

112,048

49,657
▲5% ▲6% ▲7％

100,263

36,268

令和2年10月～令和3年9月 令和3年10月～令和4年9月 令和4年10月～令和5年9月

単位
平成27年10月～平成28年9月

目標

52期
基準年度(47期）

エコ重機の使用

社会貢献

グリーン購入の促進

水使用量

産業廃棄物排出量

CO2

167,303

▲5%

L/年

CO2総排出量

電気使用量

ガソリン消費量

軽油消費量 2,476
2,352

▲5%

年間10品目以上  の購入

年間12回以上 の参加

90%以上 の使用

▲5% ▲6% ▲7％

▲5% ▲6%

 5．不必要箇所の照明を消す。 〃

番号 目標課題 具体的な行動（活動） 頻度 対象部門 担当 評価

1 - 全部門 全社員 〇

 3. 空調機のフィルター清掃。 3か月毎 〃 当番 〇
 4．冷暖房設定温度の厳守。 毎日 〃 全社員 〇

 1．昼休みの消灯。 毎日 〃 全社員 〇
 2．ＯＡ機械の退社時電源ＯＦＦ。 〃 〃 日直 〇

 6．省エネ機器の導入（更新時） 更新時 〃 〃 △

1-2 ガソリン消費量削減

 1．急加速急発進しない。 毎日 〃 〃 〇
 2．エコ運転。 〃 〃 〃 〇
 3．エコ車導入（更新時） 更新時 〃 〃 〇

1-1 電力消費量削減

1-3 軽油消費量削減
 1．急加速急発進しない。 毎日 〃 〃 〇
 2．エコ運転。 〃 〃 〃 〇

2

廃棄物排出量削減（事務所）
 1．ゴミの分別を徹底する。 〃 〃 〃 〇
 2．コピー用紙の裏紙を使用する。 〃 〃 〃 〇

廃棄物排出量削減（産廃）
 3．ゴミの分別を徹底する。 〃 〃 〃 〇
 4．資材の再利用 〃 〃 工事部 〇

3 水使用量削減
 1．止水栓を調整し節水する。 適時 〃 全社員 〇
 2．節水表示。 〃 〃 〃 〇

4 グリーン購入の推進

 1．エコ・グリーンマーク商品の購入推進 〃 〃 総務部 〇
 2．再生紙の購入推進 〃 〃 〃 〇
 3．省エネ型の機器を設計図面に入れる。 〃 〃 笠原 〇
 4．社用車のエコカー導入 〃 〃 村上 〇

5 社会貢献への参加
 1．毎月１回会社廻りの清掃 月1回 〃 全社員 〇
 2．管工事組合のボランティア活動に参加する。 適時 〃 村上 △

6 エコ重機の使用  １．エコ重機を９０％以上リースして使用する。 月1回 〃

環境経営目標の実績と環境活動計画管理表

項目
年度
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SDGs：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）

SDGsとは、「世界中にある環境問題・差別・貧困・人権問題といった課題を

世界の皆で2030年までに解決していこう」という計画・目標のことです。

「誰一人取り残さない」持続可能な社会の実現を目指す世界共通の目標で

2015年の国連サミットにおいて掲げられました。2030年を達成年限とし、

17の目標と169のターゲットから構成されています。

協栄工業では「顧客満足を理念とし、常に品質の継続的改善を追求する」

を品質方針とし、SDGｓ（持続可能な開発目標）を推進し、

社会の持続的な発展に貢献していきます。

1.貧困をなくそう 10.人や国の不平等をなくそう

2.飢餓をゼロに 11.住み続けられるまちづくりを

3.すべての人に健康と福祉を 12.つくる責任 つかう責任

4.質の高い教育をみんなに 13.気候変動に具体的な対策を

5.ジェンダー平等を実現しよう 14.海の豊かさを守ろう

6.安全な水とトイレを世界中に 15.陸の豊かさも守ろう

7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに 16.平和と公正をすべての人に

8.働きがいも経済成⾧も 17.パートナーシップで目標を達成しよう

9.産業と技術革新の基盤をつくろう

 年に一度の健康診断やｽﾄﾚｽﾁｪｯｸを行い  省エネ設計や換気計算を行うことで

 ｺﾞﾙﾌ部や野球部も発足しています。  快適な室内空間を提供すると共に、

 無駄の少ない電力負担と過ごしやすい空間を計画します。

 若手を中心に月に一度の勉強会や  ﾘﾓｰﾄﾜｰｸの実施や

 入社前からｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ制度を取入れてます。  有休取得率や労働時間・離職率の改善の取組み。

 男性の育児制度や  取組みとしては、EA21の取組やISO9001の取得(顧客満足）、

 女性が働きやすい職場づくりに努めています。  災害防止協定(災害時に活動協力支援を行う)です。

 給排水設備の施工・浄化槽の設置を行っており、

 ｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰもしっかり行います。

SDGｓ～持続可能な開発目標～

具体的な目標とは・・・？

協栄工業の具体的な取組内容
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★協栄工業の具体的な取組み★

■健康経営   朝のﾗｼﾞｵ体操  ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種

 年に１回の定期健康診断やｽﾄﾚｽﾁｪｯｸは

 社員皆に受けてもらいます。

 社員の健康を配慮できるように健康づくり委員会を設立しており

 また、朝のﾗｼﾞｵ体操では全社員が外に出て行っております

■ｱﾙｺｰﾙﾁｪｯｸ義務化
 ｱﾙｺｰﾙ検知器を各階に備え、出勤した際に使用します。

■勉強会・資格取得の実施・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ制度・ﾒﾝﾀｰ制度
 若手を中心とした勉強会を毎月開催しており、

 そこで基本的な事を学びつつ、普段聞きにくい疑問や

 資格取得等関心のある事があったら聞くことが出来ます。

 また、ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ制度やﾒﾝﾀｰ制度を導入しており、

 入社する前からどんな仕事を行うかｲﾒｰｼﾞしやすくしたり、

 入社後も先輩と共に行動しながら仕事をすることが出来ます。

■男性の育児制度 ■女性が働きやすい職場づくり
 男性でも育休を取得しやすくする為に柔軟に時代に合わせて  産休・育休後をしっかりｻﾎﾟｰﾄしてくれ、

 制度を整備しています。上司との面談後、  子育てに対しても柔軟に対応してくれます。

 引継ぎや復帰後のﾌﾟﾗﾝなどを話し合います。  働いていても子供優先で働ける働きやすさです。

■給排水衛生設備の施工・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
 給排水設備の施工・浄化槽の設置を行っており、

 建物完成後には検査を実施し、安全な水を供給出来るように取り組んでいます。

 引き渡し後も安心して水を利用出来るようｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰを行っています。

■省エネ設計 ■換気計算
 省エネ性能の高いｴｱｺﾝﾒｰｶｰを積極的に採用し、  必要な能力の換気扇を選ぶことで無駄の少ない

 快適な室内空間を提供します。  電力負担と過ごしやすい空間を計画します。

■福利厚生    社員旅行   ﾘﾓｰﾄﾜｰｸ練習

 年に一度の社員旅行があり、他部署との交流がとれる貴重な機会です。

■ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化
 業務がデジタル化される事によりﾘﾓｰﾄﾜｰｸが出来るようになりました。

■ﾕｰｽｴｰﾙ認定企業
 有休取得率や労働時間・離職率の改善の取り組みや若者の採用・育成に積極的に努めています。（詳細は別紙）

■ISO9001 ■事業継承計画
 品質マネジメントシステムによりPDCAｻｲｸﾙを実施し、  社員及び家族の安心安全な生活を確保し、

 継続的に改善し顧客満足を追求しています。  信頼維持の継続的な発展を目指しています。

■災害防止協定 ■エコアクション
 緊急災害時に応急復旧の為の活動協力支援を行います。

SDGｓ～持続可能な開発目標～②
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◇CO2排出量◇

53期CO2排出量割合

◇電気使用量◇

　53期月毎使用量

◇ガソリン使用量◇ ◇軽油使用量◇

52期 53期
実績 目標 実績 目標 実績

2,809L

105,325kWh 100,263kWh

46,677L 36,268L

2,327L 2,041L

2021/10/1～2022/9/30

51期 52期 53期

電気使用量

CO2総排出量

項目
51期

目標

167,303kg-CO2

期

期間 2019/10/1～2020/9/30 2020/10/1～2021/9/30

169,064kg-CO2

107,566kWh

軽油消費量

ガソリン消費量

133,364kg-CO2 165,542kg-CO2 126,625kg-CO2

47,670L

2,376L

141,321kg-CO2

93,367ｋWh

40,908L

2,099L

106,445kWh 93,101kWh

47,174L 39,459L

2,352L

環境経営目標過去3年間の実績・取組結果①

51期CO2排出量

119％達成

52期CO2排出量

125％達成

53期CO2排出量

131％達成

今回対象期間

165,542
141,321 133,364

51期 52期 53期

目標 実績

105,325

93,367 93,101

100,263

51期 52期 53期

目標 実績

46,67740,908 39,459 36,268

51期 52期 53期

目標 実績

2,3272,099
2,809

2,041

51期 52期 53期

目標 実績

10
月

11
月

12
月 1 月 2月 3月 4 月 5月 6月 7月 8 月 9 月

9

100,263

36,268
2,041 40

電気 ガソリン 軽油 ガス

CO2排出量割合 53期



◇産業廃棄物排出量◇ ◇グリーン購入◇

◇水使用量◇

　53期月毎使用量

項目
51期 52期 53期

目標 実績 目標 実績 目標 実績

40,354kg

水使用量 414㎥ 369㎥ 410㎥ 313㎥ 406㎥ 308㎥

産業廃棄物排出量 69,493kg 42,007kg 68,769kg 43,390kg 68,045kg

120品

社会貢献（地域清掃）
年間12回以上の

参加
12回

年間12回以上の

参加
12回

年間12回以上の

参加
12回

グリーン購入
年間10品目以上の

購入
89品

年間10品目以上の

購入
114品

年間10品目以上の

購入

100％エコ重機の使用 90％以上の使用 100% 90％以上の使用 100% 90％以上の使用

環境経営目標過去3年間の実績・取組結果②

68,045

42,007 43,390

51期 52期 53期

目標 実績

406369 313

51期 52期 53期

目標 実績

10
月

11
月

12
月 1月 2月 3月 4月 5月 6 月 7 月 8 月 9月

10

89
114 120

51期 52期 53期

目標 実績
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★二酸化炭素排出量削減（ガソリン・軽油）の取組★

①エコ運転（急発進・急加速しない）
②エコ車の導入
③電力消費量の削減 ※LPGガスは使用量が少量なので目標には設定していません。

■エコ運転のステッカー提示■  ■エコ車の導入■ ■車内禁煙の啓発シール■

★電気使用量削減の取組★

①不要な箇所の照明は消す ④空調機のフィルター清掃
②退社時にOA機器の電源をOFF ⑤省エネ機器の導入
③冷暖房の設定温度の厳守

  ■冷暖房の設定温度■ ■フィルター清掃■   ■省エネ機器の導入■

  ■退社時にOA機器の電源をOFF■

設定温度を厳守しつつも従業員の 定期的にフィルターの清掃を行っており

体調を考慮しながら設定しています。 電気使用量削減だけでなく  未使用時にはエコモードに。

綺麗な空気を保つためでもあります。

 ■不要箇所の照明OFF■ ■電気のスイッチに節電啓発シール■

昼休みや会議時の無人フロアの  全フロアのスイッチに

照明は消すように徹底しており  シールを貼っています。

今では当たり前になっています。

エコ活動の取組①
11



①資材の再利用
②ゴミの分別を徹底する
③コピー用紙は裏紙を使用する

 ■ゴミの分別■ ■コピー用紙削減の取組■  ■啓発シール■ ■裏紙使用の徹底■

全てのコピー機に啓発シールを貼っています。

 ■分別ファイル一覧表■  ■ペーパーレス化■ ■ペーパーレス化に伴いモニターやホワイトボードの活用■

ペーパーレスに伴い社内連絡は 会議室のモニター 会議室のホワイトボード

社内HPに記載やメールにて連絡

 ■ゴミの分別■ ■資材の再利用■

現場で出た廃棄物や社内のゴミは分別し、 現場で余った資材は

外のゴミ箱へ。 他の現場で再利用するように

取組んでいます。

①止水栓を調整し節水する
②節水表示

 ■節水啓発シール■

各トイレのタンクと手洗場に

節水シールを貼っています。

 ■節水啓発ポスター■

各給湯室に啓発ポスターを貼っています。

エコ活動の取組②

産業廃棄物

コピー機には常に

裏紙をスタンバイ☆

一般廃棄物

枚の削減に成功

12
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①エコ・グリーンマーク商品の購入推進
②再生紙の購入推進

古紙をを原料に再生利用した製品の為の目印である。

古紙の利用を拡大し、紙のリサイクルの促進を図ることを

目的としている。

環境保全に役立ち環境への負荷が少ない商品の為の目印である。

消費者が、暮らしと環境との関係について考えたり、

環境に配慮された商品を選ぶための目安として

役立てられることを目的としている。

★献血活動★ ★消防訓練★ ★消防点検★

①地域清掃
②消防訓練・消防点検
③献血活動
④新型コロナウィルス対策

★地域清掃活動★

エコアクションの取組を始めた当初から続けている活動です。

毎月初めに会社廻りの清掃をしています。

各部門が交代で各現場の清掃活動にも取り組んでいます。

 HPやSNSでもエコ活動の

 様子を発信しています！！！

 ぜひ覗いてみて下さい★

<<ホームページ>>  <<Facebook>>

★新型コロナウィルス対策★

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、

「対人距離の確保」「手洗・手指消毒」「咳エチケット」「マスク着用」の徹底をしています。

来客にも来訪時にはマスクの着用に加え、1階入り口にて手指の消毒と検温

並びに来訪記録のご協力をお願いしています。

エコ活動の取組③

～グリーンマークとは・・・？？～

～エコマークとは・・・？？～

製品やサービスを購入する前に必要性を熟考し、

環境負荷ができるだけ小さいものを優先して購入すること

である。

グリーン購入とは・・・

・スティックのり ・製本テープ

・両面テープ

・チューブファイル ・・・etc

▼購入している主な製品

・蛍光マーカーペン ・ホワイトボードマーカー

・A4フラットファイル

・綴り紐 ・・・etc

▼購入している主な製品
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会社名：協栄工業株式会社

環境管理責任者：池邉

遵守評価日：令和4年9月30日

〇・・・遵守 ―・・・該当なし

マニフェスト管理状況確認

契約書内容確認

④回収量の把握・施主への報告

⑤充填の把握・施主への報告

火報・消火器の定期点検

①点検と清掃

報告の確認

3 消防法

4 浄化槽法

フロン排出抑制法2

①定期点検/解体工事

②廃棄時の適正な処理

③工事前の事前調査

日常点検

②定期点検

5 道路交通法

6 道路運送車両法

道路の使用管理

〃

〃

〃 〇 月末

〇

〃 〇

R4.5.18

随時

〃

〃〃 〇

〇

〃 〇

〃 〇

〇

〃 〇

〃

〃

月初

〃 〇 随時

〃 〇

毎月一回

毎月一回

年間報告提出

部門リーダー

〃

一年に一回

〃

一年に一回

毎月一回

調査の確認 〃

四半期ごとに定期点検

処理内容の確認

産業廃棄物マニフェスト

廃棄物委託契約書

保管場所確認

管理表の交付状況定期報告

関係法令 チェック項目

1

※外部からの苦情はありませんでした。

〇 R4.9月末

評価 日付担当者

山田 〇 随時

〃 〇 R4.10.1

〃現場確認

チェック方法

廃棄物の処理及び

清掃に関する法律

環境関連法令 遵守状況
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作成日  令和4年10月1日
代表者  代表取締役  大賀 豊文

5.外部からの苦情の有無及び対応結果

6.環境上の緊急事態の訓練結果及び対応結果

環境情報 環境管理責任者の所見

特にありません。

全社員で目標を意識して全項目達成できました。

活動計画を全社員へ周知しています。

2.環境目標の達成状況

3.環境活動計画の状況

代表者のコメント

1.環境関連法規等の遵守状況 確認結果 法規関連は社員一人ひとりに腹落ちさせる事

意識を高めて、改善していきます。 報連相で問題になる前に事前に対処する事4.問題点の是正、予防の状況

次年度は更に高い目標の達成を目指す事

計画に能動的に取り組むよう働きかける事

契約書類等を確認しました。
問題なく実施しています。

お褒めの言葉をもらえるようになる事

毎年行う事で訓練結果になりました。 継続する事

これからも全社員で目標達成に向けて頑張りましょう 日頃から全社員で目標を意識する事

できるよう、全社一丸となりエコアクションに取り組んでいきましょう。

日頃の環境活動の成果をまとめた環境活動レポートの発行も6年目を迎えました。年を増

すごとに環境に対する意識は高まっています。「環境」というキーワードを軸に事業が発展

7.その他

見直しの必要性判断と代表者の指示

①環境経営方針・・・  次年度も継続

②環境経営目標・・・「お客様への環境活動」の目標を策定する事

③環境経営活動計画・・・活動計画の見える化を行う事

④環境経営システム・・・一人ひとりが能動的に活動に参加する仕組みを作る事

⑤実施体制・・・推進は委員会全員で行う事

その他指示・・・全社員が日常から目標を意識できる仕組みを作る事

代表者による全体の評価と見直し

総括
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