
102
96

6 6

エコアクション21

2016年度

対象期間：2016年5月1日～2017年4月30日

発行日：2017年5月10日

株式会社ユウテック

＜環境活動レポート＞
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辻本大介

　制定日：2015年2月9日

　株式会社ユウテック
　代表取締役社長

事務用品のグリーン購入に取り組みます。

環境関連法規等を順守し、環境保全に取り組みます。

社会貢献活動（ボランティア）に積極的に参加します。

排水量（または水使用量）の削減に努める。

環境配慮型商品の提案及び販売促進を行います。

　ユウテックは、電気・通信事業を展開していますが、商品・技術・ｻｰﾋﾞｽの事業活
動を含めたﾗｲﾌｻｲｸﾙ全体で、環境への負荷を限りなく軽減するとともに、顧客に限
りなく喜んでいただく『電気・通信事業環境提案業』を事業領域とする。

□ 行動指針
使用エネルギー（ガソリン・軽油・電力）の効率的利用および節減に努める。

廃棄物の排出量の削減およびリサイクルの推進に努める。

□ ごあいさつ

ユウテックは、未来をつなぐ商品・技術・サービスの向上と環境社会のお役立ちをしていきます。

環 境 方 針
□ 基本理念

私は2004年に創業して以来、会社の発展と、社員の皆様が働ける場所の
提供（雇用の確保）を目指して経営をしてきました。現在、今後の活動とし
て、『活気あふれる職場環境つくり・電気・通信事業の向上とお役立ち』と
いう使命に基づき、お客様に心から喜んでいただく商品・技術・サービス
の提供をすすめ、今後更に発展し、世の中に貢献できる真の企業となる
ために、組織として最大限の力が出せる環境づくりが必要になってきまし
た。私は人材の成長があって会社が成長するとの考え方で、人材を育成
し、成長した人材に業務を任せることを基本方針として、社員の皆様一人
ひとりが、経営理念を座標軸にして、自分の仕事に自信と誇りを持てるよ
うにしたいと考えています。 
当社の強みである幅広い工事の技術に加えて、設計・コンサルの工事完
工までのトータル受注ができる機動力を遺憾なく発揮できる『チームユウ
テック』を作り上げ、付加価値の高い商品を提供できる社員育成を行い、
考える集団を作っていき、万全の社内体制を目指します。 



（１）事業者名及び代表者氏名

　　株式会社ユウテック

　　　代表取締役　辻本　大介

（２）所在地

　　　本　　　社）大阪府阪南市鳥取754-51

（３）設立・資本金

（３）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

　　　責任者）辻本　大介　　　TEL）072-473-3311

　　　担当者）辻本　美穂　　　TEL）072-473-3311　

（４）事業内容

（５）事業の規模（2016年度）

　　　受注額）96百万円

　　　現場数）102件

　　　従業員数）本社：6名　

　　　敷地面積）本社：418㎡　

（６）事業年度

　　　５月 ～ ４月

　　　登録組織名）株式会社ユウテック

　　　対 象 組 織）本社

　　　　　　　　　全組織（現場含む）が対象

　　　事 業 活 動）全活動が対象

　　　　　　　　　電気・電気通信工事のコンサル・設計・施工　

【 対象範囲】認証･登録

【 組織の概要】

創業　2004年5月　　　設立　2006年5月　　
資本金　2000万円

　　　電気工事業

　　　建設業許可番号）大阪府知事 許可(般-23) 第126614号 許可年月日 : 平成28年6月17日



　□ 全 社

単位

kg-CO2

トン

トン

トン

㎥

※ 平成25年度電気事業者別二酸化炭素排出係数：関西電力株式会社　0.522㎏-CO2/kWh 

　□ 本社

単位

kg-CO2

トン

トン

トン

㎥

　□ 建設現場

単位

kg-CO2

トン

トン

トン

㎥総排水量 0.0 0 0

　一般廃棄物量排出量 0.00 0 0

　産業廃棄物排出量 14.36 2.06 3.86

二酸化炭素総排出量 46,885 25,954 31,832

廃棄物排出量 14.36 2.06 3.86

総排水量 67 32 42

項　目 2013年度 2015年度 2016年度

　一般廃棄物量排出量 6.17 2.49 3.32

　産業廃棄物排出量 0.00 0 0

二酸化炭素総排出量 7,129 6,727 6,565

廃棄物排出量 6.17 2.49 3.32

総排水量 67 42

項　目 2013年度 2015年度 2016年度

32

　一般廃棄物量排出量 6.17 3.32

　産業廃棄物排出量 14.36 3.86

2.49

2.06

二酸化炭素総排出量 54,014 38,397

廃棄物排出量 20.53 7.18

32,681

4.55

【 主な環境負荷の実績】

項　目 2013年度 2015年度 2016年度



　□ 全 社

基準年度 2017年度 2018年度
2013年度
(基準値) (目標) (目標) (目標)

kg-CO2 52,852 51,267 50,992 50,461

基準年度比 97% 96% 95%
kg-CO2 52,852 51,267 50,992 51,461

kg-CO2
97% 96% 95%

㎥ 67 65 64 64

基準年度比 97% 98% 95%
kg 6,170 5,985 5,923 5,862

基準年度比 97% 96% 95%
万 240 3,300 3,600 3,600

基準年度比 - 1375% 1500% 1500%
％ - 4品目 5品目 6品目

購入比率
kg 14,360 13,929 13,786 13,642

基準年度比 97% 96% 95%

　□ 本社

基準年度 2017年度 2018年度
2013年度
(基準値) (目標) (目標) (目標)

kg-CO2 5,967 5,788 5,728 5,669

基準年度比 97% 96% 95%
kg-CO2 5,967 5,788 5,728 5,669

kg-CO2
97% 96% 95%

㎥ 67 65 64 64

基準年度比 97% 96% 95%
kg 6,170 5,985 5,923 5,862

基準年度比 97% 96% 95%
万 240 3,300 3,600 3,600

基準年度比 1375% 1500% 1500%
品目数 - 4品目 5品目 6品目

環境配慮商品の販売促進
0

×

事務用品のグリーン購入
７品目

〇

水道使用量の削減
42

〇

一般廃棄物
3,320

〇

上記二酸化炭素排出量合計 5,490

〇

電力使用量の二酸化炭素
排出量削減

5,490

〇

2016年度
上段：通年

項　目 　　　　(実績)　評価

環境配慮商品の販売促進
0

×

事務用品のグリーン購入
7品目

〇

水道使用量の削減
42

〇

一般廃棄物
3,320

〇

上記二酸化炭素排出量合計 37,322

〇

電力使用量/自動車燃料の
二酸化炭素排出量削減

37,322

〇

年　度
2016年度

項　目 　　　　(実績)　評価

【 環境目標･実績】

産業廃棄物量の削減
3,860

○

年　度



　□ 建設現場

基準年度 2017年度 2018年度
2013年度
(基準値) (目標) (目標) (目標)

kg-CO2 46,885 45,479 45,010 44,541

基準年度比 97% 96% 95%
kg-CO2 46,885 45,479 45,010 44,541

kg-CO2
97% 96% 95%

kg 14,360 13,929 13,786 13,642

基準年度比 97% 96% 95%

○

産業廃棄物量の削減
3,860

○

自動車燃料
の二酸化炭素排出量削減

31,832

○
上記二酸化炭素排出量合計 31,832

年　度
2016年度

上段：通年
項　目 　　　　(実績)　評価



□ 環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

本社営業所　　　　　　　　　　　　　　　　○達成した　△不十分　×未達成

【数値目標】 ○
・空調の適正化（冷房28℃・暖房20℃） ○ 継続
・ブラインド・すだれを活用 ○ 継続
・昼休憩は電気を消灯する △ 継続
・LED照明への変更 × 継続

【数値目標】 ○
・節水の呼び掛け ○ 継続
・排水量・蛇口締めつけ確認 ○ 継続

【数値目標】 ×
・環境商品の普及ＰＲに努める △ 継続
・環境商品の自社展示 × 継続
・展示会へ出店する × 継続

【数値目標】 ○
・環境グリーンラベル認定等製品の調査し選定する ○ 継続
・4品目の購入 ○ 継続
一般廃棄物の削減
【数値目標】 ○
・分別の徹底 ○ 継続

【数値目標】 ○
・事務所周辺の清掃活動　（1回/月） ○ 継続

建設現場

【数値目標】 ○
・不必要なアイドリングをしない × 継続
・定期的なオイル交換・タイヤ空気圧点検 △ 継続
・できるだけ公共交通機関を利用する 〇 継続
・急なアクセル・急なブレーキに注意する × 継続
・運行記録をつけて燃費計算 〇 継続

【数値目標】 ○
・廃棄物の排出量の削減 △ 継続
・分別の徹底 △ 継続 ※より細かい分別を強化し、活動を継続。

※工事案件が重なり増加、活動を継続。

産業廃棄物量の削減

取り組み計画 達成状況 継続／変更 評価と次年度の取り組み内容

自動車燃料の二酸化炭素排出量の削減

社会貢献

月1の会議の中で全員で行った。継続していきます

7品目を決定した。
コピー用紙の購入をした

分別の意識付けが社員に出てきた

工務店のﾘｽﾄｱｯﾌﾟをし、定期的に訪問する。
できなかった
できなかった

事務用品のグリーン購入

社内会議にて周知はできた。蛇口の締付は数か所あるの
ので今後やっていく。

環境配慮商品の販売促進

水道使用量の削減

徹底していきます。

取り組み計画 達成状況 継続／変更 評価と次年度の取り組み内容

電力使用量の二酸化炭素排出量の削減



□ 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

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

※ 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。また、訴訟もありませんでした。

□ 代表者による全体の評価と見直しの結果　　　

・電力使用料の削減においては、不要電力の削減と節電喚起により目標達成しました。2017年度は、倉庫照明器具を
LEDに変更し、96％目標を達成します。

・自動車燃料削減においては、運行記録　各車に管理シートを置き記入することで、エコドライブにおける、意識が向
上し達成しました。2017年度は、引き続きエコドライブの質を高め、96％達成します。

・廃棄物の削減においては、資源ゴミの分別場所を確定し、達成いたしました。次年度は、資源ゴミのリサイクル率の
向上に努め９6％の達成に努めます。

・水道水の削減においては、トイレの排水バルブを調整し、節水に努め達成いたしました。2017年度は、節水におけ
る、喚起で、節水の意識の向上で、96％の目標を達成します。

・環境商品の販売促進においては、LED照明器具を積極的にアピールし、節電効果の高い商品を提案し受注につなげて
いき、販促に努めてまいりたいと思います。また、工務店に定期的に訪問し商品のアピールをしていきます。2016年の
受注が出来なかったことを受けて2017年は、300万に下方修正し、環境商品の拡販に努めてまいります。

・事務用品のｸﾞﾘｰﾝ購入に関しては、グリーン購入に対する意識が高まり、達成致しました。2017年度は、本年度同様、
グリーン購入に対する意識向上に努め5品目の目標達成をします。

小型家電リサイクル法 　使用済小型電子機器の排出（作業所あるいは詰所の小型家電が対象） 遵守

家電リサイクル法 　特定家庭用機器の排出(テレビ、エアコン、冷蔵庫） 遵守

自動車リサイクル法 　事業者の責務（使用済自動車の引渡義務） 遵守

Nox･PM法 　対策地区内で排気ガス規制に適合した自動車の使用 遵守

大阪府条例 流入車規制 遵守

廃棄物処理法 　一般廃棄物、産業廃棄物の委託及び保管基準の遵守 遵守

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）



教育訓練活動 

社会貢献活動 



消火訓練活動 

ハイブリットカー エコドライブ 



本社事務所の    

(太陽光パネル 



車の燃費率の監視

次回の活動レポートの発行は、2018年5月を予定


