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環境経営の基本方針と具体的取組事項

農業用機械

の販売 疎植栽培の推進

コイン精米機の

設置・運用
法令順守

エコ商品普及による環境負荷削減

先端機器の販売による肥料削減

排ガス規制対応商品の販売

ﾀｲﾏｰ設定、LED看板、時

間外の消灯による省エネ

四季の変化、太陽と水

の恵みを受けた自然に

最もやさしい産業

・水源のかん養

・自然環境の保全

農業

苗箱が半分

土、農薬、種も半分→省資源

農作業の省⼒化→負担軽減
環境負荷削減

二酸化炭素排出抑制

廃棄物排出抑制

朝礼コンプラの実施
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農業用施設の

設計・施工

事業場内の省エネ

農業資材

生活用品の販売

施設園芸省エネ設備の提案

例）地下熱ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｼｽﾃﾑ

間外の消灯による省エネ

基肥⼀発肥料の普及

→養分流出抑制

農村の景観を未来の子どもたちに引き継ぐ為に、

農業機械の販売を通じ、東北農業の発展に貢献できる企業を目指します。

・自然環境の保全

私たちは

経営ｼｽﾃﾑの構築

節電・節水・節資源

EA21認証・取得

事業場の環境作り

さなえ美化運動・技術研

修
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エコ改革①

電⼒自由化による契約電⼒会社の切替。全拠点スマー

トメーターを設置し⼀⻫切替をおこないました。二酸

化炭素排出係数の低い業者を選定しました。

結果、二酸化炭素排出量を⼤幅削減しました。電気料

も削減となりました。

契約電力会社の切替

エコ改革② 働き方改革

ICカードによる勤怠管理を導⼊し、労働時間数を客観的

なデータでの管理が出来るようになりました。

管理部、上⻑が36協定範囲を超えない様に先⽴って牽

制し、特定の人へ業務が集中しない様に努めました。ま

エコ業務改革
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なデータでの管理が出来るようになりました。

管理部、上⻑が36協定範囲を超えない様に先⽴って牽

制し、特定の人へ業務が集中しない様に努めました。ま

た各個人の意識を向上させ、業務の効率化・改善化策を

⽴てて⾏動することで⽣産性の向上を図りました。結果、

⻑時間労働が抑制され電気代、燃料代の節減され、従業

員のワークバランスの改善につながりました。

エコ改革③ 在庫管理適正化

在庫の管理⽅法を適正化しました。

全ての事業所において、⼀定の基準を設けその基

準を上回らないよう管理を⾏っております。また、

⻑期在庫部品の全拠点⼀⻫廃却を⾏いました。

結果、在庫管理業務、棚卸作業の短縮化、美化、

過剰在庫や不良在庫の節減に繋がりました。
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過剰在庫や不良在庫の節減に繋がりました。



【１】当社の概要
１．事業者名　　　　　株式会社　ヰセキ東北

２．本社所在地 〒989-2421　宮城県岩沼市下野郷字新南⻑沼1-2

３．代表者⽒名　　　　　　　　代表取締役社⻑　　　　⾚坂　暁⽣

４．環境マネージメントシステムの責任者及び担当者連絡先
  　環境管理責任者　　　　　管理部総務グループ担当次⻑　⽥村　永史

　ＥＡ２１推進事務局　　　　　　　　　 総務グループ係⻑　柿崎　覚

　　連絡先　TEL 0223-24-1111　　FAX 0223-24-2240

５．事業内容
①農業機械の販売及び整備
②農業資材、⽣活用品の販売
③コイン精米機による精米事業
④農業用施設の設計、施工（育苗センター、米の乾燥施設等）

６．事業年度
毎年１⽉１⽇から１２⽉３１⽇（本レポート対象期間）

７．事業の規模
（１）年間売上⾼ 　　　17,030百万円　　（2020年度）
（２）従業員数 　　　　552⼈　　　　（2020年度末）
（３）事業所数 　　　　81ヶ所　　　（2020年度末）

８．支社概要
（１）⻘森支社

①所在地 〒030-0131 ⻘森県⻘森市問屋町2丁目11-23
②支社⻑名　　　成⽥　友洋
③環境保全関係の責任者及び担当者連絡先
　推進責任者　　⻘森支社⻑　　成⽥　友洋
　実⾏責任者　　⻘森支社次⻑　⾦岡　健治
　連絡先　　　　TEL 017-738-1331  FAX 017-738-8834

（２）岩手支社
①所在地 〒025-0311 岩手県花巻市卸町9-2
②支社⻑名　　　髙橋　武
③環境保全関係の責任者及び担当者連絡先
　推進責任者　　岩手支社⻑　　髙橋　武
　実⾏責任者　　岩手支社次⻑　⽻野　誠⼀郎
　連絡先　　　　TEL 0198-26-4611  FAX 0198-26-4796
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（３）宮城支社
①所在地 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新南⻑沼1-2
②支社⻑名　　　齋藤　利春
③環境保全関係の責任者及び担当者連絡先
　推進責任者　　宮城支社⻑　　齋藤　利春
　実⾏責任者　　宮城支社次⻑　浅野　孝也
　連絡先　　　　TEL 0223-24-6067  FAX 0223-24-6310

（４）秋⽥支社
①所在地 〒011-0901 秋⽥県秋⽥市寺内字⼤⼩路207-49
②支社⻑名　　　佐々⽊　伸治
③環境保全関係の責任者及び担当者連絡先
　推進責任者　　秋⽥支社⻑　　佐々⽊　伸治
　実⾏責任者　　秋⽥支社副支社⻑　今野　弘樹
　連絡先　　　　TEL 018-845-0001  FAX 018-846-5899

（５）山形支社
①所在地 〒 990-0408  山形県東村山郡中山町⼤字岡字⾦⽥2008-3
②支社⻑名　　　阿部　圭三
③環境保全関係の責任者及び担当者連絡先
　推進責任者　　山形支社⻑　　 阿部　圭三
　実⾏責任者　　山形支社次⻑　⼩川　浩⼀　
　連絡先　　　　TEL 023-674-0077  FAX 023-674-0088

（６）福島支社
①所在地 〒962-0045 福島県須賀川市保土原字中屋敷38
②支社⻑名　　　佐藤　邦昭
③環境保全関係の責任者及び担当者連絡先
　推進責任者　　福島支社⻑     佐藤　邦昭
　実⾏責任者　　福島支社次⻑　平野　政則
　連絡先　　　　TEL 0248-94-2821  FAX 0248-94-2832

エコアクション21認証・登録範囲
・認証・登録事業者︓株式会社ヰセキ東北
・対象事業活動︓　農業機械の販売及び整備、農業資材等の販売、農業施設の

　　　　　設計・施工、コイン精米事業
・対象事業所︓　環境活動レポートp6-7 に記載のとおり
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９．本社及び支社の所在地（認証・登録対象事業所） 2020年12⽉
区分 住　　所 電話番号 業務内容
本社 1 本社 岩沼市下野郷字新南⻑沼1-2 0223-24-1111  事務所
拠点 2 登米整備工場 登米市東和町米川字中島254 0220-44-4061  コイン精米機整備
支社 1 ⻘森支社 ⻘森市問屋町2丁目11-23 017-738-1331  事務所
拠点 2 中⾥ 北津軽郡中泊町中⾥字平山266-20 0173-57-4027  事務所+農機販売+整備
拠点 3 ⾦⽊ 五所川原市⾦⽊町⽟⽔201-10 0173-53-2778  事務所+農機販売+整備
拠点 4 つがる つがる市⽊造朝⽇13-1 0173-42-4146  事務所+農機販売+整備
拠点 5 鯵ヶ沢 ⻄津軽郡鰺ヶ沢町舞⼾町東阿部野121-4 0173-72-6382  事務所+農機販売+整備
拠点 6 ⿊⽯ ⿊⽯市富⽥139-1 0172-52-4355  事務所+農機販売+整備
拠点 7 平賀 平川市柏⽊町字柳⽥6-2 0172-44-2248  事務所+農機販売+整備
拠点 8 弘前 弘前市⽯渡4丁目17-4 0172-37-0076  事務所+農機販売+整備
拠点 9 東⻘ ⻘森市⻄⽥沢字沖津321-2 017-763-1351  事務所+農機販売+整備
拠点 10 むつ むつ市⽥名部字前⽥6-19 0175-22-3314  事務所+農機販売+整備
拠点 11 天間林 上北郡七⼾町字森ヶ沢310-7 0176-68-2121  事務所+農機販売+整備
拠点 12 三沢 三沢市三沢字流平69-257 0176-54-2080  事務所+農機販売+整備
拠点 13 上北 上北郡東北町上北北2丁目33-130 0176-56-2150  事務所+農機販売+整備
拠点 14 十和⽥ 十和⽥市三本⽊⻄⾦崎11-2 0176-22-5931  事務所+農機販売+整備
拠点 15 六⼾ 上北郡六⼾町⽝落瀬⻑漕3-3 0176-55-3170  事務所+農機販売+整備
拠点 16 三⼾ 三⼾郡三⼾町川守⽥字⼋百平28-5 0179-22-2474  事務所+農機販売+整備
支社 1 岩手支社 0198-26-4611  事務所
拠点 2 花巻 0198-26-5005  事務所+農機販売+整備
拠点 3 軽米 九⼾郡軽米町上舘第15地割字岩崎33-1 0195-46-2209  事務所+農機販売+整備
拠点 4 岩手 岩手郡岩手町子抱第5地割字笹川久保44-4 0195-62-2145  事務所+農機販売+整備
拠点 5 ⻄根 ⼋幡平市平舘９地割171-1 0195-74-2311  事務所+農機販売+整備
拠点 6 雫⽯ 岩手郡雫⽯町36柿⽊61-1 019-692-2545  事務所+農機販売+整備

事業所名
本
社

⻘
森
支
社

岩

花巻市卸町9-2

拠点 6 雫⽯ 岩手郡雫⽯町36柿⽊61-1 019-692-2545  事務所+農機販売+整備
拠点 7 盛岡 盛岡市東仙北2-15-23 019-635-1234  事務所+農機販売+整備
拠点 8 紫波 紫波郡紫波町桜町字才土地70-12 019-672-2214  事務所+農機販売+整備
拠点 9 遠野 遠野市松崎町白岩15-4-6 0198-62-2017  事務所+農機販売+整備
拠点 10 北上 北上市上江釣子第6地割38-1 0197-77-5005  事務所+農機販売+整備
拠点 11 ⽔沢 奥州市⽔沢区太⽇通り1-4-11 0197-25-7311  事務所+農機販売+整備
拠点 12 胆沢 奥州市胆沢区⼩山字菅谷地570-1 0197-47-0811  事務所+農機販売+整備
拠点 13 ⼀関 ⻄磐井郡平泉町平泉宿8-1 0191-46-5308  事務所+農機販売+整備
支社 1 宮城支社 岩沼市下野郷字新南⻑沼1-2（本社同住所） 0223-24-6067  事務所
拠点 2 仙南 角⽥市梶賀字⾼畑北380-1 0224-62-0882  事務所+農機販売+整備
拠点 3 仙台 岩沼市下野郷字新南⻑沼1-2 0223-36-9855  事務所+農機販売+整備
拠点 4 ⽯巻 ⽯巻市⿅⼜字道的前330-2 0225-75-2206  事務所+農機販売+整備
拠点 5 古川 ⼤崎市古川休塚字南⽥34 0229-28-2214  事務所+農機販売+整備
拠点 6 加美 加美郡加美町矢越10-1 0229-64-4777  事務所+農機販売+整備
拠点 7 築館 栗原市築館下宮野町浦1 0228-22-2615  事務所+農機販売+整備
拠点 8 佐沼 登米市中⽥町宝江⿊沼字町80 0220-34-6671  事務所
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区分 住　　所 電話番号 業務内容
支社 1 秋⽥支社 018-845-0001  事務所
拠点 2 秋⽥ 018-845-0006  事務所+農機販売+整備
拠点 3 ⼤館 ⼤館市池内字池内103-3 0186-42-5423  事務所+農機販売+整備
拠点 4 ⿅角 ⿅角市花輪字諏訪野106 0186-25-3403  事務所+農機販売+整備
拠点 5 北秋⽥ 北秋⽥市下杉字上清⽔沢103 0186-67-6201  事務所+農機販売+整備
拠点 6 能代 能代市扇⽥字⻄扇⽥347-2 0185-58-5588  事務所+農機販売+整備
拠点 7 ⼋⻯ 山本郡三種町鵜川字昼根下2-5 0185-85-2643  事務所+農機販売+整備
拠点 8 ⼤潟 南秋⽥郡⼤潟村字東4-63 0185-45-2481  事務所+農機販売+整備
拠点 9 ⼋郎潟 南秋⽥郡⼋郎潟町字上昼根223-2 018-875-4044  事務所+農機販売+整備
拠点 10 男⿅ 男⿅市船越字サッピ93 0185-35-2325  事務所+農機販売+整備
拠点 11 秋⽥南 秋⽥市仁井⽥字川久保4-2 018-839-6564  事務所+農機販売+整備
拠点 12 本荘 由利本荘市三条字三条谷地145 0184-23-3911  事務所+農機販売+整備
拠点 13 ⼤曲 ⼤仙市花館字葛野206-1 0187-63-7110  事務所+農機販売+整備
拠点 14 角館 ⼤仙市下鶯野字⽻場127 0187-55-2175  事務所+農機販売+整備
拠点 15 横手 横手市⼤屋新町字中野555-1 0182-32-2601  事務所+農機販売+整備
支社 1 山形支社 023-674-0077  事務所
拠点 2 山形中央 023-674-0066  事務所+農機販売+整備
拠点 3 遊佐 飽海郡遊佐町⼤字遊佐字堰端2-2 0234-72-2265  事務所+農機販売+整備
拠点 4 庄内中央 酒⽥市新堀字豊森210-33 0234-93-2810  事務所+農機販売+整備
拠点 5 鶴岡 鶴岡市⼤字道形字二ツ屋61-3 0235-22-8230  事務所+農機販売+整備
拠点 6 真室川 最上郡真室川町新町387-2 0233-62-3094  事務所+農機販売+整備
拠点 7 新庄 新庄市五⽇町上⼩⽉野1384 0233-22-3960  事務所+農機販売+整備
拠点 8 村山 村山市櫤山字⾦谷原4600-67 0237-58-2214  事務所+農機販売+整備
拠点 9 置賜中央 東置賜郡川⻄町吉⽥5800番地 0238-44-2021  事務所+農機販売+整備
支社 1 福島支社 須賀川市保土原字中屋敷38 0248-94-2821  事務所

事業所名

秋
⽥
支
社

秋⽥市寺内字⼤⼩路207-49

山
形
支
社

東村山郡中山町⼤字岡字⾦⽥2008-3

支社 1 福島支社 須賀川市保土原字中屋敷38 0248-94-2821  事務所
拠点 2 会津中央 河沼郡湯川村清⽔⽥字村前375 0241-27-8331  事務所+農機販売+整備
拠点 3 ⾼⽥ ⼤沼郡会津美⾥町字宮ノ腰3961 0242-54-5023  事務所+農機販売+整備
拠点 4 猪苗代 耶麻郡猪苗代町堅⽥字妻神1457-1 0242-62-2058  事務所+農機販売+整備
拠点 5 喜多方 喜多方市関柴町上⾼額字広面657-6 0241-22-3052  事務所+農機販売+整備
拠点 6 ⽥島 南会津郡南会津町⽥島字東荒井甲2512-1 0241-62-0387  事務所+農機販売+整備
拠点 7 福島 福島市北矢野目字成⽥⼩屋22-2 024-553-6761  事務所+農機販売+整備
拠点 8 保原 伊達市保原町下野崎47-3 024-575-2264  事務所+農機販売+整備
拠点 9 郡山北 郡山市⽇和⽥町⾼倉字藤坦1-8 024-958-3281  事務所+農機販売+整備
拠点 10 郡山 郡山市安積町成⽥字島ノ後31-4 024-945-1442  事務所+農機販売+整備
拠点 11 須賀川 岩瀬郡鏡⽯町久来⽯字南町174-2 0248-62-1186  事務所+農機販売+整備
拠点 12 ⻑沼 須賀川市掘込字浦通南75 0248-68-2057  事務所+農機販売+整備
拠点 13 滝根 ⽥村市滝根町菅谷字入⽔538 0247-78-3711  事務所+農機販売+整備
拠点 14 ⽯川 ⽯川郡⽯川町新屋敷字新覚90 0247-26-3224  事務所+農機販売+整備
拠点 15 白河中央 白河市表郷三森字都々古下8 0248-32-3078  事務所+農機販売+整備
拠点 16 相馬中央 南相馬市⿅島区横手字北ノ内96 0244-46-4781  事務所+農機販売+整備
拠点 17 いわき いわき市平中神谷苅萱16-3 0246-34-5331  事務所+農機販売+整備
拠点 18 いわき南 いわき市泉町⿊須野字早稲⽥59 0246-56-1177  事務所+農機販売+整備
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【２】EA21推進組織及び役割

【推進組織】

・ヰセキ東北ＥＡ２１推進最⾼責任者
・環境方針の作成・⾒直し
・実施体制の構築及び各自の役割責任、権限を定め全従業員に周知

最高責任者

（社長）

環境管理責任者

営業会議

（環境会議）

EA21推進事務局

（本社管理部総務G）

監査室

本社

・各部門長

青森支社

・推進責任者：

支社長

・実行責任者：

支社次長

拠点推進責任者

営業所所長

拠点推進責任者

営業所所長

拠点推進責任者

営業所所長

拠点推進責任者

営業所所長

拠点推進責任者

営業所所長

拠点推進責任者

営業所所長

拠点推進責任者

コイン精米機

整備工場長

岩手支社

・推進責任者：

支社長

・実行責任者：

支社次長

宮城支社

・推進責任者：

支社長

・実行責任者：

支社次長

秋田支社

・推進責任者：

支社長

・実行責任者：

副支社長

山形支社

・推進責任者：

支社長

・実行責任者：

支社次長

福島支社

・推進責任者：

支社長

・実行責任者：

・実施体制の構築及び各自の役割責任、権限を定め全従業員に周知
・環境管理責任者の任命
・EA21運用・維持の為の経営資源の準備
・全体の評価と⾒直し・指⽰
・全社統⼀版　ＥＡ２１システムの構築と運用
・環境会議の運営
・環境活動計画の策定と進捗管理
・支社推進責任者、実⾏責任者の教育
・ＥＡ２１システムの運用
・環境活動計画に対する進捗管理
・定期パトロールと不適合対策と処理
・環境委員会への出席
・各支社、社員の教育・訓練
・緊急時対応訓練の実施確認
・推進責任者のサポート
・各支社のＥＡ２１システムの運用
・各支社の環境教育・訓練の実施
・各支社の活動計画の策定と具体的取組
・各拠点の・各支社のＥＡ２１システムの運用
・各拠点の環境教育・訓練の実施
・全社の環境活動計画の進捗管理
・全社の環境に関する問題点の提起と解決策の検討
・その他
・ＥＡ２１システム　マニュアル作成
・環境活動計画と実績の取りまとめ
・環境活動レポートの作成
・環境関連⽂書、記録の作成及び保管（５年間保管する事とする）
・法令、各地域の条令に違反が無いか実査する。
・統計データが正確なものか各拠点を巡回し、監査する。
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EA21推進事務局

監査室

社⻑

環境管理責任者

支社推進責任者

支社実⾏責任者

拠点推進責任者

環境会議
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【３】環境経営方針

環境経営方針
≪基本理念≫

東北は自然豊かで、農業が基幹産業です。
当社は創業以来、農業機械の販売、修理を通して東北の農業の発展に貢献して参りました。近年
地球温暖化により、異常気象が発⽣し、農業を脅かしています。
当社は、農業に深く関わる企業として、⼜、恒久的に事業を継続するため、地域住⺠や自然との
共⽣並びに地域環境の保全を常に意識して⾏動します。

≪基本方針≫

当社が管轄する全ての事業所が、環境保全の重要性を認識し、事業活動全般を通じ全従業員⼀丸となって
自主的、積極的に取り組み、継続的改善を誓約します。

≪⾏動指針≫

１． 資源・エネルギー使用量の削減に取り組みます。
・⽇常点検の施⾏やアイドリングストップなどエコドライブの徹底により、
　社有⾞の燃料削減を図ります。
・消灯や室温管理を強化し、購入電⼒と暖房用燃料の節減に努めます。

２． 農業を通じ、その地域の省資源、省エネルギーの提案をします。
・疎植栽培の推進
・省エネ機械の推進販売

３． 廃棄物の削減に取り組みます。
・分別の徹底や有効利用により、廃棄物の削減に努めます。

４． 省資源に取り組みます。
・節⽔
・コピー用紙の削減

５． グリーン購入に取り組みます。
６． 環境に関する、法律や条例の順守、その他当社が同意する要求事項を順守します。
７． 次の環境保全の項目に対しては、環境目標を設定し、取り組みます。

① 省エネルギーの推進　　　　電⼒、燃料使用量
② 省資源 ⽔、紙使用量
③ 廃棄物の排出抑制と適正処理
④ グリーン購入

８． 各事業所周辺の環境整備（掃除、草刈り）
９． この方針を全従業員が周知し、徹底するための活動をします。

2020年3⽉25⽇

株式会社　ヰセキ東北 
代表取締役社⻑　⾚坂　暁⽣

宣⾔　2006年3⽉6⽇
改定　2012年3⽉1⽇
改定　2014年2⽉14⽇
改定　2015年12⽉1⽇（代表取締役の変更）
改定　2018年12⽉1⽇（代表取締役の変更）
改定　2020年3⽉25⽇（継続的改善を誓約）
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【4】中⻑期環境目標

環境経営目標（短期、中期）全社合計
運⽤期間 ︓毎年1⽉〜12⽉の1年間
環境経営目標は3カ年目標を掲げて環境活動に取り組む。
2019年度実績に対し、2020年度は1%削減、2021年度は2%削減、2022年度は3%削減とする。
二酸化炭素排出量はそれぞれ1%増削減とする

2019年度
（前年）

2020年度目標
1%削減(CO2は2%とする)

2021年度目標
2%削減(CO2は3%とする)

2022年度目標
3%削減(CO2は4%とする)

実績 目標 目標 目標

kg 4,860,053 4,762,852 4,714,251 4,665,651

kwh 3,000,774 2,970,766 2,940,758 2,910,751

L 190,292 188,389 186,486 184,583

㎥ 47 47 46 46

㎏ 1,151 1,140 1,128 1,117

L 566,727 561,060 555,392 549,725

L 419,524 415,329 411,134 406,939

L 94 93 92 91

t 1,356 1,343 1,329 1,316

t 60 60 59 58

t 1,296 1,283 1,270 1,257

㎥ 14,672 14,525 14,378 14,231

t 10.3 10.2 10.1 10.0
Kg 784 776 768 760
％ 20% 30% 30% 30%
％ 100% 100% 100% 100%

産業廃棄物排出量

水使⽤料の削減

コピー⽤紙使⽤量の削減

化学物質使⽤量の把握

文房具グリーン購⼊(30%)

エコ商品版売推進

⼀般廃棄物排出量

単位

CO2排出量の削減

電⼒使⽤量

灯油使⽤量

都市ガス使⽤量

ＬＰＧ使⽤量

ガソリン使⽤量

軽油使⽤量

廃油使⽤量

廃棄物排出量の削減

Kg 784 776 768 760
％ 20% 30% 30% 30%
％ 100% 100% 100% 100%
％ 100% 100% 100% 100%
％ 100% 100% 100% 100%

H 6.88 6.81 6.74 6.67

％ 100% 100% 100% 100%

働き⽅改⾰による業務効率化（⽉平
均時間外勤務時間）

資格取得による技術⼒向上

朝礼コンプラの実施（毎週1回）

さなえ美化運動の実施（通年）

化学物質使⽤量の把握

文房具グリーン購⼊(30%)

エコ商品版売推進
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【5】環境目標と実績

■前年対比環境負荷実績

2019年度
（前年）

2020年度目標
1%削減(CO2は2%とす

る)
2020年度 コメント

実績 目標 実績 実績 評価 実績 評価

kg 4,860,053 4,762,852 4,536,140 -226,712 ○ -323,913 ○ 働き⽅改⾰による業務効率化

kwh 3,000,774 2,970,766 2,996,580 25,814 × -4,194 ○ 目標未達ではあるが対前年より削減できた

L 190,292 188,389 203,606 15,217 × 13,314 × 整備工場の暖房費増化により増加

㎥ 47 47 69 22 × 22 × 目標達成できなかった

㎏ 1,151 1,140 1,216 76 × 64 × 目標達成できなかった

L 566,727 561,060 531,178 -29,882 ○ -35,549 ○ 出張を減らしテレビ会議を活⽤した

L 419,524 415,329 336,022 -79,307 ○ -83,502 ○ 展示会開催数減少により配送数減少

L 94 93 113 20 × 18 × 目標達成できなかった

t 1,356 1,343 1,274 -69 ○ -82 ○

t 60 60 62 2 × 2 × 削減意識向上を目指す

t 1,296 1,283 1,212 -71 ○ -84 ○ 全社合算では目標達成できた

㎥ 14,672 14,525 13,761 -764 ○ -911 ○ 有効的な水利⽤により目標達成

t 10 10.2 10.0 -0.2 ○ -0.3 ○ 対前年・目標ともクリア

Kg 784 776 813 37 × 29 × 整備機増化の為目標未達成

％ 20% 30% 21% -9% × 1% ○ エコ商品優先意識を⾼める

％ 100% 100% 100% ○ ○ 目標販売台数に届かなかったが継続して販売する

％ 100% 100% 100% ○ ○ 通年実施できた

％ 100% 100% 100% ○ ○ 通年実施できた

H 6.88 6.81 6.24 -0.57 ○ -0.64 ○ 働き⽅改⾰による業務効率化

％ 100% 100% 100% ○ ○ 通年実施できた

購入電力の二酸化炭素排出係数：0.426kg-CO2/kwh(2020年度㈱エネット実排出係数）

7月より購入電力の二酸化炭素排出係数：0.437kg-CO2/kwh(2021年度㈱ウエスト電力実排出係数）

水使⽤料の削減

コピー⽤紙使⽤量の削減

化学物質使⽤量の把握

働き⽅改⾰による業務効率化（⽉平均時
間外勤務時間）

資格取得による技術⼒向上（通年）

文房具グリーン購⼊(30%)

エコ商品版売推進

朝礼コンプラの実施（毎週1回）

さなえ美化運動の実施（通年）

廃棄物排出量の削減

⼀般廃棄物排出量

産業廃棄物排出量

対目標 対前年度

CO2排出量の削減

電⼒使⽤量

灯油使⽤量

廃油使⽤量

単位

都市ガス使⽤量

ＬＰＧ使⽤量

ガソリン使⽤量

軽油使⽤量

■直近3年の主要環境負荷実績とその評価

生産性＝総売上金額（百万円）÷従業員数

上記は従業員一人あたりの生産性で環境負荷実績の数値を割った表です。

全体的に一人当たりの排出量、使用量は減少しております。

その中で灯油使用量が増加している原因ですが、働き方改革の一環で職場環境を整える為、整備場に

ヒーターを設置をしているからと考えられます。
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％ 100% 100% 100% ○ ○ 通年実施できた

購入電力の二酸化炭素排出係数：0.426kg-CO2/kwh(2020年度㈱エネット実排出係数）

7月より購入電力の二酸化炭素排出係数：0.437kg-CO2/kwh(2021年度㈱ウエスト電力実排出係数）

資格取得による技術⼒向上（通年）

環境負荷実績 2018年度 2019年度 2020年度
CO2排出量の削減 kg/生産性 173631.5 165872.1 149215.1
電力使用量 kwh/生産性 115627.2 102415.5 98571.7
灯油使用量 L/生産性 6038.3 6494.6 6697.6
都市ガス使用量 ㎥/生産性 2.2 1.6 2.3
ＬＰＧ使用量 ㎏/生産性 44.7 39.3 40
ガソリン使用量 L/生産性 21596.2 19342.2 17473
軽油使用量 L/生産性 13294.3 14318.2 11053.4
廃油使用量 L/生産性 3.3 3.2 3.7
廃棄物排出量の削減 t/生産性 43.6 46.3 41.9
一般廃棄物排出量 t/生産性 2.2 2.1 2.1
産業廃棄物排出量 t/生産性 41.3 44.2 39.9
水使用料の削減 ㎥/生産性 529.3 500.7 452.7
コピー用紙使用量の削減 t/生産性 0.4 0.4 0.3
化学物質使用量の把握 Kg/生産性 24.7 26.7 26.7
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【6】環境活動計画と実施評価
環境経営計画 ※結果表示記号・・・「○」=よくできた、「△」=一部できなかった、「×」=ほとんどできなかった

活動期間 責任者 評価 結果 次年度の取組方針、対応策等

通年 推進責任者

全拠点エコアクション環境方針・コン
プライアンス事例の読み合せを実施
し、さなえ美化運動を通して全社員の
意識向上を図った。

○
2021年も全拠点エコアクション環境方針・
コンプライアンス事例の読み合せ、継続し
て実施し意識向上を図る。

通年 推進責任者
S＆H拠点3S安全衛生大作戦を展開
し各拠点の意識を向上させた。

○
今後も毎月拠点3S安全衛生大作戦を展
開していく。

通年 推進責任者
敷地内外で定期的にゴミ拾い、草刈・
草取り、除雪作業を行い清掃活動を
行った。

○
引き続き敷地内・周辺地域の清掃活動を
継続実施する。

通年 推進責任者
毎月4回以上、朝礼コンプラテーマを
指定し各事業所単位で朝礼を実施
し、コンプライアンス教育を実施した。

○
啓蒙活動を継続して実施する。労災等の
事故撲滅を目指す。

通年 推進責任者
営業外回り時にこまめなエンジン停
止、急発進・急加速を抑制して燃料
費の削減を行った。

○ 今後も取組は継続して実施する。

通年 推進責任者
周りに物を置かない、有効使用期間
の点検を行い有事の際に素早く使用
できるよう設置状況の確認を行った。

○ 今後も取組は継続して実施する。

通年 推進責任者
コロナウイルス感染症対策の為、営
業活動の大幅な制限がかかり結果
的に燃料代の削減につながった。

○

次年度も感染症対策は継続する。また訪
問のアポイントメント取り、計画的な営業
活動を意識させ効率のよい運転を推奨し
する。

通年 推進責任者
省エネ意識を高めることで、昼休み
時・所員不在時などこまめな消灯に
努めた。

○
働きから改革を意識して時間外勤務を抑
制し電気代、冷暖房代の削減に努める。

通年 推進責任者
4拠点の工場の照明機器をLEDに更
新し、電気料金、使用電力量の削減
につながった。

○
次年度も大型整備拠点を優先してLED更
新を行っていく。

通年 推進責任者

圃場から引き揚げた機械に付着した
土・泥を搬入前に極力落とす事によっ
て洗車時の水使用量の低減を図っ
た。また節水ポスターを掲示して意識
向上を図った。

〇
取組を継続し次年度は目標達成に努め
る。

活動計画の取組内容
環境関連事業の推進

①エコアクションの普及促進活動の実
施

②さなえ美化運動による3S(整理・整
頓・清掃)の実施

③会社敷地内・周辺地域の清掃活動

④各事業所朝礼時、事例集等の読み
合わせによる
コンプライアンス教育の徹底。(月4回）

⑤アイドリングストップ・エコドライブの実
施

⑥各事業所設置している消火器定期
点検の完全実施

二酸化炭素排出量の削減

①営業経路を検討し、効率よい運転を
実施する

②電力会社切替によるスマートメーター
を活用しエネルギー消費を抑制する

③設備を新設・増改築する際は、LED
照明などの省エネ設備を導入する

総排水量の削減

①実演機、修理機に付着した土・泥を
搬入先で極力落とし整備前の洗車時
の水使用料を低減させる

廃棄物排出量の削減

12

通年 推進責任者 て洗車時の水使用量の低減を図っ
た。また節水ポスターを掲示して意識
向上を図った。

〇
取組を継続し次年度は目標達成に努め
る。

通年 推進責任者
削減よりも産廃排出量を抑制するこ
とができた。

〇
拠点によって排出幅があるため美化意識
を向上させ処理量を低減(エコ)させる。

通年 推進責任者 一般廃棄物排出量が増加した。 △
不必要なものを買わない、分別を意識して
排出量を抑制する。

通年 推進責任者
グリーン対象商品を優先的購入に努
める。

△ エコ意識を高めて目標達成に努める。

(1)疎植栽培の
推進

①疎植栽培面積を増
加させる。疎植指導
員の資格取得

通年 推進責任者
資格取得者を増やし疎植栽培の普
及を推進する。

○ 同左を継続実施。

②展示会等で疎植栽
培のアピールを行う。

通年 推進責任者
コロナウイルス対策により展示会が
軒並み中止となり営業計画に遅れが
でた。

△
コロナウイルスが落ち着いてきたら順次展
示会を再開して疎植栽培により省力化を
アピールする。

①買換え見込み客へ
の推進を行う。

通年 推進責任者

(2)省エネ機械
の推進

②農業法人、集落営
農への積極推進を行
う。

通年 推進責任者

③展示会等で、新製
品の情報提供を行う。

通年 推進責任者

働き方改革

通常業務の効率化を
一人ひとりが意識す
る、お客様へのご理
解も頂く。

通年 推進責任者

働き方改革の意識向上により、効率
的な業務遂行をおこなった結果、一
人あたり月平均時間外勤務時間を減
少させることができた。

○
次年度も継続して時間外勤務時間削減に
努める。

在庫圧縮
各営業所の在庫を圧
縮、無駄をなくし、効
率的な管理を行う。

通年 推進責任者
社内在庫の圧縮を行い効率的な管
理が行える状況を整えた。

○
同左を継続し、業務効率アップ、美化運動
に努める。

キャッシュレス化
キャッシュレス化を推
進し、回収業務の効
率化を図る。

通年 推進責任者
キャッシュレス化率0.9ポイント上昇す
ることができたが目標の90％には届
かなかった。

△
キャッシュレス化を推進して回収業務を低
減させ車両燃料代の削減に努める。

技術力向上
研修、資格取得、OJT
により商品知識・技術
力を向上する。

通年 推進責任者
研修、資格取得を推進して時間当た
りの作業効率アップに努めた。

○
スキルアップを継続して行いお客様に信頼
されるサービスマンを目指す。

☆エコ活動基本事項（当たり前の事として行うこと）
①エアコン設定温度の管理②昼休み不要電気の消灯③ブライント・カーテンの効果的利用
④クールビス・ウォームビスの実施⑤水道蛇口付近に節水表示を行う

搬入先で極力落とし整備前の洗車時
の水使用料を低減させる

廃棄物排出量の削減
①廃棄物置場は、適正な分別表示と
分別を推進する
②再生資源として再利用可能な分別を
実施する

グリーン購入の推奨

環境貢献推進目標

コロナウイルス対策により展示会が
軒並み中止、戸別訪問の自粛により
営業活動が抑制され、田植機等の
販売計画に遅れがでた。

△
感染症対策を徹底して営業活動を行い、
販売計画達成を目指す。

業務効率化による環境活動



各事業所の取り組み

○ 〇

コピー用紙
の削減

敷地内の清
掃

廃棄物排
出量の削減 燃料の削減

〇 ○

働き方改⾰ 疎植の推進

若手社員へ
の技術指導

業務時間の
効率化

鯵ヶ沢 ⿊⽯

環境目標 コピー用紙を再利用して使用枚数を削減する。 環境目標 ガソリンを3％削減

結果 お客様宅で⾞を出る時はエンジンを切る事で削減
できた。 結果 36m3削減できた。引き続き頑張る。

活
動

⽂章を掲⽰し営業時間の対応に理解頂き、残業を減らし
た。 活

動

疎植の推進をして⽥植機の拡販に努める。

若手社員の技術向上のため講習会研修会へ参加し資格
取得した。 残業する事なく営業所みんなで協⼒する。

⾦⽊ つがる

環境目標 ガソリンを2%削減 環境目標 ⽔道を10m3削減する

結果 機械の洗浄等で⽔を使用する際、こまめに⽔を止
めるなどの節⽔をするようにしたため削減できた。 結果 電気、電⼒トータルで6-8％削減出来た。（夏

場のエアコン使用時の工夫など）

活
動

メールの⽂章を担当者へ転送するなど、ペーパーレスになる
ように努めた。 活

動

廃棄物の処理（6/17　11/30）

⻑期在庫や不良品の削減とともに、再資源となるようにリサ
イクルに出した。 訪問の効率化、アイドリングストップなどで2％削減した。

～事業所毎の環境目標とその評価・具体的活動内容～

⻘森支社 中⾥

環境目標 ⽔道量を3%削減 環境目標 電気使用量を5%削減

○ ○

働き方改⾰ 働き方改⾰

敷地草刈り
泥上げ

× ×

社内外周
清掃 3Sの徹底

× ×

敷地内清
掃

キャッシュレ
ス化

働き方改⾰ ペーパーレ
ス化

結果 裏紙の利用出来る物は徹底して再利用する 結果 不要電灯の消灯等こまめに⾏ったが増加したので
原因を確認し削減に努める

活
動

草刈作業
活
動

自振の推進。来店支払のお客様へもコンビニ支払いできる
ことをお知らせした。

残業を無くし、有給取得を進めて⾏く。 ⽂章をPC上で確認してもらう様にした。スキャン機能の活
用

東⻘ むつ

環境目標 コピー用紙を20％削減する 環境目標 電気量を100kwh削減する

結果 意識が低かった為、達成できなかった。営業所の
ストーブの温度設定を意識し、こまめに入切する。 結果 裏紙の使用が減り達成できなかった

活
動

営業所内外の美化清掃、除草
活
動

敷地内、周辺のゴミ拾い、側溝の泥上げを⾏い美化に努
めた。

平賀 弘前

環境目標 灯油を50L削減する。 環境目標 コピー用紙を500枚削減する

結果 定着してきた。 結果 お客様宅で⾞から降りる時、必ずエンジンを切るこ
とで削減できた。

活
動

有給計画的にとる。
活
動

残業を減らし光熱費の削減に努めた

定期的に敷地内の草刈りと泥上げを実施

13

働き方改⾰ ス化
残業を無くし、有給取得を進めて⾏く。 用

13



各事業所の取り組み

〇 ×

エコ栽培の
推進

営業所内
商品在庫

削減二酸化炭
素排出量

削減

× ×

営業所部
品在庫削

減

キャッシュレ
ス化

省エネ

六⼾ 三⼾

環境目標 ⾞両燃料を100L削減 環境目標 ⽔道を10m3削減

結果
他営業所へ移動していた修理機を、自営業所に
て修理できるようになったので、洗浄等の⽔道を使
う機会が増えた為削減できなかった。

結果 密を避けるため⾞両稼働増で達成できなかった。
引き続きアイドリングストップを心掛ける。

活
動

不必要な部品を返品して在庫を削減した。
活
動

支払いに来店されるお客様に自動振替を説明して加入し
て頂いた

裏紙の使用を積極的に⾏った。

上北 十和⽥

環境目標 ⽔道を10m3削減する 環境目標 ガソリンを5%削減

結果
裏紙の使用、メールやパソコンの共有ファイル活用
でペーパーレス化を推進した結果、削減できまし
た。

結果 こまめに電気を消すことや残業を減らすことで省電
⼒に努めたい

活
動

疎植営農指導員の資格取得、積極的に省⼒化やコストダ
ウンの推進をした。 活

動

部品在庫を減らした。

エアコン設定温度の管理、効率のより運転の実施

～事業所毎の環境目標とその評価・具体的活動内容～

天間林 三沢

環境目標 コピー用紙使用を5%削減する 環境目標 電気量を5％削減する

○ ×

働き方改⾰ 業務時間
効率化

キャッシュレ
ス推進

× ×

倉庫内の整
理整頓

二酸化炭
素排出量

削減若手社員へ
技術指導

キャッシュレ
ス化

○ ×

働き方改⾰ キャッシュレ
ス化

キャッシュレ
ス化

商品在庫の
削減

結果 ⼈がいない場所の電気を消したり、昼間は極⼒電
気をつけないように心掛けることで削減できた 結果 A4用紙を多く使用した。意識して裏紙を使用す

る。

活
動

週末に依頼のあった修理等のお客様に説明して翌週にま
わすことで休⽇出勤を減らすことができた 活

動

キャッシュレス化90%達成、回収業務の負担を減らした。

お客様に支払い方法をコンビニ等での振込を説明すること
で営業所での現⾦の取扱量を減らすことができた 部品在庫を減らした。

岩手 ⻄根

環境目標 電気代を5%削減する 環境目標 コピー用紙を1％削減する

結果 残業が増え、電気を使用する時間が増えた為 結果 前年よりも増加した

活
動

倉庫内の商品配置等の整理を実施し、入庫出庫の確認
等を早くできるようになった 活

動

エアコンの温度調整、不要電気の消灯により二酸化炭素
排出量の削減、節電に努めた。

インプル研修や新⼈研修を実施、業務効率が出来た 回収業務の負担を減らす為、口座振替登録を推進した。

岩手支社 軽米

環境目標 電気料⾦を1％削減する 環境目標 ガソリンを5％削減

結果 アイドリングストップ実施 結果 目標値には未達でしたが徐々に削減しています。
21年度も朝礼で意識付けし継続します。

活
動

有給取得徹底、ノー残業デーの実施
活
動

商談時アポを取り目的を持って⾏動、⽉末集中を避ける

呼びかけし早めの⾏動、キャッシュレス率を上げる

14
ス化 削減で営業所での現⾦の取扱量を減らすことができた 部品在庫を減らした。

14



各事業所の取り組み

× ○

働き方改⾰ 省⼒化商
品の推進

○ ○

働き方改⾰ 働き方改⾰

⽉次棚卸

遠野 北上

環境目標 ⽔道代を2%削減する 環境目標 電気代を5％削減する

結果 残業を減らし節⽔を心がける事により削減できた。 結果 巡回ルートの効率化、アイドリングストップを心掛け
ます

活
動

お客様に⽂章配布、営業時間の対応について理解を頂
き、残業を減らした。 活

動

業務時の効率化で残業を減らし光熱費削減

営業所の過剰な在庫を減らし商品把握

紫波 花巻

環境目標 ⽔道料を5％削減する 環境目標 ガソリン使用量を10%削減する

結果
2019年より16m3削減できた。残念ながら目標
は達成できなかったので、圃場で泥を極⼒落とす
などして更に節⽔に努めたい。

結果 ⼈が居ない場所はこまめに電気を消す様にした。

活
動

お客様に⽂書配布。営業時間の対応について理解いただ
き、休⽇出勤、残業を減らした。 活

動

エネルギー省⼒化、コスト削減に繋がる機械の提案を心が
けた。

～事業所毎の環境目標とその評価・具体的活動内容～

雫⽯ 盛岡

環境目標 ⽔道を20m3削減する 環境目標 電気料を5%削減する

○ 〇

疎植の推進 働き方改⾰

キャッシュレ
ス化

キャッシュレ
ス

× ×

働き方改⾰ 不要電気の
消灯

エコ栽培技
術普及 働き方改⾰

○ ○

再⽣資源 働き方改⾰

コンプライア
ンス教育 3Sの徹底

結果 分別を心がけることが結果に繋がったと思う 結果 分別やリサイクルを徹底し目標を達成できました。

活
動

分別をする事で、資源の再利用化に貢献できた。
活
動

業務の効率化、お客様への周知徹底で残業を減します

朝礼時に読み合わせにより、労災事故ゼロ。 事務所、敷地内の整理整頓を常に⾏い美化に努めます。

⼀関 宮城支社

環境目標 廃棄物を1%削減する 環境目標 燃えるゴミを2%削減する

結果 昨年に続き、修理機材が増えたので電気電⼒増
となった。事務所内節電は継続する。 結果 前年より9m3増量した。意識付をする。

活
動

残業削減し有給消化に努めた
活
動

使用しない場所の電気は消灯し、必要な時だけ使用

疎植指導や、⽥植同時散布機類の推進に努めた お客様に⽂章を配布し、理解を得てもらい残業を減らし
た。

⽔沢 胆沢

環境目標 電気を100kwh削減する 環境目標 総排⽔量を10m3削減する

結果 124m3から121m3にできた 結果 こまめに電気の消灯に心掛ける

活
動

側条⽥植機と肥料の推進に⼒を入れた
活
動

⽇中活動の濃度を上げ、怪我も無く残業も減らし電気節
約

90％以上を達成。 90％以上のキャッシュレス

15
ンス教育 3Sの徹底朝礼時に読み合わせにより、労災事故ゼロ。 事務所、敷地内の整理整頓を常に⾏い美化に努めます。

15



各事業所の取り組み

〇 〇

働き方改⾰ 3Sの徹底

省エネ機械
の推進

○ ×

疎植栽培
推進 働き方改⾰

エコ商品の
推進

加美 築館

環境目標 ガソリンを100L削減する 環境目標 ⽔道料を5％削減する

結果 アイドリングストップ、エコドライブを実⾏した事で削
減出来た。 結果

昨年より40㎏の削減には成ったが、目標値を達
成出来なかったので継続して⾏うように努⼒しま
す。

活
動

訪問時37株、42株での移植メリットを説明
活
動

効率的業務に努め、残業時間を減らす事が出来た。

NP⽥植機推進

⽯巻 古川

環境目標 ガソリン使用量を1%削減する 環境目標 汚泥を1000kg削減する

結果 事務所のLED化により削減が図られた。また所員
全員で節電の意識が⾼まった結果です。 結果 アイドリングストップを心がけた為削減できた

活
動

効率の良い段取りを、常に考えた⾏動に努めた。
活
動

事務所、工場、敷地内の整理整頓を常に⾏い美化に努
めます。

環境負荷の少ない新型機械の推進に努めた。

～事業所毎の環境目標とその評価・具体的活動内容～

仙南 仙台

環境目標 電気代を10%削減する 環境目標 ガソリンを100L削減する

○ ×

働き方改⾰ 働き方改⾰

疎植の推進

○ ×

働き方改⾰ 会社周辺の
清掃

〇 ×

業務時間の
効率化

コンプライア
ンス

商品在庫の
削減 3Sの実施

結果 必要な量を⾒極めて、削減できた。 結果
電灯容変工事をしたとこもあり、使用電気料が増
えてしまい、目標達成できなかった。節電の意識が
低かった。

活
動

仕事を必要に応じて分けて⾏うことで、時間を有効に使っ
た。 活

動

朝礼コンプラの実施により、コンプライアンス教育の徹底がで
きた。

蔵置部品、商品在庫を⾒直し必要以外の在庫を無くし
た。

営業所内、敷地内の整理整頓で無駄を省き、作業効率
を上げる。

⼤館 ⿅角

環境目標 軽油100L削減する 環境目標 電気量を100kwh削減する

結果 お客様宅にてアイドリングストップにより削減でき
た。 結果

昨年の夏の暑さでエアコンの使用が多かったことや
電気の付けっぱなしなどで削減することが出来な
かった。

活
動

お客様に通知し理解して頂き残業を減らした
活
動

敷地内外のゴミ拾いと、草刈の実施。

佐沼 秋⽥支社

環境目標 ガソリンを100L削減する 環境目標 電気量を100kwh削減する

結果 JA、お客様訪問時エンジンを切ることで削減でき
た。 結果 今後は整備機の泥等はお客様宅で落とし洗⾞時

の節⽔をする。

活
動

お客様に業務時間を理解してもらい、残業を減らした。
活
動

業務を効率的に進めた（残業減）

⽥植機販売を通し疎植栽培で省⼒化を推進した。

16
削減 3Sの実施た。 を上げる。

16



各事業所の取り組み

○ 〇

キャッシュレ
ス推進

商品在庫の
削減

光熱費の削
減 コピー用紙

× ×

敷地内外の
清掃 働き方改⾰

キャッシュレ
ス化

⼋郎潟 男⿅

環境目標 コピー用紙を1000枚削減する 環境目標 電気量を100kwh削減する

結果 猛暑のためエアコン使用が多くなった。服装などを
意識して気を付ける。 結果 100kwh増。⼈員増加による冷暖房の増設によ

り使用量が上がった。

活
動

敷地内の清掃や草刈、敷地に面した道路の清掃。積雪が
あった場合の除雪作業。 活

動

作業の効率化を奨め残業時間を減らした。

キャッシュレス化を推進、100％達成。

⼋⻯ ⼤潟

環境目標 電気料を5％削減する 環境目標 電気量を100kwh削減する

結果 会社敷地内及び、お客様宅でアイドリングストップ
を徹底 結果 会社敷地内やお客様宅でのアイドリングストップの

徹底

活
動

回収業務の効率化と燃料費の削減ができた。
活
動

製品や部品１つ１つの使用を明確にし、在庫の無駄を無
くした。

事務所、工場不在時の電気消灯及び機器類の停止を
⾏った。 使用済み裏紙を使用し、コピー用紙を削減

～事業所毎の環境目標とその評価・具体的活動内容～

北秋⽥ 能代

環境目標 ガソリンを100L削減する 環境目標 ガソリンをを100L削減する

○ 〇

働き方改⾰ 働き方改⾰

省⼒化 キャッシュレ
ス化

○ ×

キャッシュレ
ス化 働き方改⾰

清掃 キャッシュレ
ス化

× ×

商品在庫 キャッシュレ
ス化

働き方改⾰ コピー用紙

結果 ルートの事前確認とアイドリングストップを⾏ったが、
目標に届かなかった。朝礼等で意識付けをする。 結果

昨年の猛暑によるエアコンの使用量と早朝からの
暖房使用の為削減できなかった。⼈員も増加した
のでより意識をもって取り組みたい。

活
動

毎⽉棚卸を⾏い、不要な商品を返品することで在庫の削
減に努めた。 活

動

お客様にチラシ等で周知し、窓口でも積極的に推進した。

有給休暇の義務化により職場の雰囲気向上、仕事の⽣
産性向上につながった。 使用済み用紙の裏を活用し、用紙を減らす。

本荘 ⼤曲

環境目標 ガソリンを100L削減する 環境目標 電気量を5％削減する

結果 こまめに消灯し温度管理し削減した。 結果 ⻑距離のテリトリーが増えたのでその分移動が増え
たので削減することが出来なかった。

活
動

キャッシュレス化を推進し、90%以上を達成し回収業務の
負担をなくした。 活

動

営業時間の対応について理解頂き、残業を減らした

敷地内のごみ拾い キャッシュレス化を推進、80％達成し回収業務の負担をな
くした

秋⽥ 秋⽥南

環境目標 電気量を100kwh削減する 環境目標 ガソリンを5％削減する

結果 裏紙利用や両面印刷にて累計前年⽐1500枚
削減できた 結果 不要な電気を消し達成できた

活
動

お客様と事前にアポを取りをし不在時の訪問を避け業務
内容の効率化を図り残業時間を削減した。 活

動

営業時間の対応について理解頂き、残業を減らした。

訪問先ではアイドリングストップを意識し、燃料の削減をす
る。 キャッシュレス化をお客様に話をし振込や引き落としの推進

17

働き方改⾰ コピー用紙産性向上につながった。 使用済み用紙の裏を活用し、用紙を減らす。
17



各事業所の取り組み

○ ×

働き方改⾰ 業務時間の
効率化

環境 キャッシュレ
ス化

× ○

働き方改⾰ 働き方改⾰

地域清掃
活動

商品在庫の
削減

庄内中央 鶴岡

環境目標 電⼒5％削減する 環境目標 コピー用紙を5％削減する

結果
裏紙や両面印刷でペーパーレスに努めたが、コロ
ナウイルスの影響で訪問に制限がでてしまいチラシ
等のDM用印刷物の増加により削減できませんで

結果 無駄な⾏動を無くし、削減出来ました。

活
動

効率よく業務を⾏い、残業時間を減らすように努め電気量
削減に努めた。 活

動

無駄、無理な⾏動を無くし、お客様にも理解して頂き時間
外での作業を無くした

敷地内及び周辺の草刈り・清掃活動を年3回⾏った。 誤発注を無くし、繁忙期後の返品部品を少数にしました。

山形支社 遊佐

環境目標 コピー用紙を10%削減する 環境目標 ガソリン灯油軽油を10%削減

結果 作業効率を上げた事により5％以上削減できた。 結果
工場内のジェットバーナーの使用率が上がり灯油
の使用が多くなった。不要な場合止めるようにす
る。

活
動

作業効率を上げ残業を減らし消費電⼒を減らした
活
動

⽉1回⽉初に工場内整理整頓し作業効率UP

出来る限り裏紙を使いコピー用紙を削減できた キャッシュレス化を推進、回収業務の負担をなくした。

～事業所毎の環境目標とその評価・具体的活動内容～

角館 横手

環境目標 電気量を5％削減する 環境目標 灯油代を100L削減する

× ○

業務時間の
効率化 働き方改⾰

部品在庫の
削減

キャッシュレ
ス化

○ ×

働き方改⾰ 働き方改⾰

キャッシュレ
ス化

部品在庫の
削減

〇 ○

会社周辺
清掃

会社周辺
清掃

働き方改⾰

結果 両面印刷や裏紙を使用し削減することが出来た 結果 アイドリングストップを徹底

活
動

敷地内外の草刈り、清掃を⾏った
活
動

事務所内外清掃

有給取得の徹底

村山 山形中央

環境目標 コピー用紙を2％削減する 環境目標 ガソリンを200L削減する

結果
全体で5％の改善になりました。目標達成になりま
したが、ガソリンと灯油のますますの改善が必要で
す。

結果 効率のよい訪問活動を⾏ってきましたが、目標値
までの削減には至らなかった。

活
動

お客様へ⽂章配布、所内に⽂章掲⽰し営業時間の対応
を理解して頂き残業を減らした。 活

動

毎⽉の営業時間を入口に表⽰し、お客様に周知してもら
い、残業を減らした。

自動引落の登録推進、70％達成し回収業務の効率化
を図った。 蔵置在庫の部品を減らした。

真室川 新庄

環境目標 燃料を5％削減する 環境目標 ガソリンを100L削減する

結果
⽉別で⾒ると２〜１０⽉の使用が前年よりも多
かった。空調の使用や修理の増減に伴い削減す
ることが難しかった。

結果 裏紙を利用し、メモで対応出来るものはコピーをと
らないように努めた。

活
動

業務時間内に仕事を終わらせる。
活
動

お客様に⽂書を配布、営業所掲⽰で営業時間について
理解頂き残業減少

使用しない部品はすぐ返却する。 キャッシュレス化を推進、集⾦来店客に自振、振込を提案
し回収業務の負担をなくした。

18

働き方改⾰ 有給取得の徹底
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各事業所の取り組み

× ○

働き方改⾰ 業務時間の
効率化

キャッシュレ
ス化

× ×

エコドライブ 働き方改⾰

業務の効率
化

キャッシュレ
ス

猪苗代 喜多方

環境目標 ガソリン軽油を1％削減する 環境目標 燃料費を300L削減する

結果 前年より増加してしまい目標達成ならず。顧客へ
の説明や泥取後の引き上げなど徹底継続していく 結果 無駄なアイドリングをしないように⼀⼈⼀⼈が心掛

ける

活
動

無駄な暖気運転をせず、⾞両燃料費を考え推進活動す
る 活

動

営業時間を守り無駄な残業をせず効率の良い⾏動を⾏っ
た。

朝、出かける前に1⽇の⾏動を⽴て、時間を無駄にせず効
率よく仕事する。 お客様にお振込みのお声がけをし現⾦回収を減らした。

会津中央 ⾼⽥

環境目標 汚泥処理量を10％削減する 環境目標 ガソリンを100L削減する

結果 裏紙利用も積極的に⾏ったがチラシを配布する機
会も多く600枚の削減には至らなかった。 結果 納品や運搬など無駄な動きがないように事前計

画を⽴てて効率よく動くことができた。

活
動

時間内に業務を終わらせられるように努⼒し、残業を短縮
した 活

動

業務の優先順位・⾏動スケジュールを決めることで残業時
間・ガソリン等の削減ができた。

キャッシュレスを推進し、業務の効率化をはかる

～事業所毎の環境目標とその評価・具体的活動内容～

置賜中央 福島支社

環境目標 コピー用紙を600枚削除する 環境目標 ガソリン・軽油を1％削減する

○ 〇

働き方改⾰ キャッシュレ
ス

営業所内
商品在庫

削減

ペーパーレ
ス

○ ○

エアコン設
定温度

営業所内
部品在庫

削減ガソリン使
用量

キャッシュレ
ス化

× ○

キャッシュレ
ス化 働き方改⾰

結果 2020年の夏は異常な暑さだったため、エアコンの
使用が多くなり、前年⽐7％増加となった。 結果

⼀⼈ひとりが意識を⾼く持ち、両面コピーや裏紙、
使用済み封筒の活用で紙の無駄使いを減らし
た。

活
動

キャッシュレス化を推進し、12⽉では94.1％まで改善でき
た。 活

動

お客様に営業時間の対応を理解いただき、残業時間を減
らした。

保原 郡山北

環境目標 電気代を3％削減する 環境目標 排出ゴミを5%削減する

結果 再⽣紙の利用率を上げ使用量を削減することが
できた。 結果 両面印刷をすることで、用紙削減できた。

活
動

サーキュレーターを使用することにより空気の循環効率を上
げ温度設定を調整した。 活

動

部品在庫を削減することで業務の簡素化を図った

二度手間にならない営業を心がけることにより削減できた。 キャッシュレス化を推進、90％達成し回収業務の負担をな
くした

⽥島 福島

環境目標 コピー用紙使用量を5％削減する 環境目標 コピー用紙10%削減

結果 納品、引き上げを効率よく⾏い、無駄に往復しな
いよう気を付けて運搬した。 結果 常に無駄を省き最短で仕事を済ませることを意識

していることが時短、経費削減につながっている

活
動

会社全体での時間管理として理解頂き、残業時間を減ら
した。 活

動

キャッシュレス継続、毎⽉90％以上達成。現在も各種経
費、手間削減、有効な時間の確保へとつないでいる

注⽂から最短翌⽇に入荷することを理解していただき、在
庫を置かないようにした。

⽂書保存のデジタル化、可能な物はPDFでPCに保存。裏
紙をメインで使用、コピー用紙の注⽂を減らし経費削減に
努めている。
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各事業所の取り組み

○ ○

部品在庫の
削減 働き方改⾰

働き方改⾰

○ 〇

作業効率
化

商品在庫の
削減

メンタルケア

⽯川 白河中央

環境目標 電⼒、燃料使用量を1％削減する 環境目標 電気、電⼒を1％削減する

結果 目標にしていた5％以上の削減が出来ていた。こ
まめに消していた結果が出たので良かった。 結果 実演機や修理機の泥をあらかじめ落としておいた

ため、洗⾞時の⽔使用量を減らすことができた。

活
動

1⽇の⾏動スケジュールをある程度⽴てる事で移動距離、
時間のムダやガソリン量の削減にもつながっている 活

動

⻑期在庫の廃却処分、未使用部品を即返品。

休みを積極的に取得してもらう事でリフレッシュし仕事に取
り組める。

⻑沼 滝根

環境目標 電気代を5％削減する 環境目標 ⽔道量を3%削減

結果 ⼈が居ない所などの電源をこまめに消して削減で
きたと思います。今後も継続していきたいです。 結果 所員が減ったこともあるが、さらに効率よく業務を⾏

い削減できた。

活
動

不要な部品は置かず、使用しない物は即返品する。（発
注時も間違わないようにする） 活

動

効率よく時間を使い残業時間を減らした。

有給取得の徹底

～事業所毎の環境目標とその評価・具体的活動内容～

郡山 須賀川

環境目標 電気代を10％削減する 環境目標 燃料費を1％削減する

× ○

キャッシュレ
ス化

キャッシュレ
ス化推進

環境負荷

× ×

所内の部品
在庫削減

業務時間の
効率化

密苗の推進

○ ×

働き方改⾰ 働き方改⾰

部品在庫
削減

コピー用紙
の削減

結果 圃場で泥を落とすなど意識した事で削減できた 結果 意識が低かった為達成出来なかった。意識付けを
する。

活
動

有給休暇を取得した
活
動

その⽇に出来る事を意識し、業務の効率化を図る。

使用するとき発注をして在庫を減らした コピー用紙を両面使用し削減する。

いわき南 登米整備工場

環境目標 ⽔道使用量を10m3削減する 環境目標 灯油を100L削減する

結果 昨年よりも1%の増、年々増えている。所員全員
にこまめな節電を徹底 結果

努⼒したが達成できなかった。所員全員への意識
づけのため朝礼で呼びかけを⾏い、ポスターを活用
する。

活
動

不要な在庫を蔵置せず、繁忙期中蔵置分は繁忙期終了
後に返品した。 活

動

効率的に時間を使う事によって、残業時間をほぼなくすこと
ができた。

1反あたりの苗箱を削減することにより農薬、⽔、手間の削
減につながる。

相馬中央 いわき

環境目標 電気使用量を2%削減する 環境目標 電気代を5%削減する

結果 ガソリンの使用量が⼤幅に増えてしまった。 結果 節電により削減できた

活
動

回収業務の負担を減らした
活
動

キャッシュレス化を推進していく

機械を引き上げる前にお客様宅で泥を落としてもらうようお
願いした。

20
削減 の削減

使用するとき発注をして在庫を減らした コピー用紙を両面使用し削減する。
20



【8】環境教育実施

[社員⼤会にて]

2020年12⽉17⽇（⽊）13時〜16時45分

各拠点リモート接続によるテレビ会議で実施

参加⼈数　548名

内容 社員全員環境経営方針と環境目標を理解する。
環境方針の再確認
コンプライアンス教育の実施

結果 本年度の実績、課題の確認、来年度の経営目標の周知を⾏った。
また環境方針の再確認を⾏い、⼀⼈ひとりに環境意識を根付かせた。

【9】環境会議の実施
○営業会議
2020年1⽉10⽇（⾦） 販売促進策について
2020年2⽉7⽇（⾦） 各種資格取得について
2020年3⽉6⽇（⾦） みなし労働時間制について
2020年4⽉6⽇（⽉） コロナウイルス感染症について2020年4⽉6⽇（⽉） コロナウイルス感染症について
2020年5⽉8⽇（⾦） 繁忙期対応について
2020年6⽉5⽇（⾦） ハラスメント防止規定について
2020年7⽉7⽇（⽕） 官公庁⽴入報告書について
2020年8⽉5⽇（⽔） 転落防止措置について
2020年9⽉4⽇（⾦） 直⾏直帰時間管理について
2020年10⽉6⽇(⽕) インフルエンザ予防接種について
2020年11⽉6⽇（⾦） 業務⽇誌記入について
2020年12⽉4⽇（⾦） 新修理システム業務マニュアルについて

○安全衛⽣推進会議
・全拠点に衛⽣推進者を設置し敷地内パトロールを⾏う。
・各拠点で⽉１回安全衛⽣推進会議を実施して問題点があれば情報共有する。
・チェックシートを毎⽉提出して支社、本社へ報告を⾏う。
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【10】環境関連法規制の
遵守状況

主な環境関連法規
No.法令名称 要求事項・確認内容 遵守状況

適正な処理 ○
委託業者の⼀般廃棄物の収集運搬資格保有の確認 ○
排出量の抑制 ○
産業廃棄物の運搬、処分等の委託基準の順守 ○
マニフェストの保管義務及び確認義務 ○

2 ⽔質汚濁防止法 油流出事故時の応急処置及び県知事への報告義務 ○
3 下⽔道法 排⽔設備の設置遵守 ○
4 騒音規制法 規制基準内の騒音遵守 ○

貯蔵所設置許可・変更届 ○
貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準維持 ○
危険物取扱者⽴会の下での取扱 ○
事故時の処置（応急処置及び消防署等への通報） ○

6 労働安全衛⽣法 SDS危険有害性化学物の譲渡に際し情報提供及び周知 ○
販売業者の県知事への登録 ○
毒劇物取扱責任者の選任、知事への届出 ○
盗難防止、在庫、⾶散、漏洩等の防止 ○
貯蔵場所の表⽰ ○
機器点検の実施 ○
業務用エアコンの漏出量等の届出 ○
廃棄時第⼀種フロン類充填回収業者への引き渡し ○
フロン類引渡時、書面の交付（⾏程管理票） ○

1

5

7

8

廃棄物処理法

消防法及び条例

毒劇物取締法

フロン排出抑制法
フロン類引渡時、書面の交付（⾏程管理票） ○
⾏程管理票の写しの保管 ○

環境関連法規への違反はありません。
尚、関係当局よりの違反等の指摘は、過去３年間ありません。
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【１1】代表者による全体評価・⾒直しの結果

【１2】環境コミュニケーション
○さなえ美化コンクールの実施

１．実施運動名 「さなえ美化コンクール」
２．目的 お客様のため（ＣＳ向上）、自分たちのため（ＥＳ向上）

お客様が、気持ちいい・入りやすい営業所
社員が、　気持ちいい・働きやすい営業所
ＩＳＥＫＩブランドイメージアップ、地域社会への貢献
快適・安心・信頼のある「おもてなし拠点」を目指す︕

３．実施内容 ５Ｓ運動の徹底

2020年度年初から新型コロナウイルス感染症が流⾏しており、4⽉には緊急事態宣⾔が発令されるほ
どの社会問題となりました。当社も手洗いうがいの喚起、遮断シートの設置、マスクの着用、3密の回避
などの感染対策を実施してまいりました。その対策の⼀環として不特定多数との接触を防ぐために営業訪
問活動自粛や展⽰会の開催中止などにより営業活動が⼤幅に制限された為、販売計画が遅れることと
なりました。
しかしながら逆に、社有⾞の使用頻度の減少や出張回数の⼤幅な抑制により燃料代の削減、宣伝広
告費の減少により、営業利益計画を達成することができました。

本年度は例年と⽐べコロナウイルス対策の⼀環として燃料代を⼤幅に抑制することによってCO2排出量
を⼤幅に削減するとこができましたが、来年度はエコドライブの実施、洗⾞前泥落とし、こまめな消灯等の
基本的な環境活動を継続して、営業計画の達成と環境保全の両⽴を目指していきます。

３．実施内容 ５Ｓ運動の徹底
昨年から⾏っている「美化運動」が継続されているか

4.　実施結果
⻘森 岩手 宮城 秋⽥ 山形 福島

表彰拠点 つがる ⼀関 加美 ⼤館 真室川 相馬中央
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○油流出時対応訓練の実施
●実施訓練⽇︓2020/12/21午後4時
●発⽣場所︓本社1階ボイラー室
●原因︓灯油ポリタンク転倒
●対応内容
灯油流出確認
所属⻑へ連絡と吸着マット使用開始
対策は有効であった

○清掃活動
■実施⽇
2020年10⽉7⽇　午前10時

■実施場所
岩沼工業団地周辺岩沼工業団地周辺

道路沿いのごみ拾いを実施した

○朝礼コンプラの実施
■実施⽇︓毎週1回朝礼時

朝礼時、様々なテーマについて読み上げ周知・教育を⾏っております。
・コンプライアンス　…　法令遵守にかかわること。
・労災防止　…ISEKIグループ内での労災事故事例を紹介し、同様の事故発⽣を防ぐ。
・不祥事事例　…　ニュースでの出来事や起こり得る不祥事事例を紹介し、不祥事を防ぐ。
・マナーや思いやり…安全運転・健康管理・⾝だしなみ・喫煙等。
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