エコアクション 21
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1. 事業概要
● 事業所名及び代表者
【本社】
・株式会社 ヤブシタ （URL：http://www.yabushita-kikai.co.jp/）
代表取締役：森 忠裕
事業内容 ：冷熱関連部材、太陽光発電関連部材の設計・販売
〒060-0001 北海道札幌市中央区北 1 条西 9 丁目 3-1 南大通ビルＮ１ ３階
TEL：011-205-3281 FAX：011-205-3285

【グループ会社】
・ヤブシタ ホールディングス 株式会社 （URL：https://yabushita-hd.co.jp/）
代表取締役：森 忠裕
事業内容 ：ヤブシタグループ経営管理
〒060-0001 北海道札幌市中央区北 1 条西 9 丁目 3-1 南大通ビルＮ１ ３階
TEL：011-205-3280 FAX：011-205-3285

・ヤブシタ 総合設計 株式会社 （URL：http://www.y-sogo-sekkei.com/）
代表取締役：巴 敬二
事業内容 ：建築設計
〒060-0006 北海道札幌市中央区北 6 条西 23 丁目 1-12
TEL：011-624-0029 FAX：011-624-9912

・ヤブシタ エネシス 株式会社 （URL：http://www.yabushitaenesys.co.jp/）
代表取締役：森 忠裕
事業内容 ：省エネルギー機器・電気販売
〒060-0001 北海道札幌市中央区北 1 条西 9 丁目 3-1 南大通ビルＮ１ ３階
TEL：011-205-3284 FAX：011-205-3285

・株式会社 ヤブシタ 製作所 （URL：http://www.y-seisakusho.co.jp/）
代表取締役：上野 光弘
事業内容 ：冷熱関連部材、太陽光発電関連部材の製造
〒069-0804 北海道江別市野幌美幸町 30-2
TEL：011-891-8488 FAX：011-391-8477

・株式会社 ヤブシタ エンジニアリング （URL：https://www.yabushita-e.co.jp/）
代表取締役：外崎 匡洋
事業内容 ：設備工事
〒030-0844 青森県青森市桂木 4 丁目 2 番 1 号
TEL：017-763-5345 FAX：017-763-5346

・ヤブシタ 冷熱設備 株式会社 （URL：http://yabushita-reisetsu.co.jp）
代表取締役：岩本 昭男
事業内容 ：設備・電気工事
〒060-0006 北海道札幌市中央区北 6 条西 23 丁目 1-12
TEL：011-624-0025 FAX：011-624-0024

・関光電設 株式会社 （URL：http://www.kankou-den.co.jp/）
代表取締役：山下 英丈
事業内容 ：電気工事
〒060-0006 北海道札幌市中央区北 6 条西 23 丁目 1-12
TEL：011-662-7700 FAX：011-664-0963
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・株式会社 Ｒｉｙ制作室 （URL：http://riy.co.jp/）
代表取締役：山﨑 ゆかり
事業内容 ：デザイン
〒060-0001 北海道札幌市中央区北 1 条西 9 丁目 3-1 南大通ビルＮ１ ３階
TEL：011-205-3280 FAX：011-205-3285

・株式会社 フォーウッド （URL：https://four-wood.co.jp/）
代表取締役：齋木 涼介
事業内容 ：IT・PR 企画
〒108-0014 東京都港区芝 5 丁目 20 番 9 号 東化ビル 2 階
TEL：03-6453-6353 MOBILE：080-8288-5756

・東研冷機工業 株式会社
代表取締役：佐賀野 雅元
事業内容 ：冷凍・空調機保守サービス・工事
〒004-0862 北海道札幌市清田区北野 2 条 1 丁目 4 番 23
TEL：011-881-9045 FAX：011-881-9044

・YABUSHITA Myanmar Co.,Ltd
代表取締役：作左部 正隆
事業内容 ：冷熱サービス等

● グループ事業規模
2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日
年商 ：40 億 9,000 万円
従業員：90 名（2020 年 3 月 31 日 現在）

2. 対象範囲
● 対象事業所
・株式会社 ヤブシタ
・ヤブシタ ホールディングス 株式会社
・ヤブシタ エネシス 株式会社
・株式会社 Ｒｉｙ制作室
〒060-0001

北海道札幌市中央区北 1 条西 9 丁目 3-1 南大通ビル N1 3 階

・ヤブシタ 総合設計 株式会社
・ヤブシタ 冷熱設備 株式会社
・関光電設 株式会社
〒060-0006

北海道札幌市中央区北 6 条西 23 丁目 1-12

・株式会社 ヤブシタ 東京営業所
・ヤブシタ エネシス 株式会社 東京営業所
〒108-0014

東京都港区芝 5 丁目 20-9 東化ビル 2 階

・ヤブシタ 冷熱設備 株式会社 函館営業所
〒040-0065

函館市豊川町 20-5

・株式会社 ヤブシタ 製作所
〒069-0804

江別市野幌美幸町 30-2

4 / 10

3. 環境方針

4. 環境活動実施体制図
● 実施体制図
統括代表者

(森忠裕)

統括代表代行者

(山下英丈)

環境管理責任者

(若林良成)
統括事務局

ヤブシタ
ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

ヤブシタ
製作所

営業課

ヤブシタ
総合設計

受発注課

(小野由美子)

株式会社
ヤブシタ

ヤブシタ
エネシス

ヤブシタ
冷熱設備

冷熱・PV部

東京営業所

函館営業所

第一設計課

第二設計課

東京営業所
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関光電設
株式会社

Ｒｉｙ
制作室

5. 環境活動取組み記録
● 主な取組み記録
・2019 年 4 月 代表者による全体評価と見直し及び次期へ向けての方針確認。
成果分析、環境目標、環境活動計画策定。
5 月 建設業者向けガイドライン 2017 年版説明会出席。
新規エコアクション 21 担当者に対する教育の実施。
6 月 エコキャップ及びリングプルを NPO 法人へ寄贈。
関光電設㈱エコアクション 21 活動対象準備打ち合わせの実施。
中途採用者に対するエコアクション 21 教育の実施。
9 月 ヤブシタホームページの環境活動レポートを更新、開示。
関光電設㈱エコアクション 21 活動対象組織として追加。
１１月 中途採用者に対するエコアクション 21 教育の実施。
１１月 エコアクション 21 更新審査。
・2020 年 1 月 余剰カレンダー、手帳を札幌ユネスコ協会へ寄贈。
エコアクション 21 認証・登録 10 年継続事業者式典出席。
3 月 エコアクション 21 環境経営マネジメントレビュー実施。
次期エコアクション 21 実施体制の決定。
その他 各事業所、部門で月 1 実施会議の中でエコアクション 21 情報の共有。
エコアクション 21 担当者会議の実施。
（4 月、7 月、10 月、1 月、3 月）

6. 中期環境目標
※2019 年実績ベース
項目 （単位）

2019 年
実績

二酸化炭素 排出量 （kg-CO2）

305,571

電力 使用量 （kWh）

295,975

液化石油ガス 使用量 （kg）
灯油 使用量 （L）
ガソリン・軽油 使用量 （L）
水 使用量 （m3）

2020 年
目標

2021 年
目標

345,400
※1

2,457

325,000
※2

2,863
44,594
402

※1

389,000
※4

350,000

2,500

※2

2,870

※4

49,000
※3

2022 年
目標

370

※4

427,700
※4

370,000

2,600

※2

2,700

3,100

※4

3,600

60,000
※4

440

※4

70,000
※4

500

一般廃棄物 排出量 （t）

2.409

※1

2.460

※4

2,600

※4

2.720

コピー用紙 使用量 （t）

1.843

※1

1.900

※4

2.000

※4

2.100

環境配慮商品の販売 （台）

63,904

64,600

65,300

66.000

※1：2019 年 9 月より関光電設㈱をエコアクション 21 活動対象組織とし追加していることから
活動対象前の上期分を想定して目標数値を上乗せ設定。
※2：環境配慮商品の増販に伴い焼付塗装での使用量増加設定。
※3：2019 年本社移転（テナントビル）に伴い集計対象外により減少設定。
※4：エコアクション 21 活動対象事業所拡大計画に伴い目標数値を上乗せ設定。
二酸化炭素排出量は、上記 ※1、※2、※4 の要因により増加設定。
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7. 環境目標と実績

2018 年度

2019 年度

項目 （単位）
目標

実績

実績

目標
達成率

二酸化炭素排出量 （kg- CO2）

244,938

前年実績
以下

305,571

80.1%

電力使用量 （kWh）

204,059

前年実績
以下

295,975

68.9%

液化石油ガス使用量 （kg）

2,125

前年実績
以下

2,457

86.5%

灯油使用量 （L）

4,020

前年実績
以下

2,863

140.4%

40,497

前年実績
以下

44,594

90.8%

513

前年実績
以下

402

127.6%

一般廃棄物排出量 （t）

2.317

前年実績
以下

2.409

96.2%

コピー用紙使用量 （t）

1.738

前年実績
以下

1.843

94.3%

63,904

106.3%

9.10

89.5%

ガソリン・軽油使用量 （L）

水使用量 （m3）

環境配慮商品の販売 （台）

社有車燃費の向上 （L）

60,108

10.17

前年比
1.5%増販
前年実績
以上

使用した北海道電力の二酸化炭素排出係数：0.656kg-CO2/kWh（平成 30 年度）
化学物質使用量の削減につきましては、当社の製品は屋外設置のため塗膜に対候性などの
堅牢性を厳しく要求されています。
そのため塗膜の薄膜化や堅牢性の弱い水系塗料を使用することは困難です。
但し、当社の品質要求に適合出来る水系塗料の開発動向は注視していきます。
※液化石油ガスの使用については、主に製品の塗装焼付けで使用しています。
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8. 取組み評価

取組み項目

評価

電力
使用量の削減

前年比 31.1% 増加
・本社移転や関光電設㈱活動対象追加に伴い増加。
・生産数増に伴いヤブシタ製作所（製造工場）の加工設備稼働時間の
増加などにより増加。

灯油
使用量の削減

前年比 40.4% 減少
・本社移転により灯油の使用が無くなり減少。
一部の暖房機の使用頻度を抑制されたことにより削減。

ガソリン、
軽油
使用量の削減

使用量については前年比 9.2%増加
※関光電設㈱の使用量を除くと前年比 3.7%の削減
・9 月よりエコアクション 21 活動対象拡大として関光電設㈱を加え
8 台分の社有車が追加となり増加。

社有車
燃費の向上

燃費については前年比 10.5% 悪化
・排気量の多い社有車の入替えなどで特定事業所での燃費が悪化。

一般廃棄物
排出量の削減

前年比 3.8% 増加
・関光電設㈱が加わり北 6 条事務所への移転や函館営業所で
廃棄物整理で纏めて処理したことにより増加。

水
使用量の削減

前年比 27.6% 減少
・本社移転により集計対象外となったことにより大きく減少。

コピー用紙
使用量の削減

前年比 5.7% 増加
・関光電設㈱が加わったこと（3.6%）と特定事業所での販売増加に
伴い使用量（2.1%）が増加。

環境配慮商品
の販売

前年比 6.3% 増販
・防雪フードで前年比 2.9%の増販。
・H 社及びＹ社向けで前年比 60%の増販。

事業概要でご紹介したヤブシタグループで活動対象範囲となっていない事業所については
2020 年度より準備を推進し、２０２１年～2022 年度を目標にエコアクション 21 活動
対象拡大とし計画をしております。
※2020 年４月時点での活動範囲外の国内事業所数：３社
つきましては、ヤブシタグループ全体での各種エネルギーの使用量や排出量などの取組み
評価結果については、今後増加傾向で推移いたしますが、次頁の環境経営計画の内容に
基づき各事業所毎での把握実績に対し、前年比で削減できるよう推進し継続的改善に繋げ
取組んで参ります。

8 / 10

9. 環境経営計画内容
● 二酸化炭素排出量の削減
環境経営目標
電力
使用量の削減

ガソリン、軽油
使用量の削減

取組内容

実施詳細

照明の節電

・昼休みや不要（使用していない）場所の消灯

冷暖房の節電

・基本空調温度設定 夏 26℃、冬 23℃
※建物の構造や地域などにより適宜対応可
・冷暖房器フィルターの定期清掃の徹底
・使用していない部屋の冷暖房の停止
・クールビズ・ウオームビズ
・冬期間の暖房タイマー設定の徹底

その他 節電

・換気扇止め忘れ防止の徹底
・コピー・FAX・パソコン等の省エネ設定
・離席時のパソコンモニター電源 OFF の徹底
・冷蔵庫温度調節「弱」設定
・トイレ便座の蓋を閉める

エコドライブ・運用

・部門、事業所毎による燃費の把握、管理
・駐車時のアイドリングストップ
・加速、減速を少なくし速度のムラを低減
・ふ～んわりアクセルで緩やかな発進
※急発進や急加速をしない
・停止、減速、下り坂における
早目のアクセル OFF
・不要な荷物は下ろし軽量化管理
・タイヤの空気圧の確認
・エンジンオイル交換の適正実施
・法廷速度の遵守
・ドライブレコーダーの設置による
安全運転の推進

● その他
環境経営目標
一般廃棄物の削減

水使用量

取組内容

実施詳細

ゴミの分別

・可燃、不燃、ペットボトル、缶分別の徹底

資源使用量削減

・部門、事業所毎による使用量の把握、管理
・コピー用紙の裏面使用
・会議等における資料の電子ファイル化
・回覧物の電子ファイル化による情報共有
・図面・見積等はメールでやりとりする
・マイ箸の推進（割り箸購入しない）
・アプリ活用による用紙の削減。

節水意識の向上

・水をだしたままにしない
・手洗い時等における適量、節水の徹底
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環境経営目標
産業廃棄物の
リサイクル

取組内容
適正管理

実施詳細
・廃棄物管理表による適正管理
・リサイクル業者に依頼する
・緩衝材などの再利用

環境配慮商品の販売 販売拡大

・防雪フード、サンシェード、防音ダクト等
販売用品の増販：前年比 1.0%増販
・東京営業所体制強化

環境活動の告知

－

・環境活動レポートの HP への掲載
・会社案内への記載

社会貢献

－

・環境配慮商品開発の推進
・環境配慮商品の展示会等への出展
・会社周辺の清掃
・工事現場周辺のゴミ拾い
・リングプル、エコキャップの回収、寄贈
・年末年始の余剰手帳やカレンダーの寄贈

10. 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
環境関連法規等の違反、訴訟等はありませんでした。
また、関係当局より違反の指摘はありませんでした。

11. 代表者による全体評価と見直し
● 全体評価と見直し
・本社移転や関光電設㈱活動範囲拡大などで環境負荷項目に対する削減について
数値的な前年度との比較が厳しい状況ではあるが、各事業所の実績を事業所内で
共有し削減することを意識し前年度の実績を下回ることを基本目標とし 2020 年度
も推進する。
・主目標として 2020 年度は、各事業所毎に環境経営目標を設定、環境経営に対し
事業所一丸となり目標達成へ向け更なる意識向上を図る。
・建設業者向けガイドライン 2017 年版への移行に伴い環境経営方針の一部を修正し
改定する。
・環境経営システムは現状維持とし、建設業者向けガイドライン 2017 年版への
移行に伴い管理記録類等不備無き様推進する。
・2020 年度は、エコアクション 21 活動対象拡大に向け ㈱ヤブシタエンジニア
リングの準備期間と設定し、㈱ヤブシタエンジニアリングと打ち合わせを行い
2021 年度より取組み活動が出来るよう推進する。
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