
環境活動レポート

　　　平成２３年１月～１２月

地球を守ろう！！
取り組んでます　エコアクション２１

　　・ 温暖化対策ＣＯ２削減

　　・ ＩＴ化

　　・ エコキャップ回収

　　・ グリーン購入

　　・ 清掃活動

     作成　平成２４年５月

　　     岡崎医療株式会社
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Ⅰ　会社概要

　１．事業所名 岡崎医療株式会社

　２．代表者名 齋藤 嘉廣

　３．所在地 本社、山形営業所

　〒９９０－００２５ ＴＥＬ　０２３-６２３-０５３７　　　

　　山形市あこや町３丁目４－３ ＦＡＸ　０２３-６３２-４８８０

本社　第２ビル（倉庫）

　　山形市あこや町３丁目１－３

鶴岡営業所

　〒９９７－００５７ ＴＥＬ　０２３５-２２-０１０６　　　

　　鶴岡市安丹字村上４－１０ ＦＡＸ　０２３５-２４-５１０４

酒田営業所

　〒９９８－０８４２ ＴＥＬ　０２３４-２４-５０１２　　　

　　酒田市亀ヶ崎２－３－１４

医学部前調剤薬局

　〒９９０－２３３１ ＴＥＬ　０２３-６２４-１１２３　　　

　　山形市飯田西４丁目４－１３ ＦＡＸ　０２３-６２４-９６５９

鈴川調剤薬局

　〒９９０－００６２ ＴＥＬ　０２３-６２４-６８６１　　　

　　山形市鈴川町３丁目８－５ ＦＡＸ　０２３-６２４-６８６２

かごた調剤薬局

　〒９９０－２４８４ ＴＥＬ　０２３-６４７-８７２６　　　

　　山形市篭田１丁目１４－２８ ＦＡＸ　０２３-６４７-８７２７

城西調剤薬局

　〒９９０－０８３２ ＴＥＬ　０２３-６４６-８８２０　　　

　　山形市城西町５丁目２９－２４ ＦＡＸ　０２３-６４６-８８２４

七日町調剤薬局

　〒９９０－００４２ ＴＥＬ　０２３-６４２-１２００　　　

　　山形市七日町５丁目１２－１３ ＦＡＸ　０２３-６４２-１２１２

ＵＲＬ　　 http://www.okazaki-iryo.jp

　４．事業の規模 資本金 ： ２０，０００，０００円

売上高 ： ４４億６２５３万円　（平成２３年度）

従業員数 ： ７７名

床面積 ： ２，２４７．６０㎡ （山形：１，６３７．７４　　鶴岡：６０９．８６）

　５．事業の概要 事業内容 ： 山形県内を基盤とし、医療機器・医療材料全般及び介護福祉用機器・

 　用品の販売修理を行う総合商社であり、診療所の新規開業支援、

 　調剤薬局の経営も行っています。

http://www.okazaki-iryo.jp/
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Ⅱ　対象範囲

岡崎医療株式会社 　　本社

　　　　　　〃 　　本社第２ビル

　　　　　　〃 　　鶴岡営業所

　　　　　　〃 　　酒田営業所

　　　　　　〃 　　医学部前調剤薬局

　　　　　　〃 　　鈴川調剤薬局

　　　　　　〃 　　かごた調剤薬局

　　　　　　〃 　　城西調剤薬局

　　　　　　〃 　　七日町調剤薬局

対象期間　 平成２３年１月～１２月

発行日 平成２４年５月３１日 作成

エコアクション２１

認証・登録番号　０００３３４６

山形エコアクション２１

認証・登録番号　YEA21－００００２４

岡崎医療株式会社

代表者 齋藤 嘉廣

環境管理責任者 大場 一彦

事務局 総務部 佐藤 松博
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Ⅲ　環境方針

　《基本理念》

岡崎医療株式会社は、医療・福祉・健康分野での事業活動を通して、

環境問題に正面から積極的に取組んでいきます。

全社を挙げてその取組みを継続して実行することで、地域社会に

貢献する企業を目指します。

　《基本方針》

１．環境経営システムの運用

　　環境活動を通し、地域社会への貢献と地球環境の保護に取組むために、

　　環境目標を定め、環境経営システムを効果的に運用し継続的な改善を

　　図っていきます。

２．資源、エネルギーの効率的な使用と二酸化炭素排出量の低減

　　事業活動を通して発生する環境負荷を低減するよう各種取組みを実施します。

　　　・電気使用量、化石燃料使用量、水使用量の把握と低減

　　　・廃棄物の排出抑制とリサイクル処理

　　　・エコドライブ、ノーカーデー、グリーン購入等の活動推進

３．環境関連法規等の遵守

　　環境に関する法令・規則の内容を正しく理解し、その遵守に努めます。

４．環境方針及び環境経営システムの周知と公開

　　環境方針及び環境経営システムを全社員が理解し、環境への意識向上が図れ

　　るように教育・啓発活動を行うとともに、広く社外にも公開し地域社会に貢献します。

平成２４年１月１日
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Ⅳ　環境目標

　　　　　３ヶ年の中期計画の１年目に当る、２３年の目標は２２年対比１％削減にチャレンジします。

〈２２年実績〉 〈23年目標〉

消費量 排出量 割合 消費量 排出量

（ｋｇ－CО2）

電気使用量 ｋｗｈ 136,514.00 64,025.07 20.7 135,149.00 63,384.82

灯油 L 14,870.20 37,055.50 11.98 14,721.50 36,684.94

液化石油ガス（LPG） ｋｇ 754.55 2,265.11 0.73 747.00 2,242.46

ガソリン L 84,488.40 196,153.39 63.42 83,463.50 194,191.85

軽油（山形のみ） L 3,728.10 9,783.83 3.17 3,690.80 9,685.99

産廃 ｋｇ 1,993 5,181.80 1,973 5129.98

二酸化炭素合計 kg-CO2 314,464.69 100 311,320.04

水道使用量 ㎥ 640 633.6

Ⅴ　環境活動計画

　　　１．二酸化炭素排出量の削減

　　　　(1)電気使用量、灯油使用量の削減

　　　　　　①冷房・暖房時の部屋の温度管理の徹底

　　　　　　②クールビズ、ウォームビズの実行

　　　　　　③時間管理の徹底

　　　　　　④ノー残業デーの実施、最終退社時刻の徹底

　　　　(2)ガソリン使用量の削減

　　　　　　①営業車の燃費管理

　　　　　　②エコドライブ研修と実践（アイドリングストップ） 　　　＜産業廃棄物分別＞

　　　　(3)廃棄物の削減とリサイクル処理

　　　　　　①分別廃棄の徹底及び減量化

a.保管場所の管理

b.産業廃棄物のマニフェストの管理

　　　　　　②コピー使用の削減

a.カウンター管理

b.両面コピーの推進、裏紙使用の管理徹底

　　　　(4)水の節水

　　　２．環境保全への取組み ＜節水のための水道蛇口カバー＞

　　　　(1)清掃等のボランティア活動の実行

　　　　　　①近隣地域のごみ拾い、公園清掃

　　　　　　②環境活動への参加（対外的ボランティア活動）

　　　　(2)環境法令等の知識吸収

　　　　　　①エコアクション２１環境経営システムの勉強会（教育訓練計画）

　　　３．山形エコアクション２１の取組み事項

　　　　(1)ノーカーデーの推進

　　　　(2)マイバック使用の定着

　　　　(3)地産地消の推進

　　　　(4)グリーン購入の推進

（22年実績の1％削減）

＜グリーン購入＞
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Ⅵ　環境目標の実績

＜資料１＞環境目標とその達成状況

314,464.70 kg-CO2 311,320.06 kg-CO2 306,488.21 kg-CO2 101.58%

64,025.07 kg-CO2 63,384.82 kg-CO2 54,647.88 kg-CO2 115.99%

37,055.50 kg-CO2 36,684.95 kg-CO2 40,129.04 kg-CO2 91.42%

2,265.11 kg-CO2 2,242.46 kg-CO2 2,163.73 kg-CO2 103.64%

196,153.39 kg-CO2 194,191.86 kg-CO2 181,468.47 kg-CO2 102.48%

9,783.83 kg-CO2 9,685.99 kg-CO2 17,478.89 kg-CO2

5,181.80 kg-CO2 5,129.98 kg-CO2 10,600.20 kg-CO2 48.40%

　 　 　

1,993 ｋｇ 1,973 ｋｇ 4.077 ｋｇ 48.39%

　 　 　

640.00 m3 633.60 m3 610.00 m3 103.87%

50%

※購入電力の二酸化炭素排出係数は、平成２０年度東北電力　＝　0.469を使用しました。

Ⅶ　環境活動計画の取組み結果とその評価、次年度の取組み内容

　　　１．取組み結果

　　　　　中間計画（３年間）の１年目として２２年対比1％削減を目標として取組み

　　　　(1)二酸化炭素排出量　　　 ２．５４％削減

　　　　(2)産業廃棄物排出量　　　 １０４．５％増

　　　　(3)水使用量　　 ４．６９％削減の結果となりました。

　　

　　　２．評価

　　　　(1)エコアクション２１推進担当者の活動計画に基づいて活動しました。

　　　　(2)推進担当者の具体的な施策実行により、全社員が環境への取組みを継続出来ました。

　　　　(3)電気使用量　”見える化”　デマンド管理システムモニタ設置の上、夏のピーク電力を25％削減、

　　　　　年間使用量で15.8％削減しました。

　　　　(4)冬の暖房による灯油使用量の増加は、ボイラーの劣化の為の対応が要因でハード面の検討が必要に

　　　　　なってきました。

　　　　(5)産業廃棄物の排出増加は、倉庫整理による不要物の廃棄を行なったためです。

6件以上 3件

　６）廃プラスチック

■廃棄物排出量

　１）廃プラスチック

　

■総排水量
（水使用量）

　１）上水

■地域環境保全活動 5件

　１）電気

　２）灯油

　３）LPG

　４）ガソリン

　５）軽油

（2011.1～2011.12）

項目 H２２年実績値 H２３年目標値 H２３年実績値 目標達成率

■二酸化炭素排出量
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　３．次年度（平成２４年度の取組み内容）

　　　(1)二酸化炭素排出量の削減・・・排出量の絶対数から原単位換算法の継続

　　　　　３ヶ年の中期計画の２年目に当る、２４年の目標は２２年対比2％削減にチャレンジします。

〈２２年実績〉 〈24年目標〉

消費量 排出量 割合 消費量 排出量 割合

（ｋｇ－CО2）

電気使用量 ｋｗｈ 136,514.00 64,025.07 20.36 133,784 62,744.56 20.36

灯油 L 14,870.20 37,055.50 11.78 14,572.80 36,314.39 11.78

液化石油ガス（LPG） ｋｇ 754.55 2,265.11 0.72 739.45 2,219.81 0.72

ガソリン L 84,488.40 196,153.39 62.38 82,798.70 192,230.32 62.38

軽油（山形のみ） L 3,728.10 9,783.83 3.11 3,653.50 9,588.15 3.11

産廃 ｋｇ 1,993 5,181.80 1.65 1,953 5078.16 1.65

二酸化炭素合計 kg-CO2 314,464.69 100 308,175.40 100

水道使用量 ㎥ 640 627.2

※原単位を用いた中期目標　例

    ①電気使用量　（原単位：売上100万円に対する電気使用量<Kwh>)

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２３年度 対２２年比

山形 24.16 23.92 23.67 23.43 21.09 12.7％削減

鶴岡 27.72 27.45 27.17 26.89 16.28 41.3％削減

薬剤部 72.96 72.23 71.50 70.77 68.64 　5.9％削減

計 31.58 31.26 30.95 30.63 26.08 17.4％削減

削減率 1% 2% 3% (平成２２年基準値からの削減率)

    ②ガソリン使用量　（原単位：車両台数10台に対するガソリン使用量<L>)

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２３年度 対２２年比

山形 1,710 1,693 1,676 1,659 1,659 3.0％削減

鶴岡 1,708 1,691 1,674 1,657 1,606 6.0％削減

計 1,710 1,693 1,675 1,658 1,644 3.9％削減

削減率 1% 2% 3% (平成２２年基準値からの削減率)

(2)グリーン購入の推進 　　　　　　(4)山形エコアクション２１への取組み

　　・グリーン商品の購入 　　　　　　　　・ノーカーデーの推進

　　・グリーン商品のリスト作成 　　　　　　　　・マイバック使用の定着

　　・当社のCO２排出量の63％がガソリン消費によるものであり、ガソリン使用の削減に配慮しています。

(3)自らが生産・販売・提供する製品及びサービスに関する環境配慮　　　　　　　　 　・地産地消の推進

（22年実績の2％削減）

ｶﾞｿﾘﾝ使用量
（原単位）

平成２２年度
実績基準値

目標値 実績値

目標値 実績値電気使用量
（原単位）

平成２２年度
実績基準値
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Ⅷ　環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の確認並びに違反、訴訟等の有無

　　　　・産業廃棄物はマニフェストを遵守し、業務遂行しています。

　　　　・年１回の県知事への報告義務も確認しています。

　　　　・毒劇物取扱法に沿って、業務遂行しています。

　　　　・他、違反、訴訟等もありません。

Ⅸ　代表者による全体評価と見直しの結果

　　１．環境経営システムが有効に機能しているか

　　　　環境経営システムについては理解されてきています。しかし、有効に機能せずきめ細かく取組めない

　　　項目も見受けられます。次年度以降も、推進担当者のさらなる教育も含め環境経営システムの理解を

　　　　再度進めていく必要があります。

　　２．環境への取組は適切に実施されているか

　　　　環境への取組み意識は上がってきています。実績把握の方法に原単位方式も取り入れ工夫も出てきています。

　　　　全社員の意識をさらに高めていくために、推進担当者が中心となって環境経営システムの内容を

　　　　教育・啓発していくことが重要です。

　　３．変更の必要性 ＜変更の要旨＞

　　１）環境方針 （　継続　・　変更　）

　　２）環境目標 （　継続　・　変更　）

　　３）環境活動計画 （　継続　・　変更　 製品・サービス等本業に関する活動計画の見直し)

　　４）環境経営システム （　継続　・　変更　 役割分担の明確化（推進担当者の変更・見直し）

　　４．環境管理責任者への指示

　　　　環境への取組みは企業の社会的責任として継続していくものであり、今後とも地域社会貢献のために

　　　　そして環境保全のために全社員で行っていく必要があります。薬剤部の活動も定着し全体での取り組

　　　　みになったといえます。

　　　　今年は尚一層環境管理責任者としての職務を認識し、全社をあげて有意義な活動となるようその

　　　　取組みを積極的に実行していきたいです。


