
環境活動レポート

　　　平成２０年５月～１２月

作成　平成２１年２月

　　岡崎医療株式会社



Ⅰ 環境方針

　　基本理念

医療・健康・福祉分野にて事業活動を行っている岡崎医療株式会社が、

環境問題に取組むことは企業の社会的責任である。

その主旨を充分理解し地域社会貢献のため、全社を挙げその取組みを

積極的に行う。

　　基本方針

１．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。

２．省資源、省エネルギーに努め、排出状況をチェックする。

３．環境関連法規の遵守を行う。

４．環境方針を全社員が理解出来るように教育・啓発活動を行う。

平成２０年４月２３日

　　　岡崎医療株式会社

　　　代表取締役社長　齋藤 嘉廣
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Ⅱ　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

  （酒田営業所、調剤 　〒９９０－００２５
 　 薬局は含まれない）

　　　山形市あこや町３丁目４－３

　　　ＴＥＬ　０２３-６２３-０５３７　　　ＦＡＸ　０２３-６３２-４８８０

鶴岡営業所

　〒９９７－００５７

　　　鶴岡市安丹字村上４－１０

　　　ＴＥＬ　０２３５-２２-０１０６　　　ＦＡＸ　０２３５-２４-５１０４

ＵＲＬ　　 http://www.okazaki-iryo.jp

　４．環境管理責任者 大場 一彦

　　　事務局 総務部　斎藤 英治

　５．事業の規模 資本金 ： ２０，０００，０００円

売上高 ： ４１億２３００万円　（平成２０年度）

従業員数 ： ７７名 （酒田営業所、調剤薬局勤務１８名は対象外）

床面積 ： ２，２４７．６０㎡ （山形：１，６３７．４４　　鶴岡：６０９．８６）

事業内容 ： 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、調剤薬局の経営も行って

 　いる。
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Ⅲ　主な環境負荷の実績

平成１９年 平成１８年 平成１７年

（㎏-CO2） 山形 鶴岡 全社計 山形 鶴岡 全社計 山形 鶴岡 全社計

電気 29,567.16 13,096.94 42,664.10 32,288.00 12,226.03 44,514.03 32,709.47 12,296.34 45,005.81

灯油 21,168.20 13,857.62 35,025.82 27,832.36 11,565.04 39,397.40 30,679.14 14,042.02 44,721.16

ＬＰＧ 512.04 213.76 725.80 683.54 216.87 900.41 776.13 196.36 972.49

ｶﾞｿﾘﾝ 145,827.67 59,733.11 205,560.78 139,994.24 60,294.39 200,288.63 136,331.40 60,912.41 197,243.81

軽油 3,139.79 0.00 3,139.79 8,775.87 0.00 8,775.87 7,412.15 0.00 7,412.15

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 36,680.80 15,048.80 51,729.60 31,486.00 33,443.80 64,929.80 23,725.00 16,965.00 40,690.00

二酸化炭素排
出量計 236,895.66 101,950.23 338,845.89 241,060.01 117,746.13 358,806.14 231,633.29 104,412.13 336,045.42

水道使用量(㎥) 976.00 165.00 1,141.00 1,111.00 142.00 1,253.00 1,401.00 126.00 1,527.00

Ⅳ　環境目標とその実績

　　　　平成２０年目標値

（㎏-CO2） 山形 鶴岡 全社計 ＜目標値＞

電気 28,680.15 12,704.03 41,384.18 　・電気 ：平成１９年実績の３％削減

化石燃料 167,234.75 72,328.40 239,563.15 　・化石燃料 ：平成１９年実績の２％削減

産業廃棄物 35,580.38 14,597.34 50,177.71 　・産業廃棄物 ：平成１９年実績の３％削減

二酸化炭素排
出量合計

231,495.27 99,629.77 331,125.04 　・水道 ：平成１９年実績の３％削減

水道使用量(㎥) 946.72 160.05 1,106.77

※前年対比削減率及び目標達成率の

　平成20年12月末実績は、活動実績

　資料の頁参照
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Ⅴ　主要な環境活動計画の内容

（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

ａ．冷房、暖房時の部屋の温度管理の徹底　　　夏：28度　冬：20度

ｂ．クールビズ、ウォームビズの実行

ｃ．時間管理の徹底 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

ａ．営業車の燃費管理

ｂ．エコドライブ研修と実践（アイドリングストップ）

ｃ．ハイブリッド車への交換

　③廃棄物の削減

ａ．分別廃棄の徹底

業務用廃棄物：ダンボール、プラスチックの管理

一般廃棄物（社員の廃棄分）：紙、ビン・カン、プラスチックの分別廃棄

ｂ．紙の使用量の抑制

コピー使用の削減（カウンター管理）

両面コピーの推進、裏紙使用の管理徹底

（２）環境保全への取組み

　①清掃等のボランティア活動の実行

近隣地域のごみ拾い、清掃　（年2回の会社大掃除の時に実施   5/17,12/6）

　②環境法令等の知識吸収

ａ．現在加入している最上川フォーラムへの積極的参加

ｂ．山形県環境保全協議会への入会

（３）山形エコアクション２１の取組事項

　①ノーカーデーの推進

　②マイバックの使用積極的推進
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Ⅵ　環境活動の取組み結果の評価

活動項目 　　　　　活動詳細計画 　　　　　活動状況経過及び評価

（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．冷暖房を使用している各部屋に、 ・６月１日より測定し、扇風機の有効活用により

ａ．冷房、暖房時の部屋の　 　　温度計を設置し設定温度の管理｡ 　室温３０度近くまで、冷房は使用せず。

　　温度管理の徹底　 ２．扇風機の活用 ・今後網戸の設置検討（山形･鶴岡とも）。

　　　　夏：28度　冬：20度 ３．ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、外気の効果を活用する｡ ＜電気使用量削減効果大＞

ｂ．クールﾋﾞズ、ウォームﾋﾞｽﾞ １．６月２１日から半袖・ﾉｰﾈｸﾀｲの ・体感温度を引き下げる効果が大きかった。

　　の実行     のｸｰﾙﾋﾞｽﾞ開始 　身だしなみについても問題なし。

２．11月より冬の温度管理を実行 ・服装等の重ね着などでｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞ実行

３．お客様に対しては、社内にﾎﾟｽﾀｰ ・得意先よりのｸﾚｰﾑもなし。

　等を掲示して、ｴｺ推進企業をPR。

ｃ．時間管理の徹底

　ノー残業デーの実施、 １．ﾉｰ残業ﾃﾞｰの実施 ・毎週、木曜日のﾉｰ残業ﾃﾞｰはほぼ実施された。

　最終退社時刻の徹底 　・週一回木曜日に実施｡    6/5(木)よりｽﾀｰﾄ。

　・月毎に「ﾉｰ残業ﾃﾞｰ」を定める

２．最終退社時刻の徹底 ・時間外勤務は実行前に比べて減少した。

　・２０時には全員退社を目標にする。 ＜電気使用量削減効果大＞

　②ガソリン使用量の削減

　 ａ．営業車の燃費管理　 １．社用車の走行距離と給油量を ・全体的に活動以前よりは意識が上がっているが

　　毎月管理、比較する。 　今後ともさらに認識をあげる必要あり。

２．加重積載の軽減を図る。 ・営業活動でのﾙｰﾄを考えた訪問計画が必要。

ｂ．エコドライブ研修と実践 １．エコドライブ研修会の実施 ・山形(6/18)鶴岡(7/28)にエコドライブ講習会を実施し、

　　（アイドリングストップ） ２．アイドリングストップの実践 　認識が深まった。今後は、実践有無を燃費管理と連携

　(営業車の荷物積み込み時など）  　しながら進める。ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟも皆で声がけ。

ｃ．ハイブリッド車への交換 適宜、車種と更新時期を見て検討。 ・現在のところ、まだ実施なし。

　③廃棄物の削減

ａ．分別廃棄の徹底　 １．紙（ﾘｻｲｸﾙ）・木枠（廃棄）・発泡 ・確実に分別化が進みコンテナでのｺﾞﾐ回収回数が

　業務用廃棄物：ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ・ 　　ｽﾁﾛｰﾙ（ﾘｻｲｸﾙ）・鉄くず（ﾘｻｲｸﾙ） 　削減されている。＜山形＞

　　　　　　　　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの管理 　　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（廃棄）の分別実施。 ・倉庫外のｽﾁｰﾙ缶･ｱﾙﾐ缶･ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙの分別も定着<山形>

２．上記分別によりｺﾝﾃﾅへの廃棄 ・廃棄物を溜めないよう倉庫・保管場所の整理整頓

　　削減。 　を心がける。＜鶴岡＞

　一般廃棄物（社員の廃棄分） １．紙・缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・ﾋﾞﾝ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ・各人の分別意識が高まってきた。

　　紙・ﾋﾞﾝ・ｶﾝ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの分別廃棄 　　の分別しやすいｺﾞﾐ箱の設置 ・焼却する紙が減り、ﾘｻｲｸﾙされる紙の量が

２．分別表の掲示（鶴岡） 　増えた。＜山形＞

・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのラベル剥がしも全員が徹底してきた<鶴岡>

ｂ．紙の使用量の抑制 １．ｺﾋﾟｰ使用のｶｳﾝﾀ調査及び ・ｺﾋﾟｰ用紙使用枚数は、裏紙使用の効果で削減

　　ｺﾋﾟｰ使用の削減（ｶｳﾝﾀｰ管理） 　　ｺﾋﾟｰ用紙の在庫調査。 　されてきた。

　　両面ｺﾋﾟｰの推進、裏紙使用の ２．両面ｺﾋﾟｰの利用、社内文書の ・ｺﾋﾟｰ使用量のｶｳﾝﾀ管理を毎週実施し、全員に

    管理徹底 　　原則裏紙使用。 　周知徹底。＜鶴岡＞
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活動項目 　　　　　活動詳細計画 　　　　　活動状況経過及び評価

（２）環境保全への取組み

　①清掃等のボランティア活動の実行 １．会社大掃除前のごみ拾い実施 ・５月１７日及び12月6日にごみ拾い・清掃実施。

近隣地域のごみ拾い、清掃　 ２．毎朝の駐車場ごみ拾い、清掃 ・会社の駐車場などのごみ拾い、草むしり、枯葉など

（年2回の会社大掃除の時に実施 　の掃き掃除を継続実施。＜山形＞

　　　　　　　　　　　　　　   5/17,12/6） ・毎日会社周辺のゴミ拾い実施。＜鶴岡＞

　②環境法令等の知識吸収 １．当ﾌｫｰﾗﾑのﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝの受信 ・山形県環境保全協議会へ入会し下記の取組みに参加

ａ．最上川フォーラムへの積極的参加 　　美しい山形ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 　①ﾗｲﾄﾀﾞｳﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（７月７日）

ｂ．山形県環境保全協議会への入会 　　への参加 　②”もったいない”やまがた夏のｴｺｽﾀｲﾙﾁｬﾚﾝｼﾞ

２．山形県環境保全協議会への入会 　③”もったいない”やまがた夏のｴｺｽﾀｲﾙﾁｬﾚﾝｼﾞ

　④”もったいない”やまがたＥＣＯﾁｬﾚﾝｼﾞｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

　　　事業所のｱｸｼｮﾝ、家庭のｱｸｼｮﾝ　

・環境関連法規の整備、点検実施。

（３）山形エコアクション２１の取組事項

　①ノーカーデーの推進 １．毎週土曜日はﾉｰｶｰﾃﾞｰとする。 ・通勤距離４km未満の者は、９０％超が徒歩または

　自転車で通勤。＜山形＞

・通勤距離４km以上の者も自転車、バイク通勤が

　増加。＜山形＞

・まだ、実施が一部分のため全員実施を呼び

　かける。＜鶴岡＞

　②ﾏｲﾊﾞｯｸの使用積極的推進 １．ﾏｲﾊﾞｯｸ使用状況のｱﾝｹｰﾄ実施 ・使用していない人には啓蒙活動を行い、

　使用を積極的に推進。

２．当社ﾏｲﾊﾞｯｸの検討 ・当社ﾏｲﾊﾞｯｸを作成し、ｴｺ意識を高める。

☆写真でみる活動状況

　　(1)清掃ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの様子

　　(2)ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞのために営業車へのｽﾃｯｶｰ貼付

　　(３)分別ｺﾞﾐ箱の設置状況

　

Ⅶ　環境関連法規への違反、訴訟等の有無

環境関連法規の遵守事項については、「環境関連法規点検簿」に基づきﾁｪｯｸし違反はないこと

を確認しております。尚、関係当局からの違反などの指摘は、過去３年間ありません。
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　平成２０年活動実績資料

　＜二酸化炭素排出量　前年対比削減率＞ 　＜二酸化炭素排出量　目標達成率＞

山形 鶴岡 全社計 山形 鶴岡 全社計 　　＜削減目標＞

電気 17.57% 14.64% 16.67% 電気 117.67% 113.64% 116.40% 　　前年実績　－３％

化石燃料 2.78% 7.97% 4.35% 化石燃料 100.81% 106.49% 102.46% 　　前年実績　－２％

産業廃棄物 62.93% -78.85% 21.68% 産業廃棄物 261.66% 54.23% 123.86% 　　前年実績　－３％

二酸化炭素合計 13.94% -3.99% 8.55% 二酸化炭素合計 113.55% 93.98% 106.85%

二酸化炭素排出量の前年対比は８．５５％の削減 二酸化炭素排出量の目標達成率は１０６．８５％と達成した
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　平成２０年活動実績資料

　＜水道使用量　前年対比削減率＞ 　＜水道使用量　目標達成率＞

山形 鶴岡 全社計 山形 鶴岡 全社計 　　＜削減目標＞

水道使用量 -0.10% 30.91% 4.38% 水道使用量 96.90% 140.39% 101.45% 　　前年実績　－３％

　　　（実績の評価）

(1)電気による二酸化炭素排出量は、山形･鶴岡とも前年対比１５％程度の削減となった。

　　これは、夏の冷房の温度管理(ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ効果)及び時間管理の徹底による社内の電気使用時間の短縮効果である。

(2)ガソリン・灯油・ＬＰＧの化石燃料の二酸化炭素排出量は、前年対比で山形が３％、鶴岡が８％の削減となった。

　　これは、営業車の燃費管理、エコドライブの実践が寄与したことと、11月、12月の灯油使用量が冬の温度管理(ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞの実行)も影響したと思われる。

(3)産業廃棄物の二酸化炭素排出量は、山形で減少、鶴岡で増加となり会社全体としては、２１％の削減となった。

(4)二酸化炭素排出量合計の前年対比は、山形で１４％の削減、鶴岡で４％の増加、会社全体で８．５５％の削減となった。

　　今年の目標値は、電気が前年対比３％の削減、化石燃料が２％の削減、産業廃棄物が３％の削減と設定していたので、

　　全社計では各々電気１６％、化石燃料４％、産業廃棄物２１％と目標を達成出来た。

(5)水道料は、前年対比削減目標３％で取組みしたが、山形で０．１％の増加、鶴岡で３１％の削減、会社全体で４．３８％の削減となった。

　　次年度以降は取組みをきめ細かく行う必要があると思われる。
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　平成２０年活動実績資料

会社近隣の清掃活動　ボランティアの様子 ゴミの分別収集の状況

エコドライブステッカ- 貼付状況


