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当事業所当事業所当事業所当事業所はははは、「、「、「、「みやざきエコアクションみやざきエコアクションみやざきエコアクションみやざきエコアクション認証規格認証規格認証規格認証規格」」」」のののの要求事項要求事項要求事項要求事項にににに基基基基づきエコアクションシスづきエコアクションシスづきエコアクションシスづきエコアクションシス

テムをテムをテムをテムを確立確立確立確立するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、システムにシステムにシステムにシステムに関連関連関連関連するするするする文書文書文書文書をををを作成作成作成作成・・・・運用運用運用運用しししし、、、、システムをシステムをシステムをシステムを継続的継続的継続的継続的にににに

改善改善改善改善するするするする。。。。    

    

 

 

 

 

地球地球地球地球はははは、、、、過去過去過去過去からそのからそのからそのからその自浄作用自浄作用自浄作用自浄作用によりによりによりにより人人人人のののの住住住住みやすいみやすいみやすいみやすい環境環境環境環境をををを維持維持維持維持してきたしてきたしてきたしてきた。。。。然然然然しながらしながらしながらしながら、、、、

ここここここここ数年間数年間数年間数年間にににに世界世界世界世界でででで発生発生発生発生しているしているしているしている異常気象異常気象異常気象異常気象はははは、、、、そのそのそのその自浄作用自浄作用自浄作用自浄作用をををを超超超超えたえたえたえた環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷がががが原因原因原因原因とととと言言言言

われているわれているわれているわれている。。。。そのそのそのその最最最最たるたるたるたる要因要因要因要因がががが、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化ガスのガスのガスのガスの急増急増急増急増であるであるであるである。。。。これをこれをこれをこれを削減削減削減削減してしてしてして地球環境地球環境地球環境地球環境

のののの改善改善改善改善をををを図図図図ることがることがることがることが、、、、今今今今やややや人類人類人類人類にとってにとってにとってにとって最最最最もももも重要且重要且重要且重要且つつつつ緊急緊急緊急緊急のののの課題課題課題課題となっているとなっているとなっているとなっている。。。。このこのこのこの改善改善改善改善

をををを実施実施実施実施するにはするにはするにはするには、、、、全全全全てのてのてのての国国国国、、、、全全全全てのてのてのての団体団体団体団体、、、、全全全全てのてのてのての人々人々人々人々がががが共通共通共通共通のののの問題意識問題意識問題意識問題意識をををを持持持持ってってってって対処対処対処対処するするするする

しかないしかないしかないしかない。。。。当財団当財団当財団当財団はそのはそのはそのはその観点観点観点観点にににに立立立立ってってってって、、、、病院業務病院業務病院業務病院業務においてにおいてにおいてにおいて、、、、省資源省資源省資源省資源、、、、省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄

物物物物のののの減量化減量化減量化減量化、、、、CO2CO2CO2CO2 削減削減削減削減などなどなどなど環境負環境負環境負環境負荷荷荷荷のののの軽減軽減軽減軽減とととと循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築のためのためのためのため、、、、次次次次のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを実施実施実施実施しししし

ますますますます。。。。    

    

１１１１．．．．環境環境環境環境にににに対対対対するするするする基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢    

良良良良きききき医療人医療人医療人医療人としてとしてとしてとして地球環境地球環境地球環境地球環境のののの保全保全保全保全にににに充分配慮充分配慮充分配慮充分配慮するするするする。。。。    

２２２２．．．．環境関連法規環境関連法規環境関連法規環境関連法規のののの順守順守順守順守    

国内外国内外国内外国内外のののの環境関連法規環境関連法規環境関連法規環境関連法規をををを順守順守順守順守するするするする。。。。    

３３３３．．．．自然環境自然環境自然環境自然環境へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮    

自然生態系自然生態系自然生態系自然生態系のののの環境保全並環境保全並環境保全並環境保全並びにびにびにびに生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性のののの維持維持維持維持・・・・保全保全保全保全にににに充分配慮充分配慮充分配慮充分配慮するするするする。。。。    

４４４４．．．．省資源省資源省資源省資源・・・・省省省省エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの推進推進推進推進    

資源資源資源資源・エネルギーの・エネルギーの・エネルギーの・エネルギーの有限性有限性有限性有限性をををを認識認識認識認識しししし、、、、そのそのそのその有効利用有効利用有効利用有効利用にににに努努努努めるめるめるめる。。。。    

５５５５．．．．循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築循環型社会構築へのへのへのへの寄与寄与寄与寄与    

廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの発生抑制発生抑制発生抑制発生抑制・・・・再利用再利用再利用再利用・リサイクルに・リサイクルに・リサイクルに・リサイクルに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築にににに

向向向向けけけけ努力努力努力努力するするするする。。。。    

６６６６．．．．環境保全型環境保全型環境保全型環境保全型のののの事業事業事業事業のののの推進推進推進推進    

環境保全型事業環境保全型事業環境保全型事業環境保全型事業をををを推進推進推進推進しししし、、、、社会社会社会社会のののの環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷のののの低減低減低減低減にににに努努努努めめめめ、、、、継続的継続的継続的継続的にににに実施実施実施実施すすすす

るるるる。。。。    

７７７７．．．．環境管理環境管理環境管理環境管理のののの確立確立確立確立    

環境目的環境目的環境目的環境目的・・・・目標目標目標目標をををを設定設定設定設定しししし、、、、定期的定期的定期的定期的なななな見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行いいいい、、、、環境汚染環境汚染環境汚染環境汚染のののの予防予防予防予防にににに努努努努めめめめ

るるるる。。。。    

８８８８．．．．環境方針環境方針環境方針環境方針のののの開示開示開示開示    

このこのこのこの環境方針環境方針環境方針環境方針をををを当財団当財団当財団当財団でででで働働働働くくくく全全全全てのてのてのての職員職員職員職員にににに周知周知周知周知するとともにするとともにするとともにするとともに広広広広くくくく開示開示開示開示するするするする。。。。    

    

    

    

2222．．．．環境宣言 

1111．．．．一般要求事項 
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番

号 

業務活動 

環境に影響を与える原因 

（インプット／アウトプット） 

環境への影響 

① 

空調設備空調設備空調設備空調設備のののの使用使用使用使用    電気電気電気電気のののの使用使用使用使用、、、、ガスのガスのガスのガスの使用使用使用使用////排出排出排出排出ガガガガ

スのスのスのスの発生発生発生発生    

天然資源天然資源天然資源天然資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化    

② 
事務室内事務室内事務室内事務室内のののの照明照明照明照明    電気電気電気電気のののの使用使用使用使用、、、、////排出排出排出排出ガスのガスのガスのガスの発生発生発生発生    天然資源天然資源天然資源天然資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化    

③ 
エレベーターのエレベーターのエレベーターのエレベーターの使用使用使用使用    電気電気電気電気のののの使用使用使用使用、、、、////排出排出排出排出ガスのガスのガスのガスの発生発生発生発生    天然資源天然資源天然資源天然資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化    

④ 
自動販売機自動販売機自動販売機自動販売機のののの設置設置設置設置    電気電気電気電気のののの使用使用使用使用、、、、////排出排出排出排出ガスのガスのガスのガスの発生発生発生発生    天然資源天然資源天然資源天然資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化    

⑤ 

ガスガスガスガス給湯器給湯器給湯器給湯器のののの使用使用使用使用    ガスのガスのガスのガスの使用使用使用使用、、、、水水水水のののの使用使用使用使用////排出排出排出排出ガガガガ

スススス、、、、排水排水排水排水    

天然資源天然資源天然資源天然資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化、、、、大気大気大気大気

汚染汚染汚染汚染、、、、水質汚濁水質汚濁水質汚濁水質汚濁    

⑥ 

水水水水・トイレの・トイレの・トイレの・トイレの使用使用使用使用    水水水水のののの使用使用使用使用、、、、紙紙紙紙のののの使用使用使用使用／／／／排水排水排水排水、、、、ゴミゴミゴミゴミ

のののの発生発生発生発生    

天然資源天然資源天然資源天然資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、水質汚濁水質汚濁水質汚濁水質汚濁    

⑦ 

ゴミのゴミのゴミのゴミの排出排出排出排出、、、、包装包装包装包装、、、、梱包梱包梱包梱包、、、、

段段段段ボールのボールのボールのボールの排出排出排出排出    

紙紙紙紙・・・・容器容器容器容器のののの使用使用使用使用／／／／使用済使用済使用済使用済みみみみ用紙用紙用紙用紙・・・・

容器容器容器容器のののの発生発生発生発生    

天然資源天然資源天然資源天然資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄

物物物物のののの発生発生発生発生    

⑧ 

食食食食べべべべ残残残残しやしやしやしや残飯等残飯等残飯等残飯等のののの発発発発

生生生生、、、、廃食用油廃食用油廃食用油廃食用油のののの排出排出排出排出    

水水水水のののの使用使用使用使用、、、、ゴミのゴミのゴミのゴミの発生発生発生発生////排水排水排水排水、、、、ゴゴゴゴ

ミのミのミのミの発生発生発生発生    

天然資源天然資源天然資源天然資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化、、、、大気大気大気大気

汚染汚染汚染汚染、、、、水質汚濁水質汚濁水質汚濁水質汚濁    

⑨ 

医療廃棄物医療廃棄物医療廃棄物医療廃棄物のののの排出排出排出排出    ゴミのゴミのゴミのゴミの発生発生発生発生／／／／ゴミのゴミのゴミのゴミの発生発生発生発生    天然資源天然資源天然資源天然資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化、、、、大気大気大気大気

汚染汚染汚染汚染、、、、水質汚濁水質汚濁水質汚濁水質汚濁    

⑩ 

消耗品消耗品消耗品消耗品のののの使用使用使用使用    紙紙紙紙・・・・容器容器容器容器のののの使用使用使用使用／／／／使用済使用済使用済使用済みみみみ用紙用紙用紙用紙・・・・

容器容器容器容器のののの発生発生発生発生    

天然資源天然資源天然資源天然資源のののの枯渇枯渇枯渇枯渇、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄

物物物物のののの発生発生発生発生    

 

・当事業所が環境に対して影響を与える主な原因となるもの 

① 電気電気電気電気のののの使用使用使用使用    

② ガスのガスのガスのガスの使用使用使用使用    

③ 紙紙紙紙・・・・水水水水のののの使用使用使用使用    

④ 排出排出排出排出ガスのガスのガスのガスの発生発生発生発生    

⑤ 消耗品消耗品消耗品消耗品のののの使用使用使用使用    
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法律・条例名 法規制の内容 事業所の対応・許認可 定期評価（月日） 

① 廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処理及処理及処理及処理及

びびびび清掃清掃清掃清掃にににに関関関関するするするする

法律法律法律法律 

第第第第 12121212 条第条第条第条第２２２２項項項項    産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物がががが運搬運搬運搬運搬ささささ

れるまでのれるまでのれるまでのれるまでの間間間間、、、、環境省令環境省令環境省令環境省令でででで定定定定めるめるめるめる技技技技

術上術上術上術上のののの基準基準基準基準にににに従従従従いいいい、、、、生活環境生活環境生活環境生活環境のののの保全保全保全保全

上支障上支障上支障上支障のないようにのないようにのないようにのないように保管保管保管保管    

産業廃棄物保管基準産業廃棄物保管基準産業廃棄物保管基準産業廃棄物保管基準のののの順順順順

守守守守 

㊞㊞㊞㊞    済済済済㊞㊞㊞㊞    

3/313/313/313/31    

② 同上同上同上同上 第第第第 12121212 条第条第条第条第３３３３項項項項    産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの運搬又運搬又運搬又運搬又

はははは処分処分処分処分をををを委託委託委託委託するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、産業廃産業廃産業廃産業廃

棄物収集運搬業者棄物収集運搬業者棄物収集運搬業者棄物収集運搬業者、、、、産業廃棄物処分産業廃棄物処分産業廃棄物処分産業廃棄物処分

業者業者業者業者、、、、そのそのそのその他環境省令他環境省令他環境省令他環境省令でででで定定定定めるめるめるめる者者者者にににに

委託委託委託委託    

運搬運搬運搬運搬…………産業廃棄物収集運産業廃棄物収集運産業廃棄物収集運産業廃棄物収集運

搬許可業者搬許可業者搬許可業者搬許可業者（（（（第一第一第一第一ビルビルビルビル工事工事工事工事

㈱）㈱）㈱）㈱）にににに委託委託委託委託    

処分処分処分処分････････････産業廃棄物処分許産業廃棄物処分許産業廃棄物処分許産業廃棄物処分許

可業者可業者可業者可業者（（（（ニシモロニシモロニシモロニシモロ開発開発開発開発㈱㈱㈱㈱・・・・

㈱㈱㈱㈱イーアールシーイーアールシーイーアールシーイーアールシー高城高城高城高城））））にににに

委託委託委託委託 

㊞㊞㊞㊞    済済済済㊞㊞㊞㊞    

3/313/313/313/31    

③ 同上同上同上同上    第第第第 12121212 条条条条の２の２の２の２第第第第６６６６項項項項    特別管理産業廃特別管理産業廃特別管理産業廃特別管理産業廃

棄物管理責任者棄物管理責任者棄物管理責任者棄物管理責任者のののの設置設置設置設置    

事業所設置届出事業所設置届出事業所設置届出事業所設置届出、、、、特管物管特管物管特管物管特管物管

理責任者理責任者理責任者理責任者    

㊞㊞㊞㊞    済済済済㊞㊞㊞㊞    

3/313/313/313/31    

④ 同上同上同上同上 第第第第 12121212 条条条条の３の３の３の３第第第第１１１１項項項項    産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの引引引引

渡渡渡渡しとしとしとしと同時同時同時同時にににに運搬運搬運搬運搬をををを委託委託委託委託したしたしたした者者者者（（（（処処処処

分分分分のみをのみをのみをのみを委託委託委託委託したしたしたした場合場合場合場合はははは処分処分処分処分をををを受託受託受託受託

したしたしたした者者者者））））にににに対対対対しししし、、、、産業廃棄物管理票産業廃棄物管理票産業廃棄物管理票産業廃棄物管理票をををを

交付交付交付交付    

産業廃棄物収集運搬許可産業廃棄物収集運搬許可産業廃棄物収集運搬許可産業廃棄物収集運搬許可

業者業者業者業者（（（（第一第一第一第一ビルビルビルビル工事工事工事工事㈱）㈱）㈱）㈱）にににに

産業廃棄物管理票産業廃棄物管理票産業廃棄物管理票産業廃棄物管理票をををを交付交付交付交付    

    

㊞㊞㊞㊞    済済済済㊞㊞㊞㊞    

3/313/313/313/31    

⑤ 同上同上同上同上 第第第第 12121212 条条条条の３の３の３の３第第第第５５５５項項項項    管理票管理票管理票管理票のののの写写写写しのしのしのしの

送付送付送付送付をををを受受受受けたときはけたときはけたときはけたときは、、、、運搬又運搬又運搬又運搬又はははは処分処分処分処分

のののの終了終了終了終了をををを管理票管理票管理票管理票でででで確認確認確認確認しししし、、、、管理票管理票管理票管理票のののの

写写写写しをしをしをしを受受受受けたけたけたけた日日日日から５から５から５から５年間保存年間保存年間保存年間保存    

産業廃棄物管理票綴産業廃棄物管理票綴産業廃棄物管理票綴産業廃棄物管理票綴りにりにりにりに

保管保管保管保管 

㊞㊞㊞㊞    済済済済㊞㊞㊞㊞    

3/3/3/3/33331111    

⑥ 同上同上同上同上 第第第第 12121212 条条条条の３の３の３の３第第第第６６６６項項項項    管理票管理票管理票管理票にににに関関関関するするするする

報告書報告書報告書報告書をををを作成作成作成作成しししし、、、、宮崎市長宮崎市長宮崎市長宮崎市長へへへへ提出提出提出提出    

毎年毎年毎年毎年６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日までにまでにまでにまでに宮宮宮宮

崎市廃棄物対策課崎市廃棄物対策課崎市廃棄物対策課崎市廃棄物対策課へへへへ提出提出提出提出    

㊞㊞㊞㊞    済済済済㊞㊞㊞㊞    

3/313/313/313/31    

⑦ 宮崎市廃棄物宮崎市廃棄物宮崎市廃棄物宮崎市廃棄物のののの

適正処理適正処理適正処理適正処理、、、、減量減量減量減量

化及化及化及化及びびびび資源化等資源化等資源化等資源化等

にににに関関関関するするするする条例条例条例条例    

第第第第 23232323 条条条条の２の２の２の２    当該建築物当該建築物当該建築物当該建築物からからからから排出排出排出排出ささささ

れるれるれるれる事業系一般廃棄物事業系一般廃棄物事業系一般廃棄物事業系一般廃棄物のののの減量減量減量減量にににに関関関関すすすす

るるるる計画及計画及計画及計画及びびびび実績実績実績実績をををを毎年度毎年度毎年度毎年度１１１１回回回回宮崎宮崎宮崎宮崎市市市市

長長長長にににに提出提出提出提出    

事業系一般廃棄物減量計事業系一般廃棄物減量計事業系一般廃棄物減量計事業系一般廃棄物減量計

画書画書画書画書を５を５を５を５月月月月にににに提出提出提出提出    

㊞㊞㊞㊞    済済済済㊞㊞㊞㊞    

3/313/313/313/31    

⑧ 同上同上同上同上    第第第第 23232323 条条条条の４の４の４の４    廃棄物管理責任者廃棄物管理責任者廃棄物管理責任者廃棄物管理責任者のののの選選選選

任及任及任及任及びびびび宮崎市長宮崎市長宮崎市長宮崎市長へのへのへのへの届出届出届出届出    

廃棄物管理責任者選任廃棄物管理責任者選任廃棄物管理責任者選任廃棄物管理責任者選任・・・・変変変変

更届更届更届更届を５を５を５を５月月月月にににに提出提出提出提出    

㊞㊞㊞㊞    済済済済㊞㊞㊞㊞    

3/313/313/313/31    

⑨ エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの使使使使

用用用用のののの合理化合理化合理化合理化にににに関関関関

するするするする法律法律法律法律    

第第第第 14141414 条条条条    エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの使用使用使用使用のののの合理化合理化合理化合理化

のののの目標目標目標目標にににに関関関関しししし、、、、そのそのそのその達成達成達成達成のののの中長期的中長期的中長期的中長期的

なななな計画計画計画計画のののの作成作成作成作成しししし主務大臣主務大臣主務大臣主務大臣にににに提出提出提出提出    

中長期計画書中長期計画書中長期計画書中長期計画書をををを７７７７月末日月末日月末日月末日

までにまでにまでにまでに提出提出提出提出    

㊞㊞㊞㊞    済済済済㊞㊞㊞㊞    

3/313/313/313/31    

⑩ 同上同上同上同上    第第第第 15151515 条条条条    エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの使用量使用量使用量使用量そのそのそのその他他他他

エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの使用状況並使用状況並使用状況並使用状況並びにびにびにびに消費消費消費消費すすすす

るるるる設備等設備等設備等設備等にににに関関関関するするするする事項事項事項事項をををを主務大臣主務大臣主務大臣主務大臣にににに

報告報告報告報告    

定期報告書定期報告書定期報告書定期報告書をををを７７７７月末日月末日月末日月末日まままま

でにでにでにでに提出提出提出提出 

㊞㊞㊞㊞    済済済済㊞㊞㊞㊞    

3/313/313/313/31    

⑪ 毒物及毒物及毒物及毒物及びびびび劇物取劇物取劇物取劇物取

締法締法締法締法    

第第第第 11111111 条条条条 2222 項項項項    毒物劇物営業者及毒物劇物営業者及毒物劇物営業者及毒物劇物営業者及びびびび特特特特

定毒物研究者定毒物研究者定毒物研究者定毒物研究者はははは、、、、毒物若毒物若毒物若毒物若しくはしくはしくはしくは劇物劇物劇物劇物

又又又又はははは毒物若毒物若毒物若毒物若しくはしくはしくはしくは劇物劇物劇物劇物をををを含有含有含有含有するするするする物物物物

であであであであっっっってててて政令政令政令政令でででで定定定定めるものがそのめるものがそのめるものがそのめるものがその製製製製

造所造所造所造所、、、、営業所若営業所若営業所若営業所若しくはしくはしくはしくは店舗又店舗又店舗又店舗又はははは研究研究研究研究

必要必要必要必要なななな措置措置措置措置をををを講講講講じじじじ、、、、政令政令政令政令でででで

定定定定めるめるめるめる物物物物がががが飛散飛散飛散飛散しししし、、、、漏漏漏漏れれれれ、、、、

流流流流れれれれ出出出出、、、、しみしみしみしみ出出出出、、、、又又又又はははは地下地下地下地下

にしみにしみにしみにしみ込込込込んだんだんだんだ場合場合場合場合においにおいにおいにおい

てててて、、、、不特定又不特定又不特定又不特定又はははは多数多数多数多数のののの者者者者にににに

㊞㊞㊞㊞    済済済済㊞㊞㊞㊞    

3/313/313/313/31    

4444．．．．法律の順守 



- 4 - 

所所所所のののの外外外外にににに飛散飛散飛散飛散しししし、、、、漏漏漏漏れれれれ、、、、流流流流れれれれ出出出出、、、、若若若若

しくはしみしくはしみしくはしみしくはしみ出出出出、、、、又又又又はこれらのはこれらのはこれらのはこれらの施設施設施設施設のののの

地下地下地下地下にしみにしみにしみにしみ込込込込むことをむことをむことをむことを防防防防ぐのにぐのにぐのにぐのに必要必要必要必要

なななな措置措置措置措置をををを講講講講じなければならないじなければならないじなければならないじなければならない。。。。    

    

ついてついてついてついて保健衛生上保健衛生上保健衛生上保健衛生上のののの危害危害危害危害

がががが生生生生ずるおそれがあるとずるおそれがあるとずるおそれがあるとずるおそれがあると

きはきはきはきは、、、、直直直直ちにちにちにちに、、、、そのそのそのその旨旨旨旨をををを保保保保

健所健所健所健所、、、、警察署又警察署又警察署又警察署又はははは消防機関消防機関消防機関消防機関

にににに届届届届けけけけ出出出出るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、保健保健保健保健

衛生上衛生上衛生上衛生上のののの危害危害危害危害をををを防止防止防止防止するするするする

ためにためにためにために必要必要必要必要なななな応急応急応急応急のののの措置措置措置措置

をををを講講講講じるじるじるじる。。。。    

⑫ ＰＣＢＰＣＢＰＣＢＰＣＢ処理特別処理特別処理特別処理特別

措置法措置法措置法措置法    

第第第第 8888 条条条条    ＰＣＢＰＣＢＰＣＢＰＣＢ廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの保管及保管及保管及保管及びびびび処処処処

分分分分のののの状況状況状況状況にににに関関関関しししし環境省令環境省令環境省令環境省令でででで定定定定めるめるめるめる事事事事

項項項項をををを都道府県知事都道府県知事都道府県知事都道府県知事にににに届出届出届出届出    

都道府県知事都道府県知事都道府県知事都道府県知事にににに提出提出提出提出    

※※※※PCBPCBPCBPCB 保管無保管無保管無保管無しししし    

H23.3.31H23.3.31H23.3.31H23.3.31 最終処分終了最終処分終了最終処分終了最終処分終了    

㊞㊞㊞㊞    ㊞㊞㊞㊞    

⑬ 消防法消防法消防法消防法    法第法第法第法第 8888 条条条条、、、、政令第政令第政令第政令第 3333 条条条条、、、、規則第規則第規則第規則第 4444 条条条条    

防火管理者防火管理者防火管理者防火管理者のののの選解任選解任選解任選解任のののの届出届出届出届出    

防火管理者防火管理者防火管理者防火管理者のののの選解任届出選解任届出選解任届出選解任届出

のののの提出提出提出提出    

㊞㊞㊞㊞    済済済済㊞㊞㊞㊞    

3/313/313/313/31    

⑭ 同上同上同上同上    法第法第法第法第 8888 条条条条、、、、政令第政令第政令第政令第 4444 条条条条、、、、規則第規則第規則第規則第 3333 条条条条    

消防計画書消防計画書消防計画書消防計画書のののの届出届出届出届出    

消防計画書消防計画書消防計画書消防計画書のののの届出届出届出届出    ㊞㊞㊞㊞    済済済済㊞㊞㊞㊞    

3/313/313/313/31    

⑮ 同上同上同上同上    法第法第法第法第 8888 条条条条、、、、政令第政令第政令第政令第 4444 条条条条、、、、規則第規則第規則第規則第 3333 条条条条    

消火訓練及消火訓練及消火訓練及消火訓練及びびびび避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練をををを実施実施実施実施するするするする場場場場

合合合合のののの通報通報通報通報    

通報及通報及通報及通報及びびびび訓練訓練訓練訓練のののの実施実施実施実施    ㊞㊞㊞㊞    済済済済㊞㊞㊞㊞    

3/313/313/313/31    

⑯ 大気汚染防止法大気汚染防止法大気汚染防止法大気汚染防止法    第第第第 16161616 条条条条    ばいばいばいばい煙量又煙量又煙量又煙量又はばいはばいはばいはばい煙濃度煙濃度煙濃度煙濃度をををを

測定測定測定測定しししし、、、、そのそのそのその結果結果結果結果をををを記録記録記録記録    

３３３３年間記録保管年間記録保管年間記録保管年間記録保管    ㊞㊞㊞㊞    済済済済㊞㊞㊞㊞    

3/313/313/313/31    

⑰ 労働安全衛生法労働安全衛生法労働安全衛生法労働安全衛生法    雇入雇入雇入雇入れれれれ時時時時のののの健康診断健康診断健康診断健康診断、、、、定期健康診断定期健康診断定期健康診断定期健康診断、、、、

管理区域管理区域管理区域管理区域のののの明示明示明示明示、、、、被被被被ばくばくばくばく線量線量線量線量のののの測定測定測定測定、、、、

線量線量線量線量のののの測定結果測定結果測定結果測定結果のののの確認確認確認確認とととと記録記録記録記録、、、、特殊特殊特殊特殊

健康診断健康診断健康診断健康診断    

全職員全職員全職員全職員に１に１に１に１年年年年１１１１回健康診回健康診回健康診回健康診

断実施断実施断実施断実施、、、、標識標識標識標識によるによるによるによる管理区管理区管理区管理区

域域域域のののの明示明示明示明示、、、、放射線業務従事放射線業務従事放射線業務従事放射線業務従事

者者者者のののの管理区域内管理区域内管理区域内管理区域内でのでのでのでの被被被被ばばばば

くくくく線量測定線量測定線量測定線量測定、、、、管理区域管理区域管理区域管理区域にににに立立立立

ちちちち入入入入るるるる者者者者にににに対対対対し６カし６カし６カし６カ月月月月にににに

１１１１回実施回実施回実施回実施    

㊞㊞㊞㊞    済済済済㊞㊞㊞㊞    

3/313/313/313/31    

 

 

番

号 

環境宣言 

（該当箇所） 

環境目的 

（中期的な目標） 

環境目標 

（単年度の目標） 

事業所の行動内容 

（具体的な方法・対策） 

達成度 

① 省資源省資源省資源省資源・・・・省省省省エエエエ

ネルギーのネルギーのネルギーのネルギーの推推推推

進進進進    

【【【【電気使用量電気使用量電気使用量電気使用量】】】】    

平成平成平成平成 22227777 年度年度年度年度をををを基準値基準値基準値基準値

（（（（4,304,697kw4,304,697kw4,304,697kw4,304,697kw

※1

同一同一同一同一

契約契約契約契約ののののﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学学学学

院院院院をををを含含含含んだんだんだんだ数値数値数値数値））））とととと

しししし、、、、毎年平均毎年平均毎年平均毎年平均 1111％％％％をををを削削削削

減減減減するするするする。。。。    

（（（（初回認証初回認証初回認証初回認証よりよりよりより継続継続継続継続

目標目標目標目標））））    

【【【【平成平成平成平成 22228888 年度年度年度年度】】】】 空調設定温度空調設定温度空調設定温度空調設定温度のののの遵守遵守遵守遵守、、、、不不不不

要要要要なななな照明照明照明照明・・・・空調空調空調空調のこまめのこまめのこまめのこまめ

なななな電源管理電源管理電源管理電源管理、、、、職員参加型職員参加型職員参加型職員参加型

のののの省省省省エネエネエネエネ活動活動活動活動のののの継続継続継続継続、、、、省省省省

エネエネエネエネ機器機器機器機器のののの導入導入導入導入    

【【【【結果結果結果結果】】】】4,377,0944,377,0944,377,0944,377,094kwkwkwkw    

1.71.71.71.7％％％％増増増増

※2

    

【【【【平成平成平成平成 22229999 年度年度年度年度】】】】 同上同上同上同上        

【【【【平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度】】】】 同上同上同上同上        

省資源省資源省資源省資源・・・・省省省省エエエエ

ネルギーのネルギーのネルギーのネルギーの推推推推

進進進進    

【【【【ガスガスガスガス使用量使用量使用量使用量】】】】    

平成平成平成平成 22227777 年度年度年度年度をををを基準値基準値基準値基準値

（（（（252,234m252,234m252,234m252,234m

3333

））））としとしとしとし、、、、毎毎毎毎

年平均年平均年平均年平均 1111％％％％をををを削減削減削減削減すすすす

【【【【平成平成平成平成 22228888 年度年度年度年度】】】】 空調設定温度空調設定温度空調設定温度空調設定温度のののの遵守遵守遵守遵守、、、、職職職職

員参加型員参加型員参加型員参加型のののの省省省省エネエネエネエネ活動活動活動活動のののの

継続継続継続継続、、、、省省省省エネエネエネエネ機器機器機器機器のののの導入導入導入導入    

【【【【結果結果結果結果】】】】275,722275,722275,722275,722mmmm

3333

    

9.39.39.39.3％％％％増増増増

※2

    

5555．．．．環境目的及び目標達成計画書 



- 5 - 

るるるる。。。。    

（（（（初回認証初回認証初回認証初回認証よりよりよりより継続継続継続継続

目標目標目標目標））））    

【【【【平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度】】】】 同上同上同上同上     

【【【【平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度】】】】 同上同上同上同上        

③ 循環型社会構循環型社会構循環型社会構循環型社会構

築築築築へのへのへのへの寄与寄与寄与寄与 

【【【【紙購入枚数紙購入枚数紙購入枚数紙購入枚数】】】】    

平成平成平成平成 22227777 年度年度年度年度をををを基準値基準値基準値基準値

（（（（2,12,12,12,189898989,500,500,500,500 枚枚枚枚））））としとしとしとし、、、、

毎年平均毎年平均毎年平均毎年平均 1111％％％％をををを削減削減削減削減すすすす

るるるる。。。。 

【【【【平成平成平成平成 22228888 年度年度年度年度】】】】    

 

会議資料等会議資料等会議資料等会議資料等のののの電子媒体活電子媒体活電子媒体活電子媒体活

用推進用推進用推進用推進、、、、両面両面両面両面コピーのコピーのコピーのコピーの推推推推

進進進進、、、、裏面活用裏面活用裏面活用裏面活用のののの推進推進推進推進    

【【【【結果結果結果結果】】】】2,215,5002,215,5002,215,5002,215,500 枚枚枚枚    

1.01.01.01.0％％％％増増増増

※2

    

【【【【平成平成平成平成 22229999 年度年度年度年度】】】】 同上同上同上同上    

    

    

【【【【平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度】】】】 同上同上同上同上        

④ 循環型社会構循環型社会構循環型社会構循環型社会構

築築築築へのへのへのへの寄与寄与寄与寄与 

【【【【一般一般一般一般廃棄物排出量廃棄物排出量廃棄物排出量廃棄物排出量】】】】    

平成平成平成平成 22227777 年度年度年度年度をををを基準値基準値基準値基準値

（（（（223,330kg223,330kg223,330kg223,330kg））））としとしとしとし、、、、毎毎毎毎

年平均年平均年平均年平均 1111％％％％をををを削減削減削減削減すすすす

るるるる。。。。    

ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ持込計量

表より 

【【【【平成平成平成平成 22228888 年度年度年度年度】】】】 分別廃棄分別廃棄分別廃棄分別廃棄のののの徹底徹底徹底徹底によるによるによるによる再再再再

資源化資源化資源化資源化促進促進促進促進    

【【【【結果結果結果結果】】】】213,257kg213,257kg213,257kg213,257kg    

4.54.54.54.5％％％％減減減減

※2

    

【【【【平成平成平成平成 22229999 年度年度年度年度】】】】 同上同上同上同上        

【【【【平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度】】】】 同上同上同上同上        

※１ 基準年実績（4,304,697kW、平成 27 年度実績）は、九州電力契約に同一敷地内の宮崎リハビリテー

ション学院が含まれるため、同学院の実績値を含んだ使用量である。達成度比較も同様である。 

 

※２ 平成 28 年度は、4～10 月の電力使用量が、基準年対比で約 132,000kWh の増加となっている。要

因として、平成 28 年度は、平均気温が基準年度比で 1.5℃高く、年間平均気温は観測史上 2番目

に高い年となり、夏季の気温上昇に伴う空調負荷増大と考えられる。 

また、夏季の気温上昇に伴い、ガス吸収式空調の稼働時間が増え、特に気温上昇が大きかった 5

～10 月で、基準年対比で約 22,500 ㎥の増加となっている。 

紙の使用量に関しては、基準年対比で 1.0％増となっている。要因として、外来患者増による処

方箋印刷（A5サイズ：基準年対比＋30,000 枚）の増、及び病院機能評価受審による紙媒体資料印

刷（A4サイズ：基準年対比＋27,500 枚）の増が考えられる。ただし、使用頻度の少ない B4 及び

B5 サイズは 30,000 枚の減となっている。 

  

  本エコアクションの期間（平成 28年度～平成 30年度）の原油換算及び二酸化炭素排出量等は 

 下表のとおり。 

年度/項目 28 年度 29 年度 30 年度 

原油換算（ｋL） 1,387   

二酸化炭素排出量（ｔ-Co2） 3.213   

エネルギーの使用に係る原単位（※） 0.0468   

（※）改正省エネ法の電気使用平準化評価原単位は加味せず。 
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番号 

教育・訓練の内容、 

セミナー・資格取得名等 

受講者名 

実 施 

予定月 

評価 

（実施月日） 

① 

省省省省エネセミナーエネセミナーエネセミナーエネセミナー    

（（（（主催主催主催主催：：：：県森林環境課県森林環境課県森林環境課県森林環境課））））    

業務部長業務部長業務部長業務部長    古沢賢二郎古沢賢二郎古沢賢二郎古沢賢二郎    

施設管理室長施設管理室長施設管理室長施設管理室長    岩倉正彦岩倉正彦岩倉正彦岩倉正彦    

22228888////6666    

済済済済㊞㊞㊞㊞    

3333／／／／31313131    

② 

事業所事業所事業所事業所ごみごみごみごみ減量研修会減量研修会減量研修会減量研修会    

（（（（主催主催主催主催：：：：市市市市廃棄物対策廃棄物対策廃棄物対策廃棄物対策課課課課））））    

施設管理室長施設管理室長施設管理室長施設管理室長    岩倉正彦岩倉正彦岩倉正彦岩倉正彦    

施設管理室施設管理室施設管理室施設管理室    佐々木利美佐々木利美佐々木利美佐々木利美    

22228888////7777    

済済済済㊞㊞㊞㊞                

3/313/313/313/31    

③ 

新新新新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー地産地消講演会地産地消講演会地産地消講演会地産地消講演会    

（（（（主催主催主催主催：：：：県森林環境課県森林環境課県森林環境課県森林環境課））））    

業務部長業務部長業務部長業務部長    古沢賢二郎古沢賢二郎古沢賢二郎古沢賢二郎    22228888////11111111    

済済済済㊞㊞㊞㊞    

3/313/313/313/31    

 

 

 

 

番

号 

受付日 相手先 環境関連苦情・要望内容 処理内容 

評価 

（月日） 

①         環境関連苦情環境関連苦情環境関連苦情環境関連苦情なしなしなしなし        

㊞㊞㊞㊞    

3/313/313/313/31    

 

 

 

 

 

 

代表理事 

【大野大野大野大野    和男和男和男和男】    

看護部看護部看護部看護部（省ｴﾈ担当） 

【濱濱濱濱砂砂砂砂    しのぶしのぶしのぶしのぶ】    

事務部事務部事務部事務部（省ｴﾈ担当） 

【高須高須高須高須    澄江澄江澄江澄江】    

ｺﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾒﾃﾞｨｶﾙ部部部部門門門門（省ｴﾈ担当） 

【木村木村木村木村    潤一潤一潤一潤一】    

管理企画推進者 

【古沢賢二郎古沢賢二郎古沢賢二郎古沢賢二郎】    

環境管理責任者 

【 東東東東        明明明明    】    

7777．．．．教育・訓練 

8888．．．．コミュニケーション 

6666．．．．責任責任責任責任とととと権限権限権限権限 
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・文書管理 

番

号 

文書名 作成者 承認者 保管場所 保管期間 

① 

みやざきエコアクショ

ンマニュアル 

環境管理責任者 代表理事 

エコアクション専用キャ

ビネット（業務部） 

廃止され

るまで 

② 

みやざきエコアクショ

ン認証規格 

宮崎市 

環境保全課 

宮崎市長 

エコアクション専用キャ

ビネット（業務部） 

廃止され

るまで 

③ 

みやざきエコアクショ

ン認証に関する要綱 

宮崎市 

環境保全課 

宮崎市長 

エコアクション専用キャ

ビネット（業務部） 

廃止され

るまで 

④ 

みやざきエコアクショ

ンの認証取り消し等に

関する要領 

宮崎市 

環境保全課 

宮崎市長 

エコアクション専用キャ

ビネット（業務部） 

廃止され

るまで 

⑤ 

コピー機使用のルール

（手順書） 

業務部 環境管理責任者 

エコアクション専用キャ

ビネット（業務部） 

廃止され

るまで 

⑥ 

ＯＡ機使用のルール 

（手順書） 

業務部 環境管理責任者 

エコアクション専用キャ

ビネット（業務部） 

廃止され

るまで 

⑦ 大規模災害マニュアル 防災管理委員会 病院長 

エコアクション専用キャ

ビネット（業務部） 

廃止され

るまで 

 

・記録管理 

番

号 

記録名 作成者 保管場所 保管期間 備考 

① 

みやざきエコアクショ

ン報告書 

環境管理責任者 

エコアクション専用キャビネ

ット（業務部） 

3 年間     

② 電力使用量記録簿 管理企画推進者 

エコアクション専用キャビネ

ット（業務部） 

3 年間     

③ ガス使用量記録簿 管理企画推進者 

エコアクション専用キャビネ

ット（業務部） 

3 年間     

④ 紙購入枚数記録簿 管理企画推進者 

エコアクション専用キャビネ

ット（業務部） 

3 年間     

⑤ 廃棄物排出量記録簿 管理企画推進者 

エコアクション専用キャビネ

ット（業務部） 

3 年間     

⑥ 

不適合に対する処置記

録簿 

管理企画推進者 

エコアクション専用キャビネ

ット（業務部） 

3 年間     

 

 

 

 

・ 文章管理番号文章管理番号文章管理番号文章管理番号⑤⑤⑤⑤：：：：コピーコピーコピーコピー機使用機使用機使用機使用のルールのルールのルールのルール（（（（手順書手順書手順書手順書））））    

・ 文書管理番号文書管理番号文書管理番号文書管理番号⑥⑥⑥⑥：ＯＡ：ＯＡ：ＯＡ：ＯＡ機器使用機器使用機器使用機器使用のルールのルールのルールのルール（（（（手順書手順書手順書手順書））））    

 

 

 

・ 文文文文書書書書管理番号管理番号管理番号管理番号⑦⑦⑦⑦：：：：大規模災害大規模災害大規模災害大規模災害マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル    

    

9999．．．．文書・記録の管理 

10101010．．．．業務管理  （ 『3.環境に影響を与える原因』 で作成 ） 

11111111．．．．緊急事態及び事故への対応 
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 “みやざきエコアクションマニュアル”に記載されている 1～13 の事項を正確に行っているかを確認する。 

 内部確認の基準…みやざきエコアクション認証規格 内部確認を行う頻度…年 1回（事業所の決算月） 

 

エコアクション 

マニュアル 

確認内容 結果 
判定 

１．一般要求事項 

事業所は、みやざきエコアクション認証規格の要求事項に従って、

みやざきエコアクションのシステムを確立し、文書化し実行し、継

続的に改善しているか。 

全て行っている Ａ 

２．環境宣言 

代表理事は事業所の環境宣言を定め、文書化し、実行しているか。 
実行している Ａ 

事業所で働く又は事業所のために働くすべての人々に周知させてい

るか。 

周知している Ａ 

環境宣言文は一般の人々が入手可能なようにしているか。 
入手可能である Ａ 

３．環境に影響を  

与える原因 

事業所は、管理できる環境に影響を与える原因となるものを特定し

ているか。 

特定している Ａ 

４．法律の順守 

事業所は、関係のある環境関連法律、条例等を特定し文書化し、順守

しているか。 

特定し、順守している Ａ 

５．環境目的及び  

目標達成計画 

事業所は、測定可能（数値）な環境目的及び目標を設定し、実行して

いるか。 

設定し、実行している Ａ 

環境目的及び目標を達成するための具体的な方法及び日程を設定し

ているか。 

設定している Ａ 

６．責任と権限 

事業所はエコアクションを実行するために、役割責任及び権限を定

め文書化し、周知しているか。 

行っている Ａ 

７．教育・訓練 

事業所は、エコアクションを効果的に行うための教育・訓練を明確

にしているか。 

明確である Ａ 

８．コミュニケー

ション 

組織は、外部の利害関係者から、環境に関連するコミュニケーショ

ンについて受け付け、文書化し、対応しているか。 

対応している Ａ 

９．文書・記録の

管理 

事業所は、エコアクション規格で必要な文書、記録の一覧表を作成

することにより、明確にしているか。 

明確である Ａ 

10．業務管理 

事業所は、環境宣言、環境目的と整合した、環境に影響を与える原因

となる業務を特定しているか。 

特定している Ａ 

11．緊急事態及び

事故への対応 

事業所は、環境に影響を与える可能性のある緊急事態及び事故を特

定しているか。 

特定している Ａ 

事業所は、環境に影響を与える可能性のある緊急事態・事故にどの

ように対応するかの手順（ルール）を文書化し、実行しているか。 

実行している Ａ 

12．内部確認 

事業所は、下記の事項を行うために、定期的にエコアクションにつ

いての内部確認を確実に実施しているか。 

実施している Ａ 

みやざきエコアクション認証規格の要求事項及び事業所で計画した

事項を明確に行っているか。 

行っている Ａ 

内部確認の結果を代表者に報告しているか。 
報告している Ａ 

所定のとおり内部確認した結果、不適合が発見された場合、その不

適合に見合う処置又は是正処置が行われているか。 

行われている Ａ 

潜在の不適合を除去するために、その潜在の不適合に見合う予防処

置が行われているか。 

行っている Ａ 

13．代表理事によ

る見直し 

代表理事による環境宣言、環境目的、エコアクション及びその他の

見直しの結果、変更に関係する事項に対しては、評価、決定し、処置

が行われているか。 

実施している Ａ 

12121212．．．．内部確認   
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・不適合（改善）事項 

 特になし    

判定基準：不適合無し‐Ａ 不適合有り‐Ｂ 改善事項有り‐Ｃ 

 

 

 

 

番号 見直し項目 コメント 

① 内部確認報告書 

エコアクションエコアクションエコアクションエコアクション認証規格認証規格認証規格認証規格のののの要求事項要求事項要求事項要求事項にににに適合適合適合適合したエコアクションマしたエコアクションマしたエコアクションマしたエコアクションマ

ニュアルにニュアルにニュアルにニュアルに基基基基づくづくづくづく取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが確実確実確実確実にににに実施実施実施実施されておりされておりされておりされており、、、、システムがシステムがシステムがシステムが

適切適切適切適切にににに運用運用運用運用されているされているされているされている。。。。    

② 法律の順守状況 

法令法令法令法令のののの改正情報等改正情報等改正情報等改正情報等をををを速速速速やかにやかにやかにやかに取得取得取得取得してしてしてして、、、、内容内容内容内容をををを特定特定特定特定しししし順守順守順守順守していしていしていしてい

るるるる。。。。    

③ 環境関連苦情・要望 

今後今後今後今後もももも環境環境環境環境にににに関関関関するするするする苦情苦情苦情苦情があったがあったがあったがあった場合場合場合場合はははは、、、、そのそのそのその申申申申しししし出出出出をををを確認確認確認確認しししし、、、、

真摯真摯真摯真摯にににに対応対応対応対応することすることすることすること。。。。    

④ 事業所の環境実績 

夏季夏季夏季夏季のののの気温上昇気温上昇気温上昇気温上昇にににに伴伴伴伴うううう影響影響影響影響もありもありもありもあり、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー使用量使用量使用量使用量がががが増加増加増加増加してしてしてして

いるいるいるいる。。。。特特特特にににに夏季夏季夏季夏季においてはにおいてはにおいてはにおいては継続的継続的継続的継続的なななな節減策節減策節減策節減策をををを講講講講じじじじ、、、、財団全体財団全体財団全体財団全体としとしとしとし

てのエネルギーてのエネルギーてのエネルギーてのエネルギー使用量使用量使用量使用量のののの低減低減低減低減にににに努努努努めることめることめることめること。。。。    

⑤ 環境目的の達成度 

電気電気電気電気にににについてはついてはついてはついては、、、、夏季夏季夏季夏季のののの気温上昇気温上昇気温上昇気温上昇のののの影響影響影響影響をををを受受受受けけけけ、、、、基準年基準年基準年基準年（（（（H2H2H2H27777 年度年度年度年度））））

対比対比対比対比でででで増加増加増加増加してしてしてしているいるいるいる。。。。今後今後今後今後のののの目標設定等目標設定等目標設定等目標設定等にににに反映反映反映反映することすることすることすること。。。。    

⑥ 改善のための提案 

22228888 年年年年度度度度のののの増加増加増加増加についてについてについてについてはははは原因分析原因分析原因分析原因分析をををを行行行行いいいい、、、、再度再度再度再度、、、、省省省省エネにエネにエネにエネに対対対対してしてしてして

効果的効果的効果的効果的でででで実践的実践的実践的実践的なななな計画計画計画計画をたてをたてをたてをたて、、、、目標策定及目標策定及目標策定及目標策定及びびびび具体的具体的具体的具体的なななな方法方法方法方法とととと対策対策対策対策

をををを講講講講じることじることじることじること。。。。    

代表理事による 

総合評価 

【【【【環境宣言環境宣言環境宣言環境宣言】】】】    

引引引引きききき続続続続きききき、、、、掲掲掲掲げているげているげているげている環境宣言環境宣言環境宣言環境宣言のののの観点観点観点観点にににに基基基基づきづきづきづき、、、、省資源省資源省資源省資源・・・・省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー

にににに取取取取りりりり組組組組むことむことむことむこと。。。。    

【【【【環境目的及環境目的及環境目的及環境目的及びびびび環境目標環境目標環境目標環境目標】】】】    

    平成平成平成平成 22228888 年度年度年度年度のののの増加要因増加要因増加要因増加要因をををを分析分析分析分析しししし、、、、再度計画再度計画再度計画再度計画のののの見直見直見直見直しとしとしとしと目標目標目標目標のののの策定策定策定策定、、、、具具具具

体的体的体的体的なななな方法方法方法方法とととと対策対策対策対策をををを講講講講じることじることじることじること。。。。    

【【【【エコアクションシステムエコアクションシステムエコアクションシステムエコアクションシステム及及及及びそのびそのびそのびその他他他他のののの要素要素要素要素】】】】    

今年度今年度今年度今年度以降以降以降以降にににについてもついてもついてもついても省省省省エネエネエネエネ取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは全員参加型全員参加型全員参加型全員参加型でででで実施実施実施実施することすることすることすること。。。。併併併併

せてせてせてせて、、、、機器更新時機器更新時機器更新時機器更新時においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、省省省省エネエネエネエネ機器機器機器機器のののの選定選定選定選定やややや補助金制度等活用補助金制度等活用補助金制度等活用補助金制度等活用もももも検検検検

討討討討をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

 

 

 

13131313．．．．代表理事による見直し 


