
「「みみんんなながが幸幸せせににななるる！！」」そそれれがが吉吉岡岡幸幸のの願願いいでですす。。

対象期間：平成30年１月２１日～平成３1年１月２０日 

発行日：令和 元 年 6月 14日 

環 境 経 営

レ ポ ー ト

２ ０ １ ８
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～地域、産業、そしてそこに集う人々の幸せこそが商いの原点～ 

吉岡幸は、大正８年の創業以来、「地域、産業、そしてそこに集う人々の幸せこそが

商いの原点である」との企業理念のもと、『建設・産業資材のトータルサプライヤー』

として鋼材・機材・管材といった商品の流通を担ってまいりました。

私たちはエコアクション２１環境経営に取り組んでいます。

平成１７年１２月１日制定 － 平成２０年４月１日改訂
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会 社 名

吉岡幸株式会社

代表取締役社長 吉岡正盛

創 業

大正８年５月

設 立

昭和２５年１月

資 本 金

４，８５０万円

社 員 数

１９５名（平成３１年１月２０日）

売 上 高

２１４億円（平成３１年１月期）

所 在 地

本社 福井県福井市宝永３丁目２２－５

鯖江支店 福井県鯖江市御幸１丁目２－１０

敦賀支店 福井県敦賀市莇生野７４

石川支店 石川県小松市工業団地２－７

鋼材センター 福井県福井市石盛町１０１

管材センター 福井県福井市二の宮１－１４－２７

機工センター 福井県福井市二の宮１－１２－１７

テクノセンター 福井県福井市二の宮１－１２－７

環境管理責任者 黒川 俊英

ＥＡ２１事務局 田中 智大  ＴＥＬ0776-22-2211 ＦＡＸ0776-26-9211 

認証・登録の範囲：全組織・全活動 
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事事事 業業業 概概概 要要要
建建建設設設・・・産産産業業業資資資材材材ののの卸卸卸販販販売売売

～取扱商品～ 

Ｓ Ｔ Ｅ Ｅ Ｌ

鋼材・非鉄金属材・建築資材

Ｍ Ａ Ｃ Ｈ Ｉ Ｎ Ｅ

工作機械・鍛圧板金機械・工具・産業機器・伝導用品・環境機器

ＨＯＵＳＩＮＧ ＰＡＲＴ

住宅設備機器・配管機材・自動制御機器・ＯＡ機器他
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２００５年度

(基準年) ２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度
２００５年比

（増減率）

CO2 排出量

(Kg-CO2) 1,351,401.63 941,369.06 963,916.41 934,197.99 
417.2ｔ 

削減

(－30.87%) 
原単位 

(kg-CO2/百万

円)

74.40 59.69 56.06 43.56 

CO2 排出量

(電気のみ) 
(Kg-CO2) 

346,586.56 272,801.94 264,326.19 256,611.26 

90ｔ 

削減

(－25.96%)
実排出係数

(Kg-CO2/kWh) 0.593 0.593 0.593 0.593

電   気

(kWh) 584,463.00 460,037.00 445,744.00 432,734.00 151,729 

kwh 

削減 

(－25.96%)
原単位 

(kWh/百万円)
32.18 29.17 25.92 20.18 

都 市 ガ ス

(m3) 171.00 144.00 155.0 162.0 9m3 

削減 

(－5.26%)原単位 
(m3/百万円)

0.01 0.01 0.01 0.01 

プロパンガス

(m3) 316.10 284.30 272.30 207.80 108.3m3 

削減 

(－34.26%)原単位 
(m3/百万円)

0.02 0.02 0.02 0.01 

灯   油

(Ｌ) 6,221.00 5,155.00 5,218.01 5,218.01 1,003 L 

削減 

(－16.12%)原単位 
(L/百万円)

0.34 0.32 0.30 0.30 

ガ ソ リ ン

(Ｌ) 86,593.02 96,045.00 110,111.26 110,111.26 23,518Ｌ 

増加 

(＋27.16%)原単位 
(L/百万円)

4.77 6.09 6.40 6.40 

軽   油

(Ｌ) 191,407.91 155,866.00 155,459.10 155,459.10 35,949 L 

削減

(－18.78%)原単位 
(L/百万円)

10.54 9.88 9.04 9.04 

水   道

(m3) 3,212.00 2,409.00 2,533.0 2,250.0 962 m3

削減 

(－29.95%)原単位 
(m3/百万円)

0.18 0.15 0.15 0.11 

廃 棄 物

(kg) 7,067.00 3,606.60 3,797.60 4,274.60 2,792 kg 

削減 

(－39.51%)原単位 
(kg/百万円)

（2006 年） 

0.39 
0.23 0.22 0.19 

売 上 高

(円) １８１億６４百万 １５７億７１百万 １７１億９５百万 ２１４億４５百万

３２億８千万

増 

（１８．１%）

注) 平成 29 年度北陸電力の電気事業者基礎排出係数 0.593 ㎏－CO2/kWh 

＊原単位：環境負荷／売上高
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2018 年度 環境目標・実績及び評価

目標 結果(実績値) 評価 
2018 年度中期目標 

(2021 年度) 

二酸化炭素

排出量

2005 年度比 24.5％削減

954,861.58kg 以下 

963,916.41 ㎏ 

(28.67%削減) 

(対目標値 100.94%) 

○ 
2005 年度比 24.5％削減

954,861.58kg 以下 

水使用量
2005 年度比 30％削減 

2,248.40m3 以下 

2,533.00m3 

(21.13%削減) 

(対目標値 112.66%) 

× 
2005 年度比 30％削減 

2,248.40m3 以下 

廃棄物等

排出量

2006 年度比 48％削減 

3,674.80 ㎏以下 

3,797.60 ㎏ 

(46.26%削減) 

(対目標値 103.34%) 

○ 
2006 年度比 48％削減 

3,674.80 ㎏以下 

グリーン

購入

グリーン購入事務用品

25%以上

グリーン購入件数比率 34.3 %

(対目標 137.20 %) 
○ 

グリーン購入事務用品

25%以上

環境

ＰＲ活動

環境優良商品を紹介する

展示会・セミナー講習会

の継続実施 

スプリングフェア動員 718 名 

オータムフェア動員 710 名 

(p.10,11)

㈱山善 

グリーンボールプロジェクトに

よるカーボンオフセット(p.12) 

○ 
環境優良商品を紹介する

展示会・セミナー講習会

の継続実施 

化学物質量

管理

ＰＲＴＲ法に該当する

物質の在庫量を集計 

エチルベンゼン 3 kg 
トルエン      47 kg 
n-ヘキサン    21 kg 
キシレン      19 kg

○ 
ＰＲＴＲ法に該当する

物質の在庫量集計を継続

注) 平成 29 年度北陸電力の電気事業者基礎排出係数 0.593 ㎏－CO2/kWh 
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1. 二酸化炭素排出量  

各実施事項の末尾に記載の(○、△、×)は、実施状況の年間評価です。 以下同

・目標達成のための実施事項は、以下に記載の、節電、エコドライブ、燃料節減（灯油・

都市ガス・プロパンガス）の各実施事項による。

2018年目標(2005年比24.5%削減)に対し、実績30.87 %削減で、目標達成となり

ました。前年比では、2017 年の CO2 量・963,916.41 kg-CO2、2018 年・

934,197.99 kg-CO2と、3.08 %の削減となりました。 

1.-1) 節  電 

・昼休みは、不必要箇所の照明を消す。（店頭は除く）----評価：○

・外出する場合など長時間席を離れる場合はモニター及びコンピューターの電源を落とす。

（伝票出力用の端末を除く）----評価：○

・閉店後（残業時）は使用箇所の空調、照明以外消灯する。（当番確認）----評価：○

・退社時はコンピューター、プリンター、コピー機の電源を落とす。----評価：○

・情報システムチームは２４時間稼働必要なサーバー・端末にテプラで明記し、節電行動

によるトラブルが発生しないよう管理する。----評価：○

・トイレの照明、換気扇は使用時以外消しておく。----評価：○

・出社時の空調設備は一度に全て入れない。----評価：○

・空調設備は各事業所の環境に合わせ設定温度を定め管理する。----評価：○

・一時的にでも過剰な温度設定は空調設備・電気設備に負荷を与えるだけで効果が低いの

で行わない。----評価：○

・就業時間内の業務集中に努め、ノー残業日を設定する。----評価：○

・可能な限り、入荷日・入荷時間を調整し荷受け作業による時間外労働を削減する。

----評価：○

・クールビズ・ウォームビズなど季節・環境に対応し、適切で安全な服装をする。

----評価：○

・電気またはガスを使用し、お湯を沸かす際は適量に努める。----評価：○

・倉庫で使用している高天井用照明を水銀灯から LED 照明へ切り換える。----評価：○

2017年 445,744 kwh 2018年 432,734 kwh  前年比2.91 %削減

実施事項については、全項目について、実施出来たと評価しているが、来客、昼休み、

休憩時間など席を離れる際にモニターの電源を切り、さらなる使用電力の削減に努めます。 

次年度は、 

・社内の電気製品の消費電力・稼働時間を調査し節電量を把握します 

（節電量を明確にして節電に対する意識向上を図る） 

・席を離れる際にこまめにモニターの電源を切って使用電力の節減に注力します。 
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1.-2) エコドライブ

・交通規則を守り、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなど「急」のつく運転を行

わない。----評価：○

・車両管理者は、空気圧等始業前点検を行う。----評価：○

・アイドリングストップに努める。----評価：○

・車両を離れる際は、キーを抜き施錠する。----評価：○

・出入り業者等にも敷地内でのアイドリングストップを要請する。----評価：○

 ガソリン車平均燃費 13.1 ㎞/ℓ、軽油車平均燃費 5.8 ㎞/ℓを目安に、二酸化炭素排出

量を2005年比約290 ton の削減に取り組みました。 

 結果は、ガソリン車平均燃費 11.81 ㎞/ℓ、軽油車平均燃費 5.92 ㎞/ℓ、二酸化炭素排

出量は2005年比 93.80 ton の削減 となりました。 

実施事項については、全項目について実施出来たと評価しているが、さらに改善点とし

て注文の手配違い、配達場所の間違い等による無駄な配送がありました。 

次年度は、注文の手配違い防止強化のため注文確認作業教育を強化します。 

1.-3) 燃料節減（灯油・都市ガス・プロパンガス）

・クールビズ・ウォームビズなど季節・環境に対応し、適切で安全な服装をする。

----評価：○

・電気またはガスを使用し、お湯を沸かす際は適量に努める。----評価：○

・就業時間内の業務集中に努め、ノー残業日を設定する。----評価：○

       灯油使用量：2017 年 5,218 L 2018 年 XX L 前年比 XX %XX

    都市ガス使用量：2017 年 155.0 m3 2018 年 162.0 m3 前年比 4.52 %増加

プロパンガス使用量：2017年 272.30 m3  2018年 207.80 m3 前年比 23.69 %削減  

次年度は、 

・給湯器のガス量及び設定温度を調整し、使用ガス量の節減を実施します。 

・石油ストーブの使用量削減（不必要時こまめに停止する・使用時間の短縮・設定温度管

理）に注力します。 

2. 水使用量（節水）

・散水時、清掃時また台所、トイレでの水道使用時は節水に努め、蛇口の閉め忘れが無い

か必ず確認する。----評価：○

2018年目標（2005年比 30%削減）に対し実績 29.95% でわずかに目標未達成と

なりました。2017年 2,533 m3 2018年 2,250 m3 前年比11.17 %削減

次年度は、 

・水漏れや水道機器等の故障が無いか、社内で水漏れ点検を実施します 

・使用量の掲示による意識向上を図ります
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3. 廃棄物等排出量

・価格表、見積書、納品書、請求書及び個人情報・社内機密事項の記載された書類は裏紙

として使用しない。この場合、破ったりまるめたりせず記載箇所又は全てを必ずシュレ

ッダーにかける。----評価：○

・ゴミの排出量を削減するため分別を行い、リサイクル率を高めるよう努める。

----評価：○

・使用済みコピー用紙はコピー用紙の空箱に入れ「グリーンサークル」（お取引先での環境

活動に参加）により再資源化する。----評価：○

・集金等に使用したものなど再利用に向かない封筒は、古紙の分別を行い再資源化する。

・古新聞は、依頼があれば学校・町内等の廃品回収に優先的に供出する。----評価：○

・段ボール紙、新聞紙、雑誌・カタログ・チラシは出来る限り金具等を外し、グリーンサ

ークル利用時に合わせて出し再資源化する。または、取引先の紙管製造業社の回収活動

に出し再資源化する。----評価：○

2018目標（2005年比48%削減）に対し、実績39.51 % で目標未達成となりまし

た。2018 年は弊社の大規模な展示会開催の為、印刷物、カタログ、チラシ等を廃棄した

為と考えられます。2017年 3,797.60 kg 2018年 4,274.60 kg 前年比 12.56 %

増加

実施事項については、全項目について、ほぼ実施出来たと評価しているが、若干不足し

た点としてリサイクル可・不可といった適切な分別が出来ていないことが挙げられます。 

次年度は、 

・ゴミの集積場所にリサイクルを促す掲示をし、リサイクル率を上げることに注力します。 

4. グリーン購入 

・物品購入には、可能な限り環境優良商品を優先的に購入する。----評価：○

・納入業者・仕入先に、環境優良商品の紹介を要請する。----評価：○

・納入業者・仕入先に、梱包材の簡素化又はリサイクル可能なものでの納入を要請する。

       ----評価：○

実施事項については、全項目について、実施出来たと評価しているが、次年度も、グリ

ーン購入対象商品を調査し、得意先へ優先的な購入及び商品の紹介に注力します。 

5. 環境ＰＲ活動（循環型社会への PR 活動） 

・物品購入には、積極的に環境優良商品を優先的に購入する。（グリーン購入）---評価：○

・環境優良商品を優先的に宣伝・販売する。----評価：○

・環境セミナーに参加し最新の環境情報収集に努める。----評価：○

・環境優良商品の社内・社外講習会に参加する。----評価：○

・環境展見学会の企画実施を行う。----評価：○

・納入業者・仕入先に、環境優良商品の紹介を要請する。---評価：○

・納入業者・仕入先に、梱包材の簡素化又はリサイクル可能なものでの納品を要請する

       ----評価：○
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・入荷品に入ってくる梱包材は出荷時の梱包材として再利用する。その際、送り状等の除

去、仕入先からの納品書・請求書が入る事無いよう注意する事。----評価：○

・使用済み封筒は、社内連絡用や商品の梱包用として再利用する。この際、元の宛名を消

し誤配の発生しないよう注意する。---評価：-○
・必要以上と思われる量の残っているカタログは返却等整理し、次回受入数の参考にする。

・定期配布カタログは早期に配り終える。----評価：○

・仕入先・メーカーに協力を要請し大型総合カタログ等の最新版発刊の際はお客様から旧

版の回収を行う。----評価：○

チラシ等の販促品は、マーケットを検討し適量作成する。----評価：○

ゴールデンフェア、オータムフェアともに前回開催、昨年よりも多くのお客様にご来場

いただきました。 

次年度は、 

・当社のフェアにて出品される仕入先・メーカーから環境優良商品の紹介シートを提出し

てもらい、セールスポイントとしてＰＲします。 

・社員に対して取組の実績及び次年度の目標を報告します。 

 当社のエコアクションは環境にやさしい商品を多くのお客様に見て触れていただく機会

を設け、ご紹介していくことだと考えております。

6.その他活動（紙使用量削減、化学物質管理）

・会議にはプロジェクターやホワイトボードを使用し配布資料は必要最小限にとどめる。

・会議資料は数を確認して可能な限り両面印刷を行う。----評価：○

・社内の連絡・通達事項は、サイボウズを利用し紙媒体、ファクシミリによる回覧・連絡

は必要最小限にとどめる。----評価：○

・コピー機で複数枚印刷、拡大縮小等および特殊機能を使用した場合は、次の人のために

必ず「リセット」ボタンを押す。----評価：○

・書き損じ、印刷ミスをした場合、破らずに裏紙として使用する。----評価：○

・ 確認のための印刷など保存を必要としない印刷は、用途を検討して裏紙の使用に努める。

       ----評価：○

・取扱っている化学製品の SDS を事業所内に設置する----評価：○

・SDS より含有する化学物質を把握し、年度末に在庫として購入した化学製品の数量を集

計後、ＰＲＴＲ法に該当する物質の在庫量を把握した----評価：○

その他の取組

・電話での受注は必ず復唱し、取引先名・品名・数量・納入先等の間違いが発生しないよ

うにする。----評価：△

・倉庫、配送担当者は、それぞれ検印を行い、お客様に信頼していただけるよう責任を持

って作業を行う。---評価：-○
・営業車・トラックに、期限の切れたカタログ、お客様からの返品・預かり品等が乗せた

ままにならないよう努め、整理する。---評価：-○
・納期に合わせた一括入荷、一括納品により梱包材の削減や配送の効率化に努める。

       ----評価：○
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管材センター リニューアル 

鯖江支店の環境活動をテレビで放送（福井テレビ・エコチャレふくい） 
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６月２日・３日・４日 ゴールデンフェア開催

ゴールデンフェア開催風景 

場所：福井県産業会館（福井市下六条） 
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１０月３０日 オータムフェア開催

オータムフェア開催風景 

場所：吉岡幸㈱テクノセンター（福井市二の宮） 

オリジナルエコマーク
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太陽光発電２０１８年度実績 

石盛ベイスの鋼材センター（2013年）、二の宮ベイスの管材センター（2014年）、機

工センター（2016年）で発電した電力の売電を継続しています。 

今年度は豪雪の影響で昨年度よりも約2,000 kWh少ない180,720 kWh発電しまし

た。 

石盛ベイス（鋼材センター） 

二の宮ベイス（管材センター） 
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従来から、大気汚染、水質汚濁、悪臭、騒音等について、違反はなく、周辺地域その他

からの苦情、関係機関等からの指摘、及び訴訟等もありません。

主な法規名称 要求事項 遵守状況

環境基本法 

事業活動による公害防止・環境負

荷低減・国又は地方公共団体の環

境保全施策に対する協力 

遵守 

悪臭防止法 規制地域内の規制基準遵守 遵守 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の適正処理 

保管基準・委託基準の遵守 
遵守 

特定家庭用機器再商品化法 特定家庭用機器廃棄の適正処理 遵守 

浄化槽法 保守点検及び清掃の義務 遵守 

下水道法 行為の制限等 遵守 

フロン排出抑制法 

簡易点検・定期点検の実施、充填・

廃棄等業務の法定業者への委託、

必要書類の保存 

遵守 

ＰＲＴＲ法 
該当する化学物質の管理（適正な

取扱い、取扱量把握） 
遵守 
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２０１９年度の目標

２０１９年目標

二酸化炭素排出量

２００５年度比２４．５％削減

平成 27 年度 電気事業者排出係数

0.627 ㎏－CO2/kWh を使用した場合 

水使用量 ２００５年度比３０％削減

一般廃棄物排出量 ２００６年度比４８％削減

グリーン購入
事務用品グリーン購入 

３０％以上

環境ＰＲ活動

展示会、セミナー、見学会、

研修会の実施

環境優良商品・環境配慮型商品の販売 

化学物質量管理

・取扱っている化学製品の SDS より含有する化学物質を把握

・年度末に在庫として購入した化学製品の数量を集計

・ＰＲＴＲ法に該当する物質の在庫量を集計
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全体の取組状況の評価及び見直し記録 

2019 年 6月 1日 

代表者 
環境管理
責任者 

吉岡 黒川 

① 環境管理責任者は以下のことを確認し、必要な処置を取ります。 

    問 題 点 対策・改善内容 

環境目標・環境活動計画

が予定通りか 
適 

・水使用量が目標未達成

・ユーザーの意識が経済

状況の変化もあり、価格

が優先されている。 

・点検の結果、漏水が発見され

たので、修繕を実施 

・各種展示会、講習会での啓発

で、流通商社としての意識を高

めていく。 

法律を守っているか 適 

遵守している  

前回の全体評価により

行われた改善の効果 
有 

PRTR 法・消防法に係る商

材の保管方法の明確化。

各事業所それぞれの在庫商材の

ＳＤＳ及び化学物質量の管理を

実行した。 

取組活動が、事業所に

とって有意義かどうか
有 

意識を植え付けるのに

は成功したと思うが、未

だ結果は歩留まりして

いる。 

結果に満足せず、紙、ごみ、電

気、水道水の削減を継続してい

く。 

② 代表者は、①の結果より以下のことを行います。 

 必要性 変更の内容 

環境方針の内容変更 

有 ・ 無

特にありません。 

環境目標、環境活動計

画の内容変更 

有 ・ 無

変更はありませんが、現状の数値を維持・

向上すると同時に、展示会や講習会の開催

により、営業における環境幸動の更なる強

化に努めます。

その他、環境経営シス

テムの内容変更 

有 ・ 無

特にありません。
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総 括

この１年、企業を取り巻く環境は日本のものづくりが好調であったことにより大手

企業を中心に過去最高の業績を発表する一方で、人手不足により納期の遅延、物流の

混乱など問題が表面化した１年でありました。弊社においても、まちづくり（建設業）、

ものづくり（製造業）いずれにおいても好調であったこと、特に新幹線への納入が最

盛期となり、過去最高の売上（２１４億円）を達成することができました。 

一方で、平成最後の年度である当年は２月に２７年ぶりの福井豪雪をはじめ、６月

には大阪北部地震、７月西日本豪雨、７～８月は４０度を超える猛暑、８～９月にか

けては強力な台風直撃、９月の北海道東部地震など、自然災害が多数発生しました。

これらは地球温暖化が具体的な形として現れたことは疑う余地もありません。それに

対して一企業としてできることは何か、初心に立ち返って環境活動を推進していくこ

とが、私たちに課せられた使命であると考える次第であります。 

弊社はエコアクション２１の理念を今一度認識し遵守することにより環境活動を展

開してまいります。人類の繁栄はもちろんのこと、私たちは地球上に生かされている

という立場に立って、目的意識を確認し法令遵守を最優先とし今後もより一層力強く

推進してまいります。 

平成３１年 ３月 

吉岡幸株式会社     

代表取締役社長 吉岡正盛
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MEMO 
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