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1. 組織の概要

（1）事業者名及び代表者名

大阪ガスビジネスクリエイト株式会社

代表取締役社長 岩井 政道

（2）所在地

大阪市西区京町堀 １－４－１６ センチュリービル（本社）

（3）環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

環境管理統括責任者 取締役常務執行役員：水谷 弘

環境管理活動事務局 総務部 総務チーム マネジャー：南川 文恵

TEL：06-6446-4300

（4）事業内容（認証・登録の範囲）

・ビデオソフト、写真等の各種映像物の企画・制作

・情報機器及び情報システムの販売

・オフィスサービス業

・電気通信工事の施工ならびに電気通信設備の保守点検

・不動産管理、駐車場経営及び緑化事業

・各種イベントの企画及び運営

・各種施設の企画及び運営

・人材開発関連の新規ビジネスの企画・推進

・総務（人事、労務及び福利厚生に関する業務を含む）

・経理の事務処理業務

（5）事業の規模

（6）エコアクション２１認証・登録日

2008年4月15日

資本金 1億円

売上高 9,513百万円

環境管理対象従業員数
（総従業員数）

455人
（935人）

延べ床面積 1930.126 ㎡

2019年度（2019年4月～2020年3月）

2019年4月1日現在
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2.環境経営方針

地域および地球規模の環境保全は、エネルギービジネスを中心に事業展開をするDaigasグループに
とって、極めて重要な使命であります。当社は、そのDaigasグループの一員として、企業のさまざま
な業務におけるビジネスサポートをさせていただくことを大きな事業の柱としております。

環境と深く関わっているDaigasグループにあって、当社は、事業活動を通じた環境経営の推進とと
もに、従業員一人ひとりが、職場、家庭での環境行動を心がけることで、環境との調和と持続可能な
社会の発展に貢献します。

大阪ガスビジネスクリエイト株式会社  

環境経営方針  

 

Ⅰ．基本理念 

 

 当社は、ますます高まる地球環境問題の重要性、特に深刻化する地球温暖化への

対応が人類共通の重要課題との認識に立ち、総務部が推進母体となり、「Ⅱ.行動指

針」に定めた、事業活動における省エネルギー・省資源への取り組みによる環境負

荷の低減、環境行動や環境関連法規の順守および知識・意識を高める教育・啓発実

施による人材の育成を実行することにより、持続可能な社会の発展と事業の持続

的な成長を実現する環境経営を推進します。  

 

Ⅱ．行動指針 

 

１． 環境マネジメントシステムに則り、環境活動の継続的な維持、改善を  

図ります。 

 

２． 以下の項目を環境活動重点テーマとして取り組み、環境負荷の低減とともに

コストダウンを実現します。  

①  電力ならびにガソリン使用量削減による二酸化炭素排出量の削減  

②  廃棄物の削減と再生利用への貢献  

③  水道水の使用量削減  

④  エアコン運転量の削減（室内空調温度の調整）  

⑤  事務用紙使用量の削減 

⑥  グリーン購入の推進  

⑦  従業員の環境意識を高める情報発信、啓発  

⑧  事業活動を通じた環境負荷低減への貢献  

 

３． 環境関連法規制、条例等を順守します。  

 

４． 環境教育、啓発活動により全社員の環境意識を高めます。  

 

５． 環境への取り組みを環境活動レポートとしてとりまとめ公表します。  

 

制定：２００７年８月 1 日 

改定：２０１９年４月 1 日 

代表取締役社長 

岩井 政道 



5

3-1.環境管理体制図

2007年7月31日 制定
2019年4月 1日 改定

※指定管理施設のうち長岡京市中央生涯学習センターは対象範囲外とする

0

代表取締役社長

環境管理

統括責任者

環境管理活動事務局

拠点

会議組織

＊ は認証登録範囲外

経営会議

環境管理

担当者会議

内部

環境監査責任者

業務担当者

（本社事務所）

・施設運営事業部

環境管理責任者

業務担当者

(ガスビル事務所)

ＨＲ事業本部 ＡＳ事業本部事業開発本部

・人材開発事業推進部

・営業開発部

・用地事業部

・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ戦略部

各環境管理責任者

グループ事業本部

・情報通信事業部

・オフィスサービス事業部

各環境管理責任者

環境管理担当者

・会計事業部

・経費経理事業部

・器具経理事業部

・ｸﾞﾙｰﾌﾟ経理事業部

各環境管理責任者

・人事ｻｰﾋﾞｽ事業部

・人事ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部

各環境管理責任者

管理本部

・総務部

・企画部

・監査室

各環境管理責任者

施設運営事業本部

環境管理担当者 環境管理担当者 環境管理担当者 環境管理担当者環境管理担当者

拠点指定管理施設
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職名 役割・責任・権限

代表取締役社長

・環境経営に関する統括責任
・環境管理活動の実施に必要な、人、設備、費用、時間、技術者を用意
・各部環境管理責任者を任命
・代表者による全体の評価と見直しを実施

環境管理統括責任者

・環境管理活動に関する統括責任
・環境管理活動実施計画書を承認
・環境教育訓練計画・実績の承認
・環境コミュニケーション記録の確認
・各種手順書の承認
・法規制等の要求事項登録簿を承認
・活動実施結果の代表者への報告

内部環境監査責任者 ・環境内部監査の実施、報告

経営会議
・環境管理活動体制の承認
・環境方針、環境目標の承認
・環境活動レポートの承認

各部環境管理責任者 ・自部門における環境管理活動実施責任者

各部環境管理担当者
・各部門従業員への活動内容伝達、啓蒙
・各部門での環境管理活動実施の調整
・各部門従業員への教育の取りまとめ

従業員
・環境方針を理解と環境への取組の重要性を自覚
・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

環境管理活動事務局

・経営会議、環境管理担当者会議の事務局
・環境への負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施
・「環境関連法規等チェックリスト」の作成
・環境目標・環境活動実施計画書原案の作成
・環境活動実施計画の実績集計
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口
・環境活動レポートの作成、公開(事務所に備付けと地域事務局への送付)

3-2.役割・責任・権限
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4.環境目標・計画及び実績

目標項目 単位

基準年度

活動内容

実績 過去の推移

2019年度 2018年度 2017年度

基準値
達成率 達成率 達成率

実数値 実数値 実数値

①電力・ガソリン使用量
削減による二酸化炭素
排出量の削減

Kg-CO2

2010年度 ・節電 (不要照明消灯、ﾌﾘｰｱﾄﾞﾚｽに
よる待機電力削減）

・省エネ車両への入替
・ノー残業デイの導入

115% 114% 112%

145,928 113,044 116,075 122,510

②一般廃棄物の削減 ｋｇ

2014年度 ・分別廃棄の徹底
・事務用紙使用量削減による

シュレッダーゴミ削減
・簡易包装商品の優先購入
・マイコップの推奨

139% 142% 167%

15,165 8,752 8,426 8,830

③水道水使用量の削減
（啓発活動）

－

2008年度
・事務局からの節水の呼びかけ
・情報発信

12回 12回 12回

12回

④事務用紙使用量の削減 千枚

2008年度
・両面、割付印刷の徹底
・プロジェクター投影の活用
及びペーパレス会議の推進

・ｶﾝﾀﾝ私書箱ﾌﾟﾘﾝﾄによるミスコピー
の減少

・電子化の推進

126% 131% 125%

1,889 1,226 1,163 1,374

⑤事務用品の
グリーン購入比率

％

2008年度
・文具・事務用品のグリーン購入推進

109% 125% 137%

55% 72% 81% 88%

⑥エアコン運転量の削減
（チェック）

－

2008年度
・朝始業時等、適宜、室内エアコン
設定温度チェックの実施 毎日 毎日 毎日

毎日

⑦環境意識を高める
情報発信・啓発活動

－

2008年度
・事務局から各部環境管理担当者を
通じて、環境活動啓発j情報の発信

・掲示板や社内報を利用した情報発信
12回 12回 12回

12回

⑧事業活動を通じた
環境負荷低減への貢献

－ － 各事業部にて毎年度実施
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5.環境活動取組結果とその評価
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排出量（Kg-CO2）

【目標】2019年度

【実績】2019年度

目標①
電力・ガソリン使用量削減による二酸化炭素排出量の削減

【総評】

2012年度、本社事務所内の蛍光灯をLEDに交換した際の効果が継続している。
昼休み時の消灯や、未使用時のＰＣ画面の節電設定なども浸透しており、電力・ガ
ソリンともに削減目標を達成、トータルで二酸化炭素排出量の削減につながった。

※電力のCO2排出係数（0.523Kg-CO2/ｋWh）

☑ 節電（不要照明消灯、フリーアドレスによる待機電力削減
☑省エネ車両への入替え
☑ノー残業デイの導入

目標 実績 達成率 評価

CO２排出量削減
（ｋｇ－CO2）

134,254 113,044 115.8％ 〇
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目標②
一般廃棄物の削減

【総評】

引き続きゴミの分別の徹底をはかるとともに、マイコップの使用を推奨しての紙
コップ使用数の削減や、事務用紙の使用量削減に伴うシュレッダーゴミの減少に努
め、対象人数が増えたものの総排出量を減らすことができた。

☑ 分別廃棄の徹底
☑ 事務用紙使用量削減によるシュレッダーゴミ削減
☑ 簡易包装商品の優先購入
☑ マイコップの推奨

目標 実績 達成率 評価

一般廃棄物の削減
（kg）

14,406 8,752 139.2％ 〇
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目標③
水道水使用量の削減（啓発活動回数）

【総評】

水を使用するトイレと給湯室へのメッセージ掲示に加え、掲示板を使用した啓発活
動を継続した。

実施例

１．トイレと給湯室にメッセージを掲示（継続）

目標 実績 達成率 評価

啓発実施回数 12回
（月1回）

12回
（月1回）

100％ 〇

☑事務局からの節水の呼びかけ
☑情報発信
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【目標】2019年度

【実績】2019年度

目標④
事務用紙使用量の削減

【総評】

複合機の入替えにより、多くの機種で私書箱プリントが可能になり、ミスプリント
や無駄なプリントの削減に成功。ＰＣを持ち込んだり、プロジェクタで映し出す
ペーパーレス会議も引き続き継続している。

☑両面・割付印刷の徹底
☑プロジェクター東映の活用およびペーパーレス会議の推進
☑カンタン私書箱プリントによるミスコピーの減少
☑電子化の推進

目標 実績 達成率 評価

事務用紙の使用量
（枚）

1,662,510 1,225,804 126.3％ 〇
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購入比率（％）
【目標】2019年度

【実績】2019年度

目標⑤
事務用品のグリーン購入
＊（購入比：環境商品購入総金額/事務用品購入総金額）

【総評】

長年のグリーン商品購入推進の啓発もあり、購入申請者・発注者双方のグリーン購
入への意識は高いものの、グリーン購入対象となる商品自体が年々減少傾向にあ
る。年間で目標を達成したものの、未達成になる月が今年度も見受けられたため、
次年度は目標の見直しを考えたい。

☑文具、事務用品のグリーン購入推進

目標 実績 達成率 評価

グリーン購入比率
（％）

66％ 72％ 109％ 〇
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目標⑥
エアコン運転量の削減（ビズ期間中室内空調温度の調整）

実施例

１．エアコンの周辺に貼紙を掲示（継続）

【総評】

事務局や各部の環境管理担当者が事務所内のエアコン温度の設定を適宜確認。ま
た、リモコン部分に適正な温度表示を貼りつけることで、「見える化」を図り、適
正温度の維持に努めた。

☑朝始業時等、適宜室内エアコン設定温度チェックの実施

目標 実績 達成率 評価

エアコン設定温度の
チェック実施回数

毎日
夏季5月～9月
冬季12月～2月

毎日
夏季5月～9月
冬季12月～2月

ー 〇
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目標⑦-1
環境意識を高める情報発信・啓発活動

目標 実績 達成率 評価

啓発実施回数 12回
（月1回）

12回
（月1回）

100％ 〇

☑事務局から各部環境管理担当者を通じて、環境活動啓発情報の発信

１．【エコアクション２１通信】の配信

実施例

                                                     2019年 5月 27日 

                                                           エコ事務局 

エコアクション２１活動通信 ４月 

従業員のみなさまへ 

 

日頃は環境活動へのご協力ありがとうございます。 

 

環境管理活動事務局より４月の活動状況についてご連絡します。 

 

『活動結果 2019 年４月』 

◎：単月・累計ともに達成、○：単月または累計が達成、×：

単月・累計ともに未達成、－：データなし 

  

  

  

  

  

  

  

 

《４月の状況》 

 単月、累計ともに全項目目標を達成しています。 

  

《環境の info》 

  今年も５月１日からクールビズが始まりました。 

  夏季の冷房温度を適正な水準とする空調エネルギーの削減も地球環境を守るために大切です。 

  OGBCでも冷房温度は２８℃を適正水準としています。 

  空調メーカーダイキンの調べによると、エアコンの温度をたった１℃上げるだけで、なんと約１０％もの節電になる 

  そうです。「ちょっと暑いな、エアコンの温度を下げよう！」と安易に行動していませんか？ 

  少し気を付けるだけで、費用削減につながりますし、地球にも優しい対応になります。 

  ご協力をお願いします。 

   

  全社 

節電（CO2削減） ◎ 

ガソリン（CO2削減） ◎ 

ゴミ削減 ◎ 

事務用紙使用削減 ◎ 

事務用品のグリーン購入 ◎ 
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目標⑦-2
環境意識を高める情報発信・啓発活動

２．掲示板を活用しての情報発信

【総評】

毎月1回、数値目標に対する実績等の情報発信と、啓発活動を兼ねた【エコアク
ション21通信】をグループウェアおよび掲示板への掲載にて全従業員向けに配信。
また、給茶機の紙カップホルダーやエアコンのリモコン付近など、その動作をする
場所に注意喚起・啓発の掲示物を貼り、見える化をはかることで、従業員一人ひと
りの意識向上に努めた。

社の活動方針および
毎月の活動結果、
エコアクション通信を掲示

３．その動作をする場所での注意喚起（見える化）

給茶機横、紙コップの取り出し口に、
一つ当たりの単価を掲示

（マイコップ推奨のための啓発活動）
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事業開発本部① 営業開発部

事業内容
営業開発部
・営業全般
・当社の提供するサービスに関する対外窓口
・情報インフラ、デジタル化、システム開発等に関する業務
・CADシステムに関する業務
・情報化ソリューションを活用した委託業務

● ペーパーレスＦａｘシステムの提案、販売
● 得意先のグリーン購入ポリシーにあわせた製品の提供
● 事業部印の押印申請書のデータ化による事務用紙削減
●環境問題に寄与するＩＴ商材の拡販
● 事務用品購入時のカタログへ、グリーン購入推奨のステッカーを貼付
● エコあまフェスタ2019 大阪ガスブース運営受託＜6/8＞（資料1）
● 第6回かどまエコフェスティバル 大阪ガスブース運営受託＜10/27＞（資料2）
● 天然ガストラック試乗会 運営受託＜11/16＞（資料3）
● 京都環境フェスティバル2019大阪ガスブース運営受託＜12/7.8＞（資料4）
● 業務用車両の燃費向上

環境に関する取り組み

資料１

資料3 資料4

資料2

目標⑧
事業活動を通じた環境負荷低減への貢献

各事業部において、事業活動における独自の環境負荷軽減施策を実施
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事業開発本部② 用地事業部・人材開発事業推進部

事業内容
用地事業部
・駐車場の運営管理
・ 不動産の管理、有効活用、売買・賃貸借の仲介 等

人材開発事業推進部
・ MOTスクール、企業研修の企画提案、運営
・人材開発関連の新規ビジネスの企画・推進

● 月1回、業務用車両の点検を対象者全員で実施 (資料1)
● セレパークの看板に「ストップ！アイドリング」を標準で記載
● 新設駐車場の照明は原則としてLEDを採用、既存駐車場についても料金看板は
LED照明に交換済み（資料2）

● 業務用車両にサンシェードを配布（資料3）
● 業務の特性を考慮した車種の選択
● 業務用車両運転対象者にエコドライブ10のすすめリーフレットを配布
● 文房具・備品注文表にグリーン商品かどうかのチェック欄を設ける
● 事務用品購入時のカタログへ、グリーン購入推奨のステッカーを貼付（資料4）

環境に関する取り組み

資料1 資料2

資料4

資料3
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グループ事業本部① オフィスサービス事業部

事業内容

環境に関する取り組み

親会社およびグループ会社に関わる各種業務受託
・オフィスサービス業務、メール業務
・社内便等の運行管理
・営業提案書作成支援業務
・申請書作成、届出業務
・出版物・各種カード類・その他印刷物の制作
・文書の保存管理および機密文書の廃棄 等

● 受付業務のペーパレス化
● 「書類の電子化」作業業務を受託
● 設置する自動販売機を24時間消灯、古い機種を省エネタイプの機種に交換
● 段ボールのリユース（資料1）
● 月１回のチーフ会議をペーパーレスで運営（2016年度から継続）

● 請負業務で使用する車を低燃費車両で運用
● Kintoneによる電子決裁システムにより物品購入時の決裁書類削減

資料１
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グループ事業本部② 情報通信事業部

環境に関する取り組み

・情報インフラに関する業務
・モバイル（携帯電話等）に関する業務
・電話交換設備の設計、建設および維持管理ならびに賃貸
・無線、テレメータ、地震計、計装設備の建設および維持管理
・電気工事、ＯＡ機器配線工事（ＬＡＮ工事）の設計、施工
・放送設備、映像設備の設計、施工
・土地管理（土地境界立会等を含む）・緑化管理

● 業務用車両の点検と車内整理を励行（毎週1回、管理者も同行）
● 安全と燃費にも配慮した業務用車両の選定。(資料1)
● 業務用車両の利用に関する燃費目標の設定とエコドライブの推奨。
● 業務用車両に「エコドライブの実践」啓発ステッカーの貼り付けと「エコ

ドライブ10のすすめ」リーフレットを配布し運転時の携行を励行(資料2)
● 事業部印の押印申請書のデータ化による事務用紙削減
● 注文書の送付、注文請書の受領をFAXからメールへ変更し事務用紙削減
● 保全業務用測定機器の電池を充電式にすることで廃棄電池を削減
● 事務用品購入時のカタログへ、グリーン購入推奨のステッカーを貼付（資料3）

積載量が大きい

脚立、梯子が積載可能 脚立、梯子が積載可能

再ﾘｰｽに伴い緊急停止

機能付を選択

選定理由 選定理由

1号車 環境ラベル

車種
キャラバン(4WD)

用途
高圧ST、中継所の点検、工事

選定理由
積載量が大きい、悪路走行が可能

悪路走行が可能

コンパクト
悪路走行が可能

コンパクト
悪路走行が可能

ハイエース(4WD)

5号車 環境ラベル 6号車 環境ラベル

車種 車種
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ(4WD) ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ(4WD)

用途 用途
中圧Gの点検、工事 中圧Gの点検、工事

2号車 環境ラベル

車種

用途
高圧ST、中継所の点検、工事

選定理由

事業内容

資料１

資料2

資料3
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施設運営事業本部

事業内容

環境に関する取り組み

・企業のショールーム・広報施設、行政機関の施設等の運営企画・運営管理およびその統括管理
・キャンペーン、プロモーションイベントの企画・運営
・展示会および研修会、セミナー、講演会等各種イベントの企画・運営
・カタログ、パンフレット、チラシ、ポスター等印刷物の企画・製作

● 大阪ガスより運営を受託している「ガス科学館」「姫路ガスエネルギー館」での
環境啓発活動を継続実施（小学生向けに環境に関する展示、講座、ファミリー向けの
環境に関するイベント等）

● 吹田市立岸部市民センターおよび吹田市立千里丘市民センターでは、キャップアー
トの作品づくりを実施。家庭で出たペットボトルのゴミからキャップを集め、展示
終了後、集めたキャップは世界へワクチンを送る支援活動に繋げている。(資料1)

● 大阪市立住吉区民センターでは継続的にトイレットペーパーの芯を使った作品作り
を実施（資料2）

● 堺市立西文化会館では廃材の牛乳パックとLEDランプを利用したランタン作りを実
施。楽しみながらエコへの意識が高まるイベントや講座を企画実施している（資料3）

資料2 資料3

資料１
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AS事業本部

事業内容

環境に関する取り組み

・親会社およびグループ会社の経理業務全般の受託

● 本部内会議におけるペーパレスの標準化
●毎日昼休みにおける本部内一斉消灯の実施
● 分別回収の徹底（資料１）
● 毎週水曜日夜の早期消灯推進（資料2）

※超集中タイム：午前10時～12時とノー残業デーの設定は主として労働時間削減を意図した取組み

ではあるが、環境への波及効果も併せて狙ったもの

資料１ 資料2
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6.その他の環境コミュニケーション実績

【経営会議】
環境管理体制、四半期ごとの活動状況、「環境活動
レポート」の発行についての報告を実施。

【環境管理担当者会議】
年に3回の活動状況の情報共有、進捗状況への対応策
協議、活動計画の案内を実施。

【環境教育】
日程 ：2019年11月1日～2019年11月15日
方式 ：社内インターネットWBTによる教育
対象者：認証登録範囲の全従業者 449名
内容 ：全15問

・地球温暖化対策
・Daigasグループ基礎知識
・OGBC活動内容 等

【その他】
１．本社センチュリービルでの消防訓練への参加

（2019年12月６日）
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目標項目 単位

基準年度

活動内容

目標・計画

基準値 2020年度 2021年度 2022年度

①電力・ガソリン使用
量削減による二酸化
炭素排出量の削減

Kg-CO2

2010年度 ・節電 (不要照明消灯、ﾌﾘｰｱﾄﾞﾚｽに
よる待機電力削減）

・省エネ車両への入替
・ノー残業デイの導入

9％削減 10％削減 11％削減

145,928 132,794 131,335 129,875

②一般廃棄物の削減 ｋｇ

2014年度 ・分別廃棄の徹底
・事務用紙使用量削減による
シュレッダーゴミ削減

・簡易包装商品の優先購入
・マイコップの推奨

6％削減 7％削減 8％削減

15,165 14,255 14,103 13,951

③水道水使用量の削減
（啓発活動）

－

2008年度
・事務局からの節水の呼びかけ
・情報発信 12回 12回 12回

12回

④一人当たり
事務用紙発注量の削減

枚

2019年度
・両面、割付印刷の徹底
・プロジェクター投影の活用
及びペーパレス会議の推進

・ｶﾝﾀﾝ私書箱ﾌﾟﾘﾝﾄによる
ミスコピーの削減

・電子化の推進

1％削減 2％削減 3％削減

9,500/人 9,405 9,310 9,215

⑤事務用品のグリーン
購入推進（啓発活動）

－ －
・年間を通し、文具・事務用品のグリーン購入を推進
（グリーン購入率の数値は記録として毎月残す）

⑥エアコン運転量の
削減（チェック）

－

2008年度
・エアコン設定温度チェックの実施

（対象期間）
夏季5月～9月
冬季12月～2月

毎日 毎日 毎日

毎日

⑦環境意識を高める
情報発信・啓発活動

－

2008年度
・事務局から各部環境管理担当者を
通じて、環境活動啓発j情報の発信

・掲示板や社内報を利用した情報発信
12回 12回 12回

12回(月1回)

⑧事業活動を通じた
環境負荷低減への貢献

－ － 各事業部にて毎年度実施

7.環境活動計画
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8.環境関連法規等への違反、訴訟等の有無

主な適用法規 要求事項 適・非

環境基本法 事業活動に伴う公害の抑止 適

地球温暖化対策の推進に関する法律 温室効果ガス排出削減活動 適

環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の
推進に関する法律

従業員環境教育の推進 適

水循環基本法
水の適正利用、水循環施策への協力

適

循環型社会形成推進基本法
廃棄物の抑制

適

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（廃棄物処理法）

廃棄物の処理方法
適

資源の有効な利用の促進に関する法律
（リサイクル法）

パソコン廃棄時のリサイクル
適

容器包装に関わる分別収集および商品化の促進
などに関する法律（容器包装リサイクル法）

分別排出の協力
適

特定家庭用機器再商品化法
（家電リサイクル法）

冷蔵庫、テレビ廃棄時のリサイクル 適

国などによる環境物品等の調達の推進等に
関する法律（グリーン購入法）

環境物品の購入 適

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に
関する法律（小型家電リサイクル法）

扇風機、掃除機廃棄時のリサイクル
適

消防法 消火器の点検 適

大阪府環境基本条例 事業活動に伴う公害の防止 適

大阪府自然環境保全条例 自然環境の保全施策への協力 適

大阪府生活環境の保全等に関する条例
(流入車規制条例)

適合車等標章の表示、荷主等による車種規制
地域および国内外における環境改善への貢献 適

大阪府循環型社会形成推進条例 循環型社会の形成を推進 適

Daigasグループ環境行動基準
事業活動における環境負荷の軽減地域および
国内外における環境改善への貢献

適

【総評】

環境関連法規制等は遵守されている。
なお、関係当局よりの違反・訴訟等の指摘は、過去3年間、またそれ以前もなし。
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9.代表者による全体評価と見直しの結果

弊社は、2008年4月15日にエコアクション２１認証・登録を取得し、10年
を超えました。2019年度、環境活動目標に関しては、下記の環境活動重点
テーマ8項目の全てにおいて、全社の年度目標を達成しております。

各部においても、事業の特性に沿った環境活動を積極的に実施しており、
認証より10年以上が経過した今、エコアクションの精神が、事業部ごとに、
また社員一人ひとりにしっかりと浸透していることを実感しています。

次年度の2020年度も、社内での活動継続に加え、当「環境活動レポー
ト」による情報公開を継続し、活動をより有意義なものにしていきます。
また、全社員がエコに関する意識を高く持って、目の前の課題に向き合う
とともに、会社全体としても、環境に対する各種取り組みを通じて環境経
営を推進し、社会全体に対して環境負荷軽減のさらなる貢献を目指し、邁
進して参ります。

大阪ガスビジネスクリエイト株式会社
代表取締役社長 岩井 政道

① 電気・ガソリン使用量削減による二酸化炭素排出量の削減
② 一般廃棄物の削減
③ 水道水使用量の削減
④ 事務用紙使用量の削減
⑤ 事務用品のグリーン購入比率
⑥ エアコン運転量の削減
⑦ 環境意識を高める情報発信・啓発活動
⑧ 事業活動を通じた環境負荷低減への貢献




