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   いつもご覧下さり、ありがとうございます。 

 

   梅雨が明け、30 度を超える日々が続き、外を少し歩くだけでも汗が出てきます。 

昼間に公園の前等を通ると夏休みに入った子どもたちが元気よく遊んでいる姿を 

  見かけます。 

 

   東京オリンピックが始まりました。 

コロナ禍で大変な中、トレーニングに励んできた選手たちの活躍する姿は、メダル 

の有無に関係なく大きな感動を与えてくれます。 

 

   「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」にある森林などが世界自然遺産登録に 

正式決定されました。生物多様性の豊かな島々を大事に伝承していきたいものです。 

 

これからも暑い日が続きますので、熱中症に、十分気を付けてお過ごしください。 
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※1 青文字下線は、「Ctrl キーを押しながらクリック」すると、リンク先が見られます。 

※2 このメルマガの内容は、興味のあるお知り合いの方に転送等されても構いませんので、 

お気軽にお使いください。 

※3 このメルマガは社内掲示したり、回覧したり、社内転送などを行って、社内の環境学習 

等にお役立てくだされば幸いです。 
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『小さい会社での SDGｓの進め方』講座 
7 月は「SDGｓの進め方」講座を 2 回開催しました。 

1 件はかごしま環境未来館講座で、「事業所での SDGｓの進め方」でしたが、新型コロナの

中、定員の 2 倍の方が参加されました。 

もう 1 件の講座は、本テーマで鹿児島県中小企業家同友会のＷＥＢ講座です。 

 

●SDGｓの基本知識 

（１） SDGｓとは 

① ＳＤＧｓとは ②ＳＤＧｓ活動への疑問  

③ ＫＥＳでの進め方：CSR と SDGｓ統合の審査規格、環境規格でのＳＤＧｓ推進 

（２）持続可能な社会形成のために 

  これまでの「経済中心」の活動が、地球環境課題・社会課題を深刻にしています。 

「経済面」だけでなく「環境面」「社会面」の視点を付加し、「人の意識変革」「事業活動の

変革」が必要となっています。 

① ＳＤＧｓの必要性 ② 地球環境・人類の危機 ③ 2021 環境・ＳＤＧｓトピックス  

④ ＳＤＧｓ17 の目標 ⑤ 地球環境問題とＳＤＧｓ ⑥ ＳＤＧｓロゴとバッジ 

⑦ ＳＤＧｓの 5 つの重要領域と日本の 8 つの優先課題  

⑧ イソップ物語『3 人のレンガ積み職人』 ⑨事業所での 4 つのメリット 

（３）日本・自治体の動向 ①日本の動き ②鹿児島県内の動き 

 

●小さい会社での SDGｓの進め方 

（１）活動のステップ： 

①SDGｓの学習 ②紐付け ③できること・やりたいことから実践  

④活動のまとめとホームページ等での発信・公表 ⑤活動の見直しとステップアップ 

（２）環境経営とＳＤＧｓ 

KES 環境経営システムでの環境面からのステップアップ方法 

① 環境負荷の削減：電気・車燃料・廃棄物・化学物質・紙などの削減  

② 資源生産性の向上：環境配慮事業、品質・コスト・安全性・納期の改善、人の育成 

③ 生物多様性：植物育成・小動物飼育・外来種駆除など  

④ 従業員満足度の向上：人の確保・育成・定着、働き方改革、女性活躍、健康経営等 

⑤ 経営革新や社会満足度の向上：経営計画・経営革新・地域貢献・地方創生など 

（３）KES ステップ 1 での SDGｓ推進：環境経営活動と SDGｓの統合  

① トップの宣言：環境と SDGｓ  

② 体制づくり・企画・調査・教育 

③ システムづくり（マニュアルや文書・記録） 

④ 実行・まとめ・発信・公表・見直し 

 活動を効果的に継続するためには、目標を定め紙に書き、みんなが見えるようにしてＰＤＣＡ

を回すことが必要です。 

https://www.tgal.org/newsletter/%e3%80%8e%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%a7%e3%81%aesdg%ef%bd%93%e3%81%ae%e9%80%b2%e3%82%81%e6%96%b9%e3%80%8f%e8%ac%9b%e5%ba%a7%ef%bc%88%ef%bc%92%ef%bc%89/
https://kagoshima.doyu.jp/


《主な業務内容》 

電気工事設計施工・空調設備 

＜KESステップ 1 登録日＞ 

2007 年 1月 

 

         安楽電気株式会社 NO.2 

 

                          

 

   

 

 

今回、鹿児島市小野町にある安楽電気株式会社を訪問しました。 

昭和 34 年に先代が創業して、電気工事業を展開しています。 

安楽社長は、鹿児島における電気業界の発展に尽力の功績で、令和 2 年に黄綬褒章を受章 

されました。 

 

「自分達の身のたけに合う環境活動を」という社長の考えのもと、

仲間の電気工事業者へも声かけられて、KES を業界合同でスタート

しています。KES を実践して効果が大きかったので、鹿児島市管工

事協同組合にも働きかけられて、ご支援頂いています。 

KES に取り組んで最も良かった点は、廃棄物の片付けが格段に 

良くなり習慣化できるようになったとのことでした。 

 平成 24 年度には、鹿児島市環境管理事業所の優良事業所を受賞

しています。 

  

１．電気使用量の削減 

 電気については専門でもあり、早めに省エネ改善がされています。 

省エネエアコンの温度設定や撹拌機の取り付け、サーキュレータや扇風機の併用、事務所 

照明・外灯へＬＥＤを導入しています。 

また休憩時間は消灯を行い、休日に出勤する場合は、いる場所だけ電灯をつける等の省エネが

習慣となっています。 

KES 登録事業所訪問記 vol.84 
 

環境改善の取組み 

KES きっかけ 

 

会社全体 

 

 

ハイビスカス 

攪拌機 

整理整頓されている倉庫 

https://www.anraku-d.jp/index.html
https://www.anraku-d.jp/index.html
https://www.anraku-d.jp/index.html
http://kenkouso.sakura.ne.jp/
https://www.kagoshima-kankouji.or.jp/
https://www.kagoshima-kankouji.or.jp/
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/hozen/machizukuri/kankyo/ondanka/kanrijigyosho/yuryo.html


２．燃料使用量の削減 

 同じ作業場に向かう際は、相乗りすることを心掛けています。 

 材料注文は急ぎを除き、届けてもらっています。 

３．生物多様性 

会社入口に鮮やかな赤いハイビスカスが咲いていました。 

道路沿いには、アジサイを植えています。 

社内には昨年の 11 月頃に頂いた胡蝶蘭があり、茎を切る等して

新たにキレイに花を咲かせていました。 

再度、花を咲かすことは難しいとのことです。 

 毎年、会社の入り口付近にツバメが巣を作るそうです。 

巣立っていく姿を見届けるのを楽しみにされています。 

今年も巣立ったと思い巣を撤去した所、まだ時々遊びに来て 

います。3 年前頃にはケガをしたツバメの子どもを社内で可愛がり

育てていました。 

 現在、オカメインコを飼っています。可愛らしい姿と声で癒されます。 

4．地域貢献 

独り暮らしをしている高齢者の電気点検のボランティアを行なっています。 

また、クリスマス時期になると、養護学校に出向きプレゼントを渡されています。 

この活動を 20 年以上継続されています。 

サンタクロースに扮し、プレゼントのお菓子を渡すと生徒たちは喜んでくれるとのこと。 

黄綬褒章受章では、関係先があってこその受章との思いがあり医療関係者に寄附を行いました。 

 

 

今後は、さらに地域貢献に取組んでいきたいと考えています。 

単発で終わるのではなく、継続的に行っていくことを大切にしたいという安楽社長の熱い思い

が伝わってきました。 

 

貴重なお時間に、取材にご協力いただき、本当にありがとうございました。 

これからの活動 

胡蝶蘭 

オカメインコ 



KES 新規･継続登録された事業所です   

 

≪KES 新規登録事業所 6 月≫ステップ 1 

 

≪KES 継続登録事業所 6 月≫ステップ 1 

 

 

 

世界自然遺産登録に正式決定 

 7 月 26 日に「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」にある森林などを世界自然遺産

登録に正式決定されました。 

 絶滅の恐れがある固有種のアマミノクロウサギやヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコが分布

し生物の多様性が残る貴重な地域と認められました。  

KES 審査登録契約書の改定・再締結  

 登録有効期間の変更（実施済）や緊急事態時審査対応等について見直して、審査契約書を改定・

再契約をしています。TGAL 管轄の KES 登録事業所へは、鹿児島県内は 4 月から事務局が各

社に契約書一式を持って伺っています。 ※来訪日時は、事前にお電話で調整します。  

鹿児島県と鹿児島市の補助金紹介 

●鹿児島県での２つの補助金事業 

①電気自動車等の充電インフラ整備事業補助金 

事業所名 所在地 登録年月日 事業内容 訪問記 

株式会社日建サービスセンター 

鹿児島県

鹿児島市  
2021/7/1 ビルメンテナンス業 － 

事業所名 所在地 登録年月日 事業内容 訪問記 

山下プランニング株式会社 

鹿児島県

鹿屋市  
2004/3/1 測量・土木設計・施工管理 

 

十文字工業株式会社 
鹿児島県

鹿児島市 
2004/7/1 

給排水衛生、上下水道工事、空調

設備工事  

石原産業株式会社 
鹿児島県

鹿児島市 
2006/7/1 

米穀雑穀類卸売業・ビルメンテナ

ンス業  

株式会社加治木建設 
鹿児島県

鹿児島市 
2010/7/1 

土木一式、とび土工、石工事業、

造園工事、舗装工事、水道施設工

事 
 

http://www.tgal.org/ems%E3%83%BB%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0/tgal%E3%83%BBkes%E3%81%AE%E4%BB%B2%E9%96%93%E3%81%9F%E3%81%A1/
http://www.keskyoto.org/
http://www.keskyoto.org/
https://www.kagoshima-env.or.jp/news/2078/
http://www.city.kagoshima.lg.jp/machizukuri/kankyo/ondanka/kakushuhojo/index.html
https://www.kagoshima-env.or.jp/news/2078/
https://www.kagoshima-env.or.jp/kccca/subsidy-electrification/
http://www4.synapse.ne.jp/nikken/
https://www.yamapla.co.jp/
http://www.tgal.org/report/kes/KES-nakama201807.pdf
https://www.jyumonjikougyou.com/
http://www.tgal.org/report/kes2/KES-nakama202005.pdf
http://www.g-ishihara.co.jp/company.html
http://www.tgal.org/report/kes2/KES-nakama202007.pdf
https://www.kensetumap.com/company/496653/
http://www.tgal.org/report/kes/KES-nakama201211_24.pdf


②自立・分散型エネルギー導入支援事業補助金 

鹿児島県の補助金事業①～②のお問合せ： 

一般財団法人鹿児島県環境技術協会 鹿児島県地球温暖化防止活動推進センター 

TEL：099-202-0128／FAX：099-284-6257 

e-mail：hojyo2021@kagoshima-env.or.jp 

受付時間 平日 9：00～17：00（12：00～13：00 除く） 

 

●鹿児島市での 3 つの補助金事業 

① 環境対応車に係る駐車場の使用料減免措置 

② 太陽光 de ゼロカーボン促進事業補助金（太陽光発電システム等の補助） 

③ 令和 3 年度次世代自動車等(FCV、EV、V2H、各種トラック・バス)の購入補助制度 

鹿児島市補助金①～③のお問い合わせ：環境局環境部再生可能エネルギー推進課 

ＴＥＬ:099-216-1479、FAX：099-216-1292 

 

          （地名は「大山之口」だが、地元の人はそう呼ぶ。）  

 

 セミの鳴き声が、暑さをさらに感じさせます。 

 今年は、赤とんぼが早くから飛んでいる気がします。 

クロアゲハは、カノコユリやオニユリをしきりに回って蜜を吸っています。 

 

大根は、毎朝の味噌汁を豊かにしています。  

 スイカはなんとか実がなるのではと思わすようにつるが伸びていますが、メロンは全滅でした。  

 キュウリは、小さなかわいらしい実がついています。 

ナスは紫の花が咲き、実が大きくなりつつあったのですが、長雨で落ちてしまいました。  

 

 梅雨末期の大雨は、さつま町付近は 2008 年の周りが海になったかと思うほどの雨でした。 

災害後に、堤防が相当高くなったのと鶴田ダムも深くなって放流することがなく無事でした。 

しかし、気候変動による大雨が続いたら、いつまた大災害になってもおかしくない状況です。 

 

柴犬・蘭は、犬種として皮膚が弱いみたいですが、長雨のせいか皮膚病になって、あちこち傷

ついていましたが、薬が効いて回復基調です。 

7 月で 7 歳になり、首輪から誕生祝のしゃれたハーネスに変わりました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

サルスベリ 

 

 

フヨウ 

 

 

カンナ ハーネスをつけた蘭 

 

https://www.kagoshima-env.or.jp/kccca/subsidy-energy/
http://www.city.kagoshima.lg.jp/machizukuri/kankyo/ondanka/kakushuhojo/index.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/saiene/machizukuri/kankyo/ondanka/kakushuhojo/kankyotaiosha.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/saiene/zeroenehojyo.html
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/saiene/jisedaijidousya/r3jisedai.html


 

●環境テレビ番組（添付資料） 

 8 月の放映予定を添付します。（☆ホームページにも掲載します☆） 

  社内・ご家庭での環境学習にご活用ください。 

☆活用方法☆ 

  ①社内に掲示 ②コピーして回覧 ③E メールで社内送付  

  ④環境テレビ番組を録画して全員で鑑賞学習 

  ⑤家で見た環境テレビの感想を話す ⑥顧客・他社・知人にも紹介 など 

 
 

NPO 法人エコサポート TGAL(ﾃｨｰｶﾞﾙ)  理事長 久留 正成 

   Think Globally Act Locally（地球規模で考え、地域で足元から実践） 

   活動推進の考え方：環境＝経営＝人づくり＝地域づくり 設立：2003 年 8 月 

事業所・家庭・自治体での環境経営・省エネ・ゼロエミッション等の促進と環境人材を育

成することにより、地域の環境保全と活性化を目指す、環境経営審査員・エネルギー管理士・

電気主任技術者・環境カウンセラー等で構成する環境・エネルギーの専門団体です。 

また中小企業診断士・技術士・ISO14001 や ISO9001 審査員・IT コーディネータ等の

専門家も多く、ご相談に対応しています。 

事務所：鹿児島市長田町 18-36 エフ・リベルテ・ナガタ 1F  

(Tel) 099-223-6425  HP: http://www.tgal.org/ 

 

 

 

主な環境活動：環境まちづくり・人づくり（環境の視点で中小企業と地域の活性化） 

①KES 協働機関活動：KES 構築講座・ｾﾐﾅｰ・ｺﾝｻﾙ・審査・交流・情報発信等 

②EA21・鹿児島市環境管理事業所の普及：ｾﾐﾅｰ・ｺﾝｻﾙ・審査等 

③環境教育（事業所・市民・学校）・エコ検定普及・出前講座・自由研究支援等 

④環境経営・環境改善・環境ビジネス・省エネ・SDGｓの支援等 

⑤環境まちづくり・地方創生の支援等 

 

「環境経営」での変革ステップの支援 

① 紙・ゴミ・電気・水・自動車燃料・化学物質等環境負荷の削減、グリーン購入 

② 品質・コスト・安全性・人材育成等生産性向上による環境負荷削減、環境配慮事業 

③ 生物多様性・自然保護（楽しく面白く活動を推進・差別化・地方創生） 

④ 人の採用・育成、技術伝承、働き方改革、健康経営、BCP（事業継続計画）、情報発信等 

⑤ SDGｓ、RE100、経営計画、経営革新、事業承継等 

 

http://www.tgal.org/%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%8B%95%E7%94%BB%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%AE%E8%96%A6%E3%82%81/%E4%BB%8A%E6%9C%88%E3%81%AE%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E7%95%AA%E7%B5%84/
http://www.tgal.org/
http://www.tgal.org/

