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ごあいさつ

中国電力では，１９９３年１月「中国電力環境行動計画」を策定し，地球
温暖化問題や循環型社会形成，生物多様性への配慮などの事業環境を取り巻
くさまざまな環境問題に対し積極的に取り組んでいます。鳥取支社において
は，本社の行動計画をもとに「環境方針書」をかかげ，日常業務に密着した
環境管理活動を日々展開しているところです。

私たちが生活する鳥取県は，鳥取砂丘・山陰海岸ジオパークや大山といっ
た豊かな自然環境に囲まれています。その中で鳥取支社も地域社会の一員と
して，鳥取砂丘除草ボランティアや鳥取駅近くの山白川清掃活動など地域の
環境保全活動の実践につとめています。また，環境教育の分野においては，
次世代を担う子供たちの環境学習に，少しでもお役に立てるよう，毎年６月
の環境月間に鳥取県東部地区の小学校を中心に環境図書の寄贈を行っていま
す。

日常業務面では，省資源・省エネルギー運動として「エコ・オフィス活動
」やゼロエミッションを目指した「ごみ等減量活動」を続けています。事業
活動に伴う環境への取り組みでは，グループ企業の「グループエコ製品」推
奨による環境負荷低減を地元企業の皆さまにご提案しています。

私たち鳥取支社は，今後も他の県内事業所と連携しつつ，地域の皆さまに
対し当社事業活動の情報発信につとめ，地域の皆さまからのご期待やご要望
にお応えしながら，エネルギーに携わる企業として環境保全・経済成長・エ
ネルギーセキュリティの同時達成による持続的発展が可能な社会の実現に貢
献できるよう努力を続けてまいりたいと考えております。

このたび一年間の環境管理活動を事業所環境レポートにまとめましたので
，是非ご一読いただき，私たちの取り組みに対して，忌憚のないご意見を賜
りますよう，どうぞよろしくお願い申し上げます。

写真平成２６年 ４月
執行役員
鳥取支社長

芦 谷 茂
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鳥取支社は，持続的発展が可能な社会の実現を

目指した「中国電力環境行動計画」を踏まえ，地域

のみなさまに信頼される事業所を目指して日々の業

務に取り組み，積極的な環境保全活動を展開してい

ます。

展開にあたっては，環境管理の仕組みとして環境

マネジメントシステムを構築し，PDCAの管理サイクル

をまわすことで継続的改善を図り，環境負荷低減に

向けた活動を行っています。

環境管理

■環境マネジメントの推進

鳥取支社環境方針を掲げ，的確かつ

効率的な環境マネジメントに取り組んで

います。

環境方針
１．環境に関する法律・条例・協定等および当支社が認める

その他の要求事項を遵守し，環境負荷の低減と環境汚染

の防止に努める。

２．日常業務における「エコ商品提案活動」「電気自動車の

導入」等により，省資源・省エネルギーを普及・推進する。

３．廃棄物の適正処理，３Ｒ（リデュース・リユース・リサイク

ル）の推進により再資源化率の向上に努める。

４．環境管理目標，計画を策定し，定期的に見直しながら環

境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの継続的改善を図る。

５．ふれあいホールや出前授業による，環境・エネルギー教

育への支援を通じ，次世代教育の充実を図る。

６．環境への取り組みを広く情報公開するとともに，自主的

な環境保全活動の実施や積極的に地域清掃ボランティア

との協同により，地域・社会とのパートナーシップを深める。

平成２５年７月１日
鳥取支社長

芦谷 茂
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環境マネジメントシステムの推進体制は，支社長をトップと

して支社長が任命した「環境管理推進者」のもと各業務担

当が環境方針の実現に向けた活動を実施しています。
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環境管理推進者写真

環境管理推進者
副支社長
清水 茂

体制および責任

環境委員会
・設置目的：事業所の環境問題
への取り組みに関する重要事
項を審議
・委員長：副支社長
・委 員：各担当マネージャー
・事務局：環境管理推進事務局

環境委員会〔頻度：随時〕

環境管理推進者

【支 社 長】

グリーン
トレーナー

各業務担当
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

鳥取支社は，支社建物（鳥取市新品治町），中電ふれあ
いホール（鳥取市片原一丁目）を拠点として，主に地域社
会・お客さまとの良好なコミュニケーションの維持やグ
ループ営業の推進を中心とした事業活動を行っています。

この中で環境に影響を与える項目として，電気・水・燃
料の使用や事務用紙の使用などがあげられます。

また，環境負荷だけでなく，ゼロエミッションの取り組み，
地域の清掃活動など環境に良い影響をあたえるものも環
境影響項目として積極的に抽出し，環境管理目標とする
ことで地球温暖化防止や循環型社会形成および環境保
全の推進につとめています。



環境管理目標項目 目標値 実施方策

電気使用量の削減 ●エコオフィス活動の徹底

Ｈ２４年度実績 ・昼休みの消灯，部分消灯 ６０２，９４９

７０２，０７２ｋｗｈ
・窓際の明るいところは照明のス
イッチを切る

ｋｗｈ

以下 ・終業時以降は残業する人の席
上のみ照明をつける
・パソコン不使用時のふた閉じ，
長時間離席時の電源オフ

・下階，最寄階（１～３階）への
移動は階段利用

自動車燃費の向上 ●片道２㎞以内の自転車,電動
自転車の積極的 活用
●出張時の公共交通機関の利
用

１５．６８km/L

●電気自動車の積極的活用
●アイドリングストップ，空気圧・
積載荷物の点 検等
●エコ運転の励行（ゆっくり運

転・ゆっくり加速）
水使用量の削減 ●洗い水

Ｈ２４年実績
・歯磨き，うがい，コップ洗浄時
に出しっぱなしにしない Ｈ２４年実績

　　１０％低減 ●散水 ４９．５％低減

４，１６５以下 ・蛇口の水量調節を的確に行
い，排水溝へ溢水がないよう に
する

２，２９４㎥

・散水時間は，乾土の具合に応
じて行う

（再資源化率の向上）

廃棄物
再資源化率

●廃棄物の分別収集の徹底に
よる再資源化の促進 ９１．２％

９０％以上 ●リサイクル可能なものについ
て，できる限り有効利用を目指
す

全社員への環境教育の
実施 受講率１００％

●環境マネジメントシステムに基
づく一般教育，特定教育，グリー
ントレーナー教育の実施

１００％
支社とグループ会社の社員
１０１名が受講しました。

環境保全活動の実施 ●環境月間行事(６月)

●鳥取砂丘除草ボランティア
（９月）

漏水箇所の修理工事を実施
し，大幅に改善しました。

エコオフィス活動の節電効
果により減少しました。

電気自動車の活用により，
ガソリン車の利用を減らしま
した。
また，エコ運転の実践によ
り，燃費向上に努めました。

年２回 年２回

各部署の担当者が輪番で，
ごみ回収コーナーの分別状
況を毎月チェックしました。

鳥取駅南山白川の清掃
27名
鳥取砂丘除草ボランティア
19名

計　　　　　　　　　　画 実施結果の評価
次年度への反映結果

ゼロエミッションの取り
組み

Ｈ２４年度実績
１５．０７km/L
以上

中国電力環境行動計画に基づき設定している全社環境管理目標の２０１３年度目標を踏まえるとともに，鳥取支

社の業務運営に伴い発生する環境負荷や業務に密着した環境活動を抽出，評価した結果をもとに，環境管理目

標を設定し，環境負荷の低減や地域の環境改善に向けた取り組みを推進しています。

２０１３年度における目標と実績は以下の表のとおりです。
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環境管理目標と実績

２０１３年度 環境管理目標への取組み結果報告 鳥取支社

取り組み結果をもとに評価・見直しを行い，継続的改善につなげ，環境負荷のさらなる低減に努めていきます。



「どんな特徴がありますか？」「エコオフィス活動」
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TOPICS

グループ事業推進担当では，グループ各社が提供している製品・サービスのう

ち，特に環境負荷低減・省エネルギーの面で優れた性能を有する「グループエ

コ製品」の提案活動を実施しています。その中で省エネルギー給湯器「エコ

キュート」とＬＥＤ照明機器の普及によるに二酸化炭素の削減量を環境管理目

標に掲げています。

《「エコキュート」「ＬＥＤ照明」普及による二酸化炭素削減量》

Ｈ２５年度の目標：１３０ｔ-CO2→実績：１５４．８ｔ-CO2

TOPICS

■環境管理目標の取り組み状況

エコ・オフィス実践項目

【照明】 ①昼休み・残業時には不要な場所の照明は消灯する。 ②トイレ・廊下等は支障のな

い範囲で蛍光灯を少なくする。 ③会議室や湯沸し室等の照明は，使用後必ず消灯する。 ④照度

に支障の無い蛍光灯は取り外す。

【空調機】 ①冷房室温は２８℃，暖房室温は２０℃を目安に適正な温度管理に努める。会議室の

空調機は，使用後必ず停止する。 【ＯＡ機器】 ①パソコン不要時はフタを閉じる。

【エレベーター】 ①近隣階（１～３階程度）への移動は，階段を利用する。 ②２台のエレベーター

うち１台を停止する。

【エコ・ドライブ】 ①駐停車時のアイドリングストップに努める。 ②経済速度での走行に努める。

③急発進・急加速はしない。 ④近距離外出時は自転車を利用する。⑤電気自動車の積極的活

用。 ⑥可能な限り公共交通機関を利用する。

「環境に優しい『グループエコ製品』の紹介活動」 ・・・グループ事業推進担当

「廃棄物の再資源化率の向上」
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「環境月間」

■こんな取り組みをしています

環境図書の寄贈

清 掃 活 動

「みなさんの環境学習に活用してください。」

「川辺の雑草を取り除きました。」



電気自動車の導入

当社は２０２０年度までに累計７００台の導入を目指しています。鳥取支社にも平成２２年４月から日常業務で

の移動手段として毎日活躍しています。市内近郊の利用が中心ですが，普通の軽自動車と比べ，音も静かで

スムーズに走行することができます。また走行中にＣＯ2を全く排出しないため，ＣＯ2排出量削減に大きく貢献

するものと期待されます。また，充電には割安な夜間電力を活用すれば，とても経済的です。
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「省エネルギーの普及・促進」

■こんな取り組みをしています

エコ・オフィス活動

省資源・省エネルギーの推進として，「省資源・

省エネルギー手順書」に定めた項目を確実に実

践しています。省資源・省エネのため，お客さま

が多く来社される１階トイレの照明を人感セン

サーへ，また手洗いをワンプッシュ式オートストッ

プ水栓へ取り替えました。 さらに節電とエコ・ドラ

イブについてはエコ・オフィス実践項目の実施に

努めています。また，社員の環境意識の向上を

図るため，『環境メール』を作成して，環境目標の

実施状況など，社員間で環境情報の共有化を

図っています。

「事務室の部分消灯の様子。」



鳥取市ごみ減量等優良事業所

当支社は，平成２２年４月１２日に「鳥取市ごみ

減量等推進優良事業所」として認定されました。

これは，鳥取市が事業所から排出されるごみの抑

制政策として，一般廃棄物の発生抑制・再使用に

積極的に取り組んでいる市内の事業所を「鳥取

市ごみ減量等推進優良事業所」として認定するこ

とで，事業所の一般廃棄物の減量化等に関する

活動を促進することを目的としたものです。当支

社は，鳥取市へ年度初めに「一般廃棄物資源

化・減量計画書」を提出して，年度末に実績を報

告しています。

平成２５年度の結果は，可燃ごみは計画に対し，

ごみの分別の徹底につとめ１６％減となりました。

古紙類は紙を印刷しない電子データの活用や裏

面利用の促進により，計画に対し１８％減となりま

した。平成26年度も引き続き，ごみの減量やリサ

イクルに積極的に取り組んで行きたいと思います。

「鳥取市ごみ減量等
推進優良事業所表彰」
をいただきました。

平成２５年７月２４日

当支社は， 平成２２年認定以降，一般廃

棄物の発生抑制・再使用に積極的に取り

組んでまいりましたが，この度，各部署の担

当者が主体となって，定期的な分別状況の

点検を行うなど，ごみの分別の徹底により，

一層の事業所ごみの低減に努めたことに

対し，鳥取市よりご評価をいただきました。

今後とも『３Ｒ』の徹底に努め，少しでも事業

所から排出される廃棄物の減量に努めた

いと思います。

鳥取市に提出する年間計画と実績報告

各階のごみ回収コーナー

「循環型社会形成の推進」

■こんな取り組みをしています
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Ｈ２５年度 計画 実績 Ｈ２６年度計画

可燃ごみ 520kg 437.5kg 500kg

古紙類 6,000kg 4,910kg 5,500kg



「地域環境保全の推進」

■こんな取り組みをしています

「環境マネジメントの推進」

■こんな取り組みをしています
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鳥取砂丘除草ボランティア

鳥取砂丘では，近年雑草の繁茂により砂の移動が減少して，美しい風紋や砂簾を見ることが難しくなってい

ます。そこで，本来の「砂の動く，生きている砂丘」の復活を目指し，多くの県民の皆さんが平成１６年から鳥取

砂丘再生会議の呼びかけに応じ，ボランティア除草を実施しています。鳥取支社もグループ会社とともに１９

名が参加しました。今年は『砂の通り道』に群生している「メシシバ」を中心とする外来雑草の除草をおこないま

した。前日の大雨で砂が水分を多く含み固くなっていて，地中深く２ｍ以上も根を張る雑草を掘り起こすのは

とても大変でした。

グリーントレーナーによる環境研修会

昨今話題となっているPM２．５について，直接業

務に関わることではありませんが，従業員および家

族の健康面から，正しい知識とその対策について，

理解を深めました。

また環境行動計画に対する私たちの環境への取

組みについて，日頃の環境への取り組みを受講者

相互に５項目程度思い浮かべて，その活動状況を

話し合いました。この中で私たちの『環境行動計画』

を再認識するとともに，新しい環境への取り組みに

たいするヒントを思いついたり，参考となる点は，各

自が職場や家庭で水平展開するなど，参加者全員

が今後の取り組みをより充実していくことに共通認

識をあらたにしました。

「環境研修会の様子。」



●組織変更：平成１３年１０月 鳥取支店から鳥取支社に組織変更

●社員数 ： ２８ 名

鳥取支社の概要

事業所概要

鳥取支社は，鳥取県東部に位置する鳥取市にあります。かつて３２万石の城下町として

栄えた市内には，その歴史を物語る史跡や博物館が点在しています。そして，東西１６ｋ

ｍ，南北２ｋｍにわたる「鳥取砂丘」。風の作用により数万年かけて造られた巨大な砂の丘

は，その雄大さに多くの人を魅了しています。このように，古い歴史と豊かな自然環境に

恵まれた中で，鳥取支社は電気事業を通して，環境問題に対し，地域とのパートナー

シップの構築を図り，積極的な情報発信を行っています。

特 徴

組織と業務
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所在地 ：〒６８０－０８１２ 鳥取市新品治町１番地２

ＴＥＬ ：（０８５７）２４－２２４１

ＦＡＸ ：（０８５７）３６－７０１１

アクセス：鳥取市内循環バス くる梨南町経由 新品治町バス停下車 徒歩３分

鳥取支社

事業所位置図

組織と業務

支社長

グループ営業地域戦略
グループ営業活動

支社内の連絡・調整等，防災・防火関係
構内の取締，団体加入・渉外，文書整理
中期経営計画，福利厚生，安全衛生
環境管理

広報業務，報道機関との対応
エネルギー広報活動，社会貢献活動

資材・工事契約関係，
貯蔵品管理関係

副支社長

資材担当

広報担当

総務担当

グループ事業
推進担当

支社建物

中電ふれあいホール


