
6. 環境マネジメント

◇◇ 認証・登録の対象組織・活動 ◇◇
登録事業者名
事業活動概要
対 象 事 業 所

：
：
：

阪神高速道路株式会社
高速道路の新設・改築・維持管理・休憩所の運営
【全事業所】
本社、東京事務所、建設・更新事業本部（用地センター含む）、大阪建設部、堺建設部、神戸建設所、大阪管理局、神戸管理部、京都管理所

◇◇ 組織の概要（特記のない場合は 2018年6月時点） ◇◇
（１）名称及び代表者名
 阪神高速道路株式会社
 代表取締役社長 幸　和範
 執行役員（環境景観担当） 田中　稔
（２）所在地

本 社
東 京 事 務 所
建設・更新事業本部
用 地 センター
大 阪 建 設 部
堺 建 設 部
神 戸 建 設 所
大 阪 管 理 局
神 戸 管 理 部
京 都 管 理 所

大阪市中央区久太郎町4-1-3
東京都千代田区有楽町1-7-1
大阪市西区阿波座1-3-15
大阪市西区阿波座1-3-15
大阪市港区弁天1-2-1-1900
堺市堺区南花田口町2-3-20
神戸市中央区新港町16-1
大阪市港区石田3-1-25
神戸市中央区新港町16-1
京都市伏見区深草中川原町13-7

（３）環境管理責任者氏名及び担当者
 責任者　環境景観室長　嶋津　巌
 担当者（＝環境事務局）  環境景観室 環境推進課長　辻井　和重
（４）事業内容
 高速道路の新設・改築・維持管理・休憩所の運営
（５）事業の規模

（６）事業年度　４月～３月

営 業 中 路 線
営 業 収 益
営 業 費 用
建 設 中 路 線
従 業 員 数
延 べ 床 面 積

260.5㎞
2,104億円（2017年度事業における決算値）
2,100億円（2017年度事業における決算値）
34.2㎞（合併施行区間含む）
666名（2018年３月時点）
38,454㎡

◇◇ 阪神高速の環境方針 ◇◇

基本理念 行動指針
 　阪神高速道路株式会社は、豊かで住みよい社会を次
世代に引き継ぐため、温室効果ガスの抑制を始めとした
地球環境の保全を重要な課題と認識し、阪神高速道路の
建設、管理という企業活動に伴う環境負荷の軽減に努め
ます。また、都市の環境や景観との調和を重視した健全
な都市づくりに貢献します。
　さらに、阪神高速道路を利用されるお客さまへの働き
かけや地域社会との連携などを通じた様々な取組を実
施することにより、阪神高速道路の環境負荷軽減効果を
最大限に引き出します。
　これらの実現のために、阪神高速道路株式会社の社員
一人ひとりが地球環境に関する意識を高め、持続可能な
社会の形成に積極的に参画することが重要であるとの
認識を持ち、地球環境共生・貢献企業として行動して参り
ます。

１．具体的に次のことに取り組みます。

 ①エネルギーの消費に伴う二酸化炭素排出量の削減
 ②廃棄物の３Ｒ（減量、再使用、再生利用）の推進
 ③グリーン調達の推進
 ④水使用の削減
 ⑤地域における環境にかかわる社会貢献の推進
 ⑥高速道路の長寿命化の推進

 これらについて環境目標・活動計画を定め、定期的に
見直しを行い、継続的な改善に努めます。

２．基本理念の下、環境関連法規等を遵守し、環境保全活
動に取り組んでいきます。

2012年
2014年
2017年

  6月  5日
12月15日
  7月  3日

制定日：
改訂日：
署名日：

執行役員（環境景観担当）　田中　稔
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◆エコアクション21の認証取得
　「エコアクション21」は、環境省が定めたガイドラインに基づき認証を受ける「日本独
自の環境マネジメントシステム」です。
　阪神高速道路株式会社は、全部署で「エコアクション21ガイドライン」の適合認証を
取得しています。

環境経営システムを導入することで継続的な改善に取り組んでいます。

◆2017年度エコアクション21環境活動レポート
　目標設定項目の一部変更や追加などの改善活動を行いつつ、2018年度も、引き続きエコアクション21ガイド
ラインに沿った環境活動が持続的・効率的に行われるよう取り組んでまいります。



印刷機による
紙使用枚数の削減
644 

616 

2016年度 2017年度
570

580

590

600

610

620

630

640

650
万枚

目標
99％
638

95.62%

水道水の削減
(オフィス)

24,165 

2016年度 2017年度
23,000

23,200

23,400

23,600

23,800

24,000

24,200

24,400

24,600

24,800

25,000
m2

目標
99％
24,685

24,934 

96.92%

グリーン購入の推進
(一括購入)

87%
84%

100%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

2016年度 2017年度

目標
90％

7,191 

6,982 

2016年度 2017年度
6,500

6,600

6,700

6,800

6,900

7,000

7,100

7,200

7,300
千kwh

電力使用の削減
(オフィス)

目標
99％
7,119

97.09%

238 

224 

自動車使用による
CO2排出量の削減

2016年度 2017年度
 200

 205

 210

 215

 220

 225

 230

 235

 240
t-CO2 目標

99％
236

94.06%

71,195 71,147 千kwh

60,000

62,000

64,000

66,000

68,000

70,000

72,000

2016年度 2017年度

電力使用の削減
(道路事業)

目標
99％
70,483

99.93%

道路管理に起因する
CO2排出量の削減

【道路管理の延長あたり】

154 154

2016年度 2017年度
125

130

135

140

145

150

155

160
t-CO2/kw

目標
99％
153

-CO2/kw)(154,459kg -CO2/kw)(153,983kg

99.69%

電力使用の削減
(オフィス＋道路事業)

78,386 78,129 

千kwh

70,000

71,000

72,000

73,000

74,000

75,000

76,000

77,000

78,000

79,000

80,000

2016年度 2017年度

目標
99％
77,602

99.67%

◇◇ 実績グラフ◇◇

◇◇ 道路管理に起因する
　　　　　CO2 排出量の割合 ◇◇

（エネルギー源別）
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※電力分については、関西電力㈱の2015年度の調整後排出係数を使用してＣＯ2排出量を算出。

※グリーン購入を除く目標については、｢エネルギーの使用の合理化等に関する法律｣(省エネ法)を参考に、基準年度(2016年度)比で毎年度１％ずつの削減としたもの。
※2017年度の実績には、2016年度に予定されていなかった新設部署（事務所）、及び道路事業にかかる新たな設備増加等分については、含んでいない。

◇◇ 環境目標及びその実績 ◇◇
中期経営計画（2017~2019）

2016年度（基準年度）
（実績） （目標） （実績）

2018年度
（目標）

2019年度
（目標）

2017年度
項目

年度

電力使用量の削減（オフィス）

印刷機による紙使用枚数の削減
（うち複写機は印刷回数）

水道水の削減（オフィス）

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度活動規模情報（年度末）

道路管理に起因するCO2排出量の削減

道路管理に起因するCO2排出量の削減
（道路管理の延長あたり）
   ※中期経営計画2017~2019数値目標設定項目

自動車使用によるCO2排出量の削減
（道路㈱使用車両）

<参考>

6,378,153 6,160,4896,442,579 6,313,727 6,249,302枚
99％ 95.6％― 98％ 97％基準年比
24,685 24,16524,934 24,435 24,186m3

99％ 96.9％― 98％ 97％基準年比

社員数 ― 666661 ― ―人

営業路線延長 ― 260.5260.5 ― ―km

単位

― 38,454オフィス床面積 38,454 ― ―m2

電力使用量の削減（道路事業）

基準年比
燃費（km/ℓ）

―
7.6

99％
―

ｋg-CO2/km 154,459 152,915 153,983 151,370 149,825

― 99％ 99.7％基準年比 98％ 97％

98％ 97％
― ―

ｋg-CO2 40,236,632 ― ― ―40,112,560
ベースの

道路管理延長 260.5km ― ― ―260.5km

ｋg-CO2 237,894 235,515 233,136 230,757223,772
94.1％
7.6

ｋWh 71,194,869 70,482,920 69,770,972 69,059,02371,146,750
基準年比 ― 99％ 98％ 97％99.9％
ｋWh 78,386,054 77,602,193 76,818,333 76,034,47278,128,834
基準年比 ― 99％ 98％ 97％99.7％

電力使用量の削減
（オフィス＋道路事業）

ｋWh 7,191,185 7,119,273 7,047,361 6,975,4496,982,084
基準年比 ― 99％ 98％ 97％97.1％

グリーン購入の推進（一括購入分） 90％87％ 90％ 90％購入率（金額ベース） 84％

電力
95.9%
電力
95.9%

2017年度

自動車燃料
3.7%

ガス
0.3%

自家発電用燃料
0.1%



◇◇ 事業にかかる取り組み ◇◇
部署（事業系） 取り組み項目 取り組み内容 最終達成状況・評価・課題

料金所ブース空調等の運用について、関係部署及びグ
ループ会社と連携してきめ細やかな調整を行い、電気使
用量の削減に努める。

料金所ブースにおいては、可能な範囲内で室温調整を行ったり、
必要な箇所及び時間帯以外の照明を消灯すること等により、電
気使用量の削減に努めている。

営業部 低炭素社会への
挑戦

都市空間に潤いをもたらし、かつ、景観に配慮した構造
物の整備として、「料金所大屋根緑化」を推進し、より良
い都市環境の創造と共生に努める。〈施設管理課〉

四ツ橋料金所の大屋根屋上緑化を完了。
保全交通部 低炭素社会への

挑戦

◆床版の長寿命化に向けた技術開発
 ・ 防水性能を高く発揮させるため、ＲＣ床版上に発生し
た微細ひび割れ等に対し浸透性が高く補修効果のあ
る材料の開発を行う。

◆防水性能が高く、床版の補修効果を有する防水材料を開発
し、室内試験（ひび割れ浸透性、ひび割れ追従性）、施工確認試
験を実施。湾岸線リニューアル工事で開発品を含む複合防水層
の試験施工を実施。

環境の創造と共生
挑戦

◆環境関連法令の取組推進
 ・ 適宜、土木工事共通仕様書等への適用検討と対応を
実施。
◆建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建
設リサイクル法）に関する発注者責務の意識向上
 ・ 社内説明会開催等による指導・啓蒙の実施
◆発生材の再利用促進。
 ・ 舗装材料として再生材料の阪神高速道路への適用性
を検討する。

◆環境関連法令の取組推進について、法令等の改正情報の収集
等を行い、必要に応じ対応を検討・実施した。
◆建設リサイクル法を引き続き適切に運用するため、土木工事共
通仕様書の全面改訂において関係法令と遵守義務について記
載を継続。仕様書及び工事施行基準の改訂時以外における社
内意識の向上と啓蒙の実施方法が今後の課題。
◆舗装の再生材料について、関係機関（ＮＥＸＣＯ総研、首都高）
の情報収集を実施。

循環型社会の
形成

◆環境関連法令の取組推進
 ・ 適宜、土木工事共通仕様書等への適用検討と対応を
実施。
◆騒音、振動対策の新技術検討
 ・ より低騒音な排水性舗装（小粒径ポーラスアスファル
ト混合物）の阪神高速道路への適用性を検討する。

◆建設リサイクル法を引き続き適切に運用するため、土木工事共
通仕様書の全面改訂において関係法令と遵守義務について記
載を継続。
◆より低騒音な排水性舗装（小粒径ポーラスアスファルト混合
物）の骨材性状試験を実施し、阪神高速道路への適用性を確
認。

より良い都市環境の
創造と共生

◆受注者等への環境啓発
 ・ 総合評価落札方式を適用する工事において、ＩＳＯ１４
０００取得認証を技術評価点として加点措置を実施。
◆騒音、振動対策の新技術検討
 ・ より低騒音な排水性舗装（小粒径ポーラスアスファル
ト混合物）の阪神高速道路への適用性を検討する。

◆総合評価落札方式を適用する全ての工事発注を対象に、ＩＳＯ
１４０００取得認証を技術評価点で加点措置を実施。今後も継
続実施する。環境啓発及び

社会貢献等

技術部

新千里西町の賃貸住宅事業において、豊中生まれの堆
肥：とよっぴーを使用（地産池消・資源循環）した植栽育
成及び透水性舗装、壁面緑化（一部）等の管理、運営を
継続。

各取り組みを継続実施。

西船場ＪＣＴにおいて工事受注者と連携して建設現場
のイメージアップに取り組む。

受注者と社員の若手で構成する「イメージアップ検討ＰＴ」の活
動として、ヘルメットフラワーポットの設置（６月）、土木学会で募
集したポスターや事業ＰＲパネルを建設廃材で補強を行い設置
（９月）、イルミネーション設置（１２月）などを実施し、地元の方々
との信頼関係構築に努めた。　　

大阪建設部 環境啓発及び
社会貢献等

北区域交流まつり等地域のイベントへの参加や地域の
清掃活動に積極的に参加することにより地域への浸透
を図る。【通年】　　

北区交流まつり等の地域イベントに５回参加。
地域の清掃活動として、毎月の定期的な道路清掃活動（堺市美
化推進の日）に加え、１２/１５（金）に路上喫煙等マナーサポ－
ターとして歳末美化キャンペーンに参加。３/４（日）には、大規模
な清掃活動である大和川・石川クリーン作戦に参加。

堺建設部 環境啓発及び
社会貢献等

大和川線の道路照明全線ＬＥＤ化を推進する。 ＬＥＤ照明を採用した道路照明を大和川線全線で建設中。（三宝
ＪＣＴ～鉄砲は採用済。（Ｈ２９.１.２８開通））

湾岸線・松原線・淀川左岸線及び池田線の入出路照明Ｌ
ＥＤ化を実施。〈施設工事課〉

入出路照明ＬＥＤ化を実施中で、４４/５２箇所(塚本入路追加)が
更新完了。

舗装補修工事等で発生するアスファルト殻等をリサイク
ル材として活用。

７号北神戸線、５号湾岸線等の舗装補修工事で発生したアス
ファルト殻をリサイクル処理施設へ搬出。

にぎわいと魅力ある都市景観の創造のため、地方公共
団体等と連携し、大阪市中心部における高速道路橋脚
夜間ライトアップの事務局業務を継続実施する。

 ・ 東横堀川・堂島川ライティング委員会の事務局を継続実施し、
委員会を２回開催。
 ・ また、大阪万博誘致への協力として万博色にちなんだ特別ライ
トアップを実施。

警察などと連携した交通安全啓発活動の実施。【通年】
（地域における交通安全啓発活動のほか、運転免許試
験場、自動車教習所などで、高速道路での事故防止、逆
走・立入防止などの啓発活動を実施）。

 ・ 警察などと連携し、高速道路の休憩施設や料金所、沿道地域
のショッピングセンターで、事故や逆走・立入防止の啓発活動
を実施するとともに、ラジオ放送を利用した啓発活動も実施
（３１回）。
 ・ 免許試験場、自動車教習所、競馬場などで事故及び逆走防止
啓発活動のため、DVDを放映。

京都管理所 低炭素社会への
挑戦

関係部署と連携し大阪湾岸道路西伸部(六甲アイランド
北～駒栄)の事業の本格化に向けた取り組みを行う。

長大橋橋梁形式の基本案の選定、地震動・風の設計条件にかか
る検討方針の策定を行った。
今後も、関係部署と連携しながら継続的に取り組みを実施し、湾
岸道路西伸部(六甲アイランド北～駒栄)の事業の本格化を推進
する。

神戸建設所 低炭素社会への
挑戦

事業開発部 環境啓発及び
社会貢献等

環境景観室 より良い都市環境の
創造と共生

低炭素社会への
挑戦

建設・更新
事業本部

大阪管理局 より良い都市環境の
創造と共生

神戸管理部 循環型社会の
形成
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◇◇ 環境活動計画及び取り組み結果とその評価、 次年度の取り組み方針 ◇◇

評　価 （結果と次年度の取組方針）取り組み計画 達成状況

  【主な取り組み内容】
 ・ 不要照明の消灯・間引き、機器の部分停止（エレベータ等）
 ・ 照明スイッチへの点灯範囲掲示
 ・ 節電設定（空調・ＰＣ・印刷機）
 ・ 時間外勤務の削減

　不要箇所や不要時間帯の消灯、使用頻度の少ない機器などの部分停止や撤去の取り組み
を実施。また、時間外勤務も削減。
　部署別の取り組み結果としては、ほぼ全部署で目標を達成した。
　今後も引き続き目標達成に向け、節電の周知徹底、ＯＡ機器更新時における省エネ型の採
用や、不要箇所・時間における消灯などを行っていく。　

  【主な取り組み内容】
 ・ 省燃費車両への入替
 ・ エコドライブの啓発実施
 ・ 公共交通・自転車の利用促進（自動車利用の削減）

　運転者へのエコドライブ啓発を積極的に実施。走行距離と燃料使用量が基準年度より減少
したことで、目標を上回った。可能な限り電車利用を徹底し、また、エコドライブの取り組みや
電気自動車使用増加の効果があったものと考えられる。
　今後も引き続き、運転者への啓発強化を推進することにより、燃費向上・温室効果ガス排出
削減への取り組みを行っていく。
　また、２０１８年度も、更新車両について積極的に環境配慮型の車両を導入していく。

  【主な取り組み内容】
 ・ 設備更新時の節電型機器採用
 ・ 料金所大屋根の屋上緑化

　削減は達成できたが、目標に至らなかった要因を点検する必要がある。点検結果を踏まえ、
今後も引き続き、積極的に省電力型機器の採用を行うなど、電力使用量削減に向けた取り組
みに努める。

  【主な取り組み内容】
 ・ 両面印刷・集約印刷の活用
 ・ プロジェクター、タブレット端末等の活用
 ・ 認証器によるミス印刷出力の削減
 ・ 電子決裁やスキャンの活用
 ・ 印刷数の社員別把握、通知

　取り組みの周知等を積極的に行ったことにより、大きく目標を達成することができた。今後
も更に周知徹底し、ペ－パ－レスなどの取り組みを継続する。

自動車使用によるＣＯ２排出量の削減

社会貢献・構造物の長寿命化

電力使用量の削減（オフィス）
○97.1％

道路管理に起因するＣＯ２排出量の削減（道路管理の延長あたり）

印刷機による紙使用枚数の削減

グリーン購入の推進（一括購入分）

○94.1％

  【主な取り組み内容】
 ・ 機器入替時の節水型機器導入
 ・ 節水の啓発（ポスター等）

　取り組みの周知等を積極的に行ったことにより、大きく目標を達成することができた。今後
も更に周知徹底し、節水の啓発に努めていく。

  【主な取り組み内容】
 ・ 「部署別環境行動計画」の策定・実施・評価

　各部署において、「部署別環境行動計画」を作成し、環境活動を実施した。
　今後も、この取り組みを継続していく。　

  【主な取り組み内容】
 ・ 対応品の選択
 ・ グリーン購入の周知

　基準年度と比較して、グリ－ン購入法対象外の物品購入が約３００件増加し、対象の購入に
至らない割合が１６％となった。
　主な要因は、軍手などの保護・衣料用品や災害備蓄等用品である飲料水の購入が増えたこ
と、また、業務上の仕様の制約や、購入量・購入単位の合理性・経済性から対象外物品を選択
したことなどが考えられる。
　物品購入の選定においては、会社の諸事情による判断等がやむを得ない場合があるが、検
証内容及び会社の努力目標としてのグリーン購入方針を各部署へ周知徹底し、今後も引き続
き、グリーン購入に対する意識を高める。

  【主な取り組み内容】
 ・ 地域清掃活動、環境ボランティアの参加
 ・ 環境取組の評価の実施
 ・ 既存構造物を生かした改築事業の推進
 ・ 廃棄物の適正処理・処理報告
 ・ 省エネ法に基づく省エネ取組の実施

　ほぼ全部署で、地域清掃活動を定期的に実施。一部部署では、道路清掃活動や路上禁煙等
マナーサポ－ターを実施している。
　全部署で環境省の作成した「エコアクション２１ガイドライン」に基づく環境活動に取り組
み、認証にかかる更新審査を受審した。
　地震などによる損傷時に部材の再利用が可能となる鋼管集成橋脚の活用や既存構造物を
生かした改築等を推進している。
　環境関連法規制に基づく活動を適切に実施し、環境分野についてもコンプライアンスを遵
守して社会責任を果たしている。
　今後も、上記の取り組みを継続していく。　

水道水の削減（オフィス）

○95.6％

×84.0％

社会貢献・構造物の長寿命化

  【主な取り組み内容】
 ・ 設備更新時の節電型機器採用

　削減は達成できたが、目標に至らなかった要因を点検する必要がある。点検結果を踏まえ、
今後も引き続き、積極的に省電力型機器の採用を行うなど、電力使用量削減に向けた取り組
みに努める。

電力使用量の削減（道路事業）
△99.9％

△99.7％

○96.9％

99％

目標

99％

99％

90％

99％

99％

99％

《達成状況》　　○ ： 達成 / できた　　△ ： 未達成 / あまりできなかった　　× ： 未達成 / できなかった
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◇◇ 環境関連法規制 ◇◇

◇◇ 代表者による全体の評価と見直し ◇◇

遵守評価適用される法規制 適用される事項（施設・物質・行為 等）
消防法 防火管理者の配置、防災訓練の実施、防火設備の点検、危険物の管理等 ○
廃棄物処理法 廃棄物の処理方法、管理方法等 ○
ＰＣＢ処理特措法 管理責任者の配置・届出、保管・処理状況の報告等 ○
フロン排出抑制法 対象機器の点検・記録、フロン類の処理方法等 ○
建設リサイクル法 対象工事の届出、リサイクルの実施等

アスベスト排出を伴う工事の届出、飛散対策等
○

大気汚染防止法 ○
規制設備の設置時届出・管理等騒音規制法 ○
法定検査の実施等浄化槽法 ○
定期報告書・中長期計画書の提出等省エネ法 ○
テレビ・冷蔵庫・洗濯機の廃棄処理家電リサイクル法 ○
自社所有車両の廃棄自動車リサイクル法 ○
環境物品の選択努力グリーン購入法 ○

当社の事業において、法的義務を受ける主な環境関連法規制、及び遵守評価は以下のとおり。

環境関連法規制等の遵守状況を評価した結果、環境関連法規制等は遵守されていた、もしくは遵守のための改善が実施されていた。なお、関係当局からの
違反等の指摘はなし。

2018 年 6月 12日
阪神高速道路株式会社　執行役員 (環境景観担当 )

　2017年度は、エコアクション21の全社認証取得後、初めての更新審査を受け、認証継続が認められた年度となりました。
　また、新たに増加した新設部署もエコアクション21のマネジメントを実施し、新たに認証を受けました。
　認証を取得して以来、環境負荷への認識を持ちながら業務を進めてきましたが、2017 年度の環境目標及びその実績にお
いては、2016年度（基準年度）と比較するとすべての項目で削減は達成したものの、一部の分野で厳しい結果となりました。
　電力使用量の削減（道路事業）は、月単位の評価により削減に取り組みましたが、目標に達しませんでした。このため、
道路管理に起因する CO2 排出量の削減も目標に達しませんでした。今後は、目標達成に向け要因を点検し、点検結果を踏
まえ、引き続き積極的に省電力型機器の採用を行うなど、削減に向けた取り組みを行ってまいります。
　グリ－ン購入の推進は、災害備蓄等用品などの法対象外購入の増加、また、購入量・購入単位の合理性・経済性を理由
とする法対象外商品の選択により目標に達しませんでした。今後は、グリーン購入方針の周知徹底を行い、啓発や検証を
行うことで目標達成に向け努力してまいります。
　一方、電気使用量の削減（オフィス）は、節電などを継続して取り組んだ結果、全体で目標を達成しました。
　また、自動車使用によるCO2排出量の削減は、エコドライブの啓発や電気自動車の利用増加などで目標を達成しました。
　さらに、水道使用量や一般廃棄物(印刷機等での紙使用枚数を指標）の削減についても、節水やこれまでのペーパーレス
化などの取り組みを継続した結果、目標を上回る削減を達成することができました。
　今後も継続して、これらの取り組みをすすめてまいります。
　阪神高速は、グル－プビジョンの「ありたい姿」のひとつとして、「関西の発展に貢献し、地域・社会から愛され信頼さ
れる阪神高速」を掲げ、また、その実現イメ－ジのひとつとして、「環境負荷の少ない都市づくりに寄与し、地球環境保全
に配慮」を掲げています。
　新規路線の建設事業や大規模更新・修繕事業を着実に推進することは、ミッシングリンクの整備や渋滞削減、円滑な交
通流確保による排出ガス低減や省エネなどに繋がり、地球環境保全の取り組みに資するものと考えています。
　今後も、エコアクション 21 のマネジメントを高速道路の建設・管理で活用し、環境経営を推進することで環境負荷低減
に取り組んでまいります。
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