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2016年度の環境活動を、以下にご報告いたします。 

➢ 対象範囲 株式会社アルファシステムズの事業活動における環境への取り組み 

➢ 対象期間 2016 年度（2016 年 4月 1日～2017年 3月 31 日） 

 

環境マネジメントシステムの運営体制 
当社は環境保全活動を向上させていくために、ISO 14001：2004 に基づいた環境マネジメントシステ

ム（EMS）を整備・運営し、継続的な改善活動に取り組んでいます。 

 

運営体制  

当社は全従業員が力を合わせて環境保全活動を向上させていくために、以下の体制を構築し、各自

の役割を明確にしています。 

 

 ＜運営体制図＞ 

 

 
 

  

体制 役割 

社長 当社における環境保全活動に関する

方針を定め、EMS管理責任者の指名等

必要な人員・設備・資金等を確保しま

す。 

EMS 

管理責任者 

当社における環境マネジメントシス

テムの管理責任者。社内の活動を取り

まとめ、実績を社長に報告します。 

EMS事務局 EMS管理責任者の指示のもと、全社の

環境マネジメントシステム運営の推

進を行います。 

環境推進 

委員会 

環境推進委員長と複数の EMS 推進委

員で構成され、当社の各事業所におけ

る環境保全活動を計画し、運用・監

視・改善を行います。 

従業員 日々の業務の中で、環境保全活動を行

います。 

パートナー 

企業 

当社の各事業所において、従業員と同

様に環境保全活動を行います。スムー

ズに当社の環境活動に参加できるよ

う、新規参入時に環境教育を受講して

います。 
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環境マネジメントシステムの運用状況 
環境年表  

2002年 11月 環境対策への取り組み開始 

2004年 1月 ISO 14001：1996年版全社認証取得 

2005年 9月 ISO 14001：2004年版移行 

2007年 4月 環境に配慮したソフトウェア「alpha Teleworker」発売 

2007年 5月 「チーム・マイナス 6％」へ参加 

2009年 10月 環境に配慮したソフトウェア「V-Boot」、「V-Class」発売 

2010年 3月 「チャレンジ 25キャンペーン」へ参加 

2011年 6月 YRPアルファテクノセンター主催のビーチクリーン活動の開始 

（以降、年 1回開催） 

2014年 6月 川崎市主催「多摩川美化活動」へ参加（以降、年 1回参加） 

2015年 3月 環境に配慮したソフトウェア「alpha GoodCare Link」発売 

 

 

環境監査  

当社では、環境マネジメントシステムの妥当性確認と継続的改善の実施を目的として、原則、 

内部環境監査を年に 1回実施し、外部審査を年に 1回受審しています。 

 

内部環境監査は、ISO 14001：2004 の要求を満たす当社の環境マネジメントマニュアルに基づき実

施しています。外部審査では、審査機関により ISO 14001：2004の要求を満たしていることが確認さ

れており、認証登録継続を承認されています。 
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環境に配慮した事業活動の推進 
当社は、製品開発サイクルの全工程及び関連業務のすべての活動において、省エネルギー・省資源の

徹底、並びに廃棄物のリサイクルやグリーン購入等の促進により環境保全に努めています。 

資源使用量・排出量の計画  

電力、ガス、コピー用紙の使用量及びゴミの排出量の計画を設定しています。 

2016年度は、2015年度比で削減もしくは維持となるように計画を設定しました。 

2016 年度の実績値  

2016 年度の実績は、下のグラフ*1に示す通りです。電力使用量、コピー用紙使用量、ガス使用量、

ゴミ排出量及び CO2排出量のすべての項目において計画を達成しました。なお、資源ゴミの分別種別

を見直し、2016年 10月よりミックスペーパーの分別を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

                                                      

*1 電力、コピー用紙、ガス使用量は 2003 年度に 
取り組み開始、ゴミ排出量は 2007 年度に開始。 
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マテリアルバランス 

当社は事業活動によって発生する、エネルギー投入量、物質資源投入量のインプットの総量と、こ

れにより発生する環境負荷物質の排出量、リサイクル等循環利用物質排出量のアウトプットの総量を

管理し、その削減に取り組むことにより、環境負荷の低減に努めています。 

 

 

 

・ 電力、コピー用紙、PC、売上高の計測範囲は全社です。 

・ ゴミ排出量の計測範囲は自社ビル（川崎市中原地区、YRP地区）です。 

・ ガスの計測範囲は、本社の空調です。 

・ CO2排出量は電力、ガスの使用量から算出しています。 

生物多様性保全への取り組み 

当社は、環境保全活動の一環として「生物多様性保全」に取り組んでいます。 

➢ 温暖化防止 

・ エネルギー使用量の削減（計画と施策を設定） 

・ クールビズの実施、昼休み時間の消灯推進、移動時は公共交通機関を使用 

・ PC省電力モードの設定（長時間離席時の PC本体電源断） 

➢ 資源有効活用、土壌汚染防止 

・ ゴミの廃棄量削減及び、ミックスペーパー等の分別廃棄によるリサイクル推進 

・ グリーン購入（事務用品等)の推進、エコバッグ、マイ箸、マイカップの推進 

➢ 森林保護 

・ コピー用紙使用量の削減 

➢ 教育、意識向上、ボランティア 

・ 生物多様性保全に関する従業員への環境教育実施、啓蒙活動の実施 

・ 従業員有志による近隣の清掃活動等のボランティアへの参加 

グリーン購入  

当社では、オフィスで使用している事務用品（クリアホルダー・ボールペン・シャープペンシル・

ふせん紙・ノート等）は、可能な限りグリーン購入を行っています。また、グリーン製品を購入する

のみではなく、従業員へ配付している社内報（年 4回配付）も、再生紙・植物油インクを用いて作成

を行っています。  

INPUT  OUTPUT 

●エネルギー投入量 

電力 : 304.5 万 kWh 

ガス : 9.0万㎥ 

●物質資源投入量 

購入コピー用紙 : 177.1万枚 

購入 PC : 272台  等 

 ●製品サービス 

売上高：268.06億円 

●環境負荷物質排出量 

CO2  : 1,873トン 

一般ゴミ排出量 : 10.6トン 

資源ゴミ排出量 : 9.0トン 

●循環利用物質排出量 

リサイクル量(PC): 513台 等 

 

事業 

活動 
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環境負荷の低減に配慮した 

ソフトウェア開発 
当社は、オフィスの省エネ・省資源活動及び作業時間の短縮につながるような環境に配慮したソフト

ウェア開発を目指しています。 

環境に配慮した自社製品  

１． V-Boot 

○製品の概要 

V-Boot は複数の PC を一括して同じ設定にすることができるネットワークブートシステ

ムです。OS やアプリケーション等の設定に関する情報をネットワーク経由で PC に配信す

ることで、複数の PC の設定を行うことができます。 

○環境配慮ポイント 

PCをまとめて管理できるため、各 PCにて設定作業をする必

要がありません。また、複数の拠点の PC もまとめて管理す

ることができ、稼働時間や人の移動に伴う環境への負荷を軽

減させる効果があります。 

２． V-Class 

○製品の概要 

V-Classは、授業支援ソフトです。教師用 PCから、ネット

ワーク上にある複数の学生用 PCの画面を監視・操作できま

す。 

○環境配慮ポイント 

教師用 PCから「一斉電源管理機能」で、学生用 PCの一斉

電源 ON/OFFができ、作業時間短縮及び電源消し忘れ防止の効果があり、省電力につながり

ます。 

３． alpha GoodCare Link 

○製品の概要 

alpha GoodCare Linkは、介護事業者及び自治体のケアサービ

スを支援するシステムです。 

高齢者宅や施設に設置したタブレット端末を利用して、高齢

者の健康状態の確認やコミュニケーションをサポートし、

日々の業務負担を軽減します。離れて暮らす家族とも、タブ

レット端末を使って、テレビ電話等でコミュニケーションが

とれます。 

○環境配慮ポイント 

介護事業者や自治体、 離れて暮らす家族も健康状態を確認することができ、人の移動に

伴う環境への負荷を軽減させる効果があります。 

 

 

一斉電源
OFF 
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４． alpha Teleworker 

○製品の概要 

alpha Teleworkerは、社外の PCから、社内ネットワークへリ

モートアクセスできるソフトウェアです。利用者は、専用の

DVDや USBメモリを使い、社内の PCへアクセスできます。 

○環境配慮ポイント 

出社せずに遠隔地や自宅等で作業することができるため、 

人の移動に伴う環境への負荷を軽減させる効果があります。 

環境に配慮したソフトウェア開発業務  

➢ 機能の提案 

ソフトウェアを設計する際には、環境への負荷を軽減させる機能の提案を推進しています。例

えば、サーバ統合や仮想化技術による設備抑制・電力使用量の低減等の提案を行っています。 

➢ 製品開発時の生産性向上による環境への配慮 

開発時の生産性を高めることで、不要なエネルギーの使用低減に努めています。 

 

環境に関するコンプライアンスの徹底 
当社は、環境に関する法令や条例、顧客から提示されたガイドライン、その他の要求事項の遵守状況

及び改正状況を定期的に確認することで、環境に関するコンプライアンスを徹底します。 

主な環境法令  

内部監査等における遵法状況確認により、各法令に則り、適切に対応されていることを確認しています。 

法令 要求 

廃棄物処理法 ・廃棄物は適正な業者へ処理を委託 

・適正なマニフェスト（産業廃棄物管理票）運用 

・備品の長期間使用・リサイクル等による廃棄物の抑制 

省エネ法 ・エネルギー使用量が原油換算で 1,500kl以上となった場合、 

特定事業者としての届出を行う 

建築物省エネ法 ・特定建築物の新築時等に、省エネ基準の適合及び適合性判定義務を満たす 

・中規模以上の建築物の新築時等には、省エネ計画の届出を行う 

家電リサイクル法 ・特定製品（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機）の廃棄時は、 

適正な業者へ委託 

・長期間使用による廃棄物の抑制 

フロン排出抑制法 

(改正フロン法) 

・業務用エアコンの機器の点検 

・業務用エアコンの廃棄時は、適正な業者へ委託 

消防法 ・防火管理者の選任 

・消防用設備の点検・整備、避難経路の確保 
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ボランティア活動への参加 
当社では、従業員の有志が集い、ボランティア活動へ参加しています。本活動は環境意識の向上にと

どまらず、部署や役職等の垣根を越えて、参加者のコミュニケーションを図れる場とすることを目指し

ています。 

地域の清掃活動  

従業員有志で、川崎市が主催する「多摩川美化活動」へ参加し、多摩川の川崎市側河川敷の清掃を

行いました。また、三浦半島のビーチクリーン活動を行いました。 

 

「多摩川美化活動」参加後の集合写真（2016 年 6 月 5 日撮影）   

 

 

「三浦半島のビーチクリーン活動」参加後の集合写真（2016 年 6 月 26 日撮影）   


