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1 株式会社　内 田 建 設 代表取締役　内 田  鉱 二

2 ：静岡県袋井市久能2350番地の2
：静岡県袋井市久能2921番地の1

3 松 浦  武 司
担当者氏名、連絡先 安 田  広 子

TEL 0538-43-2855
FAX 0538-43-3936
Eﾒｰﾙ uchida-k@mve.biglobe.ne.jp

4 ★特定建設業許可
土木工事業、とび・土工工事業、、石工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業
解体工事業

建設許可番号   静岡県知事許可（特-4）第　1796　号
許可年月日   令和4年 6月30日
許可の有効期間   令和4年 6月30日から令和9年 6月29日まで

✿一般建設業許可
建築工事業、造園工事業、内装仕上工事業

建設許可番号   静岡県知事許可（般-4）第　1796　号
許可年月日   令和4年 5月31日
許可の有効期間   令和4年 5月31日から令和9年 5月30日まで

5 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度
297.0 321.4 371.3 390.8
159.7 106.0 129.9 30.8
263 224 204 173
13 15 16 20

6

7

8 株式会社 内 田 建 設（全社で取得）
  本社・事務所、可睡作業所

土木工事業、とび・土工工事業、石工事業
鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業
塗装工事業、水道施設工事業、解体工事業
建築工事業、造園工事業、内装仕上工事業

認 証 ・ 登 録 範 囲 対 象 組 織 ：

対 象 活 動 ：

従業員数 人

資 本 金 ２０,０００千円

設 立 昭和46年 4月

完成工事高 百万円
（内公共事業） 百万円
請負件数 件

単位

１．事業の概況

事業所及び代表者

所 在 本 社 ・ 事 務 所
可 睡 作 業 所

環境管理責任者及 環境管理責任者
担 当 者
連 絡 先

事 業 内 容

事 業 の 規 模 活動規模



Ⅰ 基本理念

（株）内田建設は、地域に暮らす人々の生活の質の改善を目指し、より良い
環境づくりの実現に、地域の人々と互恵協力体制の中で創り上げることに貢献
します。

Ⅱ 環境方針

1 建設業を通して、環境への影響を考慮し、環境保全・地域社会との調和と
共生のため、自治会活動等で行われる河川美化・道路愛護作業等に積極的
に参加し地域の貢献に努めます。

2 事業活動に伴い技術的、経済的に可能な範囲で、自主管理目標を設定し、
① 二酸化炭素排出量の削減
② 廃棄物排出量の削減
③ 節水への取り組み
④ グリーン購入の推進
⑤ 環境に配慮した建設工事への取り組み　を行い、
環境への負荷の低減に努めます。

3 環境に関連する法令・規則を遵守し、環境管理の維持・向上を目指し、
環境の保全と地域社会との調和に努めます。

4 全社員が、環境に配慮した事業活動ができるよう、積極的に、また継続的に
環境保全意識向上の教育に取り組みます。

制　定 　平成 19 年  5 月 25 日
改　訂 　平成 26 年　4 月  1 日

株式会社　内　田　建　設

代表取締役　内 田  鉱 二　㊞

２．環境理念



１．環境保全に関する責任者及び担当者
　　　責任者 代表取締役社長 内 田  鉱 二

環境管理責任者 松 浦  武 司
　　  担当者 事務局担当 安 田  広 子

２．対象サイト
      袋井市久能地内にある（株）内田建設事務所 本社・事務所と、同じく久能地内に
      ある可睡作業所とする。

３．実施体系図及びその責務

◎代表者の責務
①環境管理責任者を指名する。
②環境方針（基本理念）を作成する。
③行動指針（活動方針）を明示し、周知徹底を図る。
④全体の取組状況を見て、信賞必罰を行う。
⑤システムの見直しを行う。
⑥資源（人材、資金、技術等）の準備をする。
⑦効率的な実施体制の構築と全従業員への周知
⑧経営における課題とチャンスの明確化

◎環境管理責任者の責務
①環境活動のために必要な会議体を、実施体系図に基づき構成・設置する。
②活動状況を把握し、定期的に代表者に報告する。
③環境マネジメントシステム全体の構築、運用、維持をする。

◎総務担当責任者の責務
①環境管理責任者・事務局担当者と共に環境目標の設定をする。
②事務局担当者を補佐し、会議体の全体の活動評価、目標の改善等を行う。

◎工事部門担当責任者の責務
①活動状況を把握して、現場担当者、作業員等に教育指導を行う。

◎作業所担当責任者の責務
①無人になることもあるので、環境に配慮し、ゴミの削減、廃棄物量・総排水量の
削減を目指し、作業員にも教育指導を行う。

◎内部監査員の責務
①年１回の内部監査を行い、問題点の改善を行い、発展的解消を図る。

◎事務局の責務
①各担当者の行動を補佐し、全体の運営に対し情報の整理等、環境保全に必要な
事務全般を行う。

令和2年 4月 1日　改訂

可睡作業所
後藤 好治

総務
内田 裕子

代表者
内田 鉱二

環境管理責任者
松浦 武司

工事部門
鈴木 英太郎
内 田　 翔

内部監査員
内田 鉱二

事務局
安田 広子

３. 実施体制



１．環境目標

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
(基準値比 -3%) (基準値比 -4%) (基準値比 -5%) (基準値比 -6%)

完成工事高
(百万円)当たり 282.37 273.90 271.08 268.25 265.43

実績 104,843 101,698 100,649 99,601 98,552

購入電力
（ｋＷｈ）

実績 14,207 13,781 13,639 13,497 13,355

完成工事高
(百万円)当たり 80.06 77.66 76.88 76.06 75.26

実績 29,726 28,834 28,537 28,240 27,942

完成工事高
(百万円)当たり 25.49 24.73 24.47 24.22 23.96

実績 9,466 9,182 9,087 8,993 8,898

灯油（㍑） 実績 147 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

LPｶﾞｽ（kg） 実績 99 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

実績 103 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

ﾘｻｲｸﾙ率 99.70 100％を目指す 100％を目指す 100％を目指す 100％を目指す

実績 0.19 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

※CO2排出係数は0.303(令和2年度/鈴与商事)を使用しました。

★基準値は、前年度(令和2年度)の実績としました。二酸化炭素排出量及び軽油・ｶﾞｿﾘﾝについて

　は完成工事高(百万円)当たりの値も併記しました。

✩産業廃棄物排出量については、工事・工種の影響を大きく受けるため、目標値を設定するのは

　難しく、リサイクル率での目標値設定とします。

２-➀．令和３年度 環境実績

基準値 目標値 実績値 達成度 評価

完成工事高
(百万円)当たり 282.37 273.90 298.94 105.87% △

実績 104,843 101,698 116,825 111.43% △

購入電力(Kwh) 実績 14,207 13,781 14,412 101.44% △

完成工事高
(百万円)当たり 80.06 77.66 87.68 109.52% △

実績 29,726 28,834 34,266 115.27% △

完成工事高
(百万円)当たり 25.49 24.73 26.07 102.28% △

実績 9,466 9,182 10,188 107.63% △

灯油（㍑） 実績 147 現状維持 54 - ◎

LPｶﾞｽ（㎏） 実績 99 現状維持 94 - ◎

実績 103 現状維持 118 - △ 　

ﾘｻｲｸﾙ率 99.70 100％を目指す 99.90 - ◎

実績 0.19 現状維持 0.19 - ◎

ｶﾞｿﾘﾝ（㍑）

総排水量（ℓ）

産業廃棄物排出量

一般廃棄物(t)

軽油（㍑）

４．環境目標とその実績

基準値(★)

二酸化炭素排出量(※)
（㎏-CO2）

軽油
（㍑）

ガソリン
（㍑）

総排水量（ℓ）

産業廃棄物排出量(✩)

一般廃棄物(t)

二酸化炭素排出量
（㎏-CO2）



◎ 二酸化炭素排出量・購入電力・軽油・ｶﾞｿﾘﾝにおいては、削減ができませんでした。

★購入電力については、今期 社屋改修のため 太陽光発電システムを１カ月以上に亘って

　停止せざるをえず、購入電力の増加につながりました。また、工事量の増加やICT工事の

　受注増加により、事務作業も大幅に増えた為と思われます。

★軽油については、受注の大半を占める河川工事に係る重機やダンプトラックの稼働率が

　高い為です。

★ｶﾞｿﾘﾝについては、工事の種類や発注元が増えたことにより、作業員の移動が分散され

　使用する車両も増えた為、また現場が遠方であったりした為と思われます。

★以上のように、ｴﾈﾙｷﾞｰ総使用量の大半を占める電力・軽油・ｶﾞｿﾘﾝの使用量増加に伴い、

　二酸化炭素排出量も削減することはできませんでした。

◎ 総排水量の増加については、工事の性質上 資材置場での下準備が多くなり、水の使用量が

増えた為でした。

◎ 灯油・LPｶﾞｽ・一般廃棄物については、削減または現状維持となり、日常の中での地道な取組

の成果かと思われます。

◎ 産業廃棄物については、建設混合廃棄物の分別に努めた結果 排出量が減り、ﾘｻｲｸﾙ率100％に

近づきつつあります。

　　　



平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
平成31年度
令和1年度

令和2年度 令和3年度

CO2排出量
(実績)㎏-CO2

40,740 39,001 36,163 47,427 63,495 61,633 62,017 104,843 116,825

CO2排出量
(目標)㎏-CO2

48,091 47,590 38,830 36,051 46,468 62,860 60,400 60,777 101,698

CO2排出量
(実績)㎏-CO2/

完工高×0.1

24.35 21.13 27.07 27.02 23.57 20.75 19.30 28.24 29.89

軽油
(実績)㍑/完工高

43.46 36.28 49.78 53.30 42.88 41.27 38.21 80.06 87.68

軽油
(目標)㍑/完工高

65.50 64.82 34.47 49.78 52.23 42.45 40.44 37.45 77.66

ガソリン
(実績)㍑/完工高

34.14 35.90 42.21 41.73 33.50 33.15 31.68 25.49 26.07

ガソリン
(目標)㍑/完工高

47.02 46.53 34.11 42.21 40.90 33.16 32.49 31.05 24.73

購入電力
(実績)kWh

12,932 10,728 10,156 10,700 13,100 11,994 13,225 14,207 14,412

購入電力
(目標)kWh

13,234 13,095 10,192 10,054 10,486 12,969 11,754 12,961 13,781

　

環境目標値と実績値の経年推移
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購入電力量(kWh) 売却電力量(kWh)
太陽光発電量

(kWh)

平成18年度 11,322 － －

平成19年度 13,063 － －

平成20年度 11,776 1,518 3,476 10/16より太陽光発電稼働

平成21年度 8,667 7,142 12,744

平成22年度 8,468 6,216 11,137 4/3よりｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙを10kWhに縮小

平成23年度 8,170 6,477 11,916

平成24年度 6,855 6,740 11,843

平成25年度 6,911 7,102 11,030

平成26年度 6,044 7,241 11,783

平成27年度 5,824 6,323 11,238

平成28年度 5,949 6,842 11,231

平成29年度 7,236 6,663 11,580

平成30年度 7,333 6,409 11,113

平成31・令和1年度 7,978 6,116 10,938

令和2年度 8,294 5,823 10,611 12月下旬頃～１月末まで発電機能ﾀﾞｳﾝ

令和3年度 9,287 4,878 9,642 5/7～6/11まで設備ｽﾄｯﾌﾟ

         ※太陽光発電の影響を受ける電灯電力についてのみ表示しました。
　         動力電力並びに資材置場にかかる電力量は含んでいません。

工事量の増加や、ＩＣＴ工事への参入により事務作業時間が増えたため、
購入電力量が増え、売却電力量が減ることとなりました。
また、社屋改修に伴い太陽光発電システムを１か月余りｽﾄｯﾌﾟさせていたため、
発電量が減り、購入電力の増加につながりました。

購入電力量及び売却電力量、太陽光発電量の経年推移
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３～５月 ６～８月 ９～１１月 １２～２月

ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑの管理 安田

ｴｱｺﾝの温度管理 内田裕 室内温度27℃ 室内温度22℃

照明の消灯 安田

ﾊﾟｿｺﾝの電源OFF 内田翔

燃費の管理 鈴木

ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞの取組 安田

軽油使用量の
管理

松浦

重機・車輌の
点検整備

後藤

PC35MR,PC138US,
ﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ,ﾀｲﾔｼｮ
ﾍﾞﾙ、2tﾀﾞﾝﾌﾟ2
台、

ﾕﾆｯｸｸﾚｰﾝ、
軽四、軽ﾄﾗｯｸ

軽ﾀﾞﾝﾌﾟ、
ﾗﾝｻｰｶｰｺﾞ2台

3tﾀﾞﾝﾌﾟ,ｳｲﾝｸﾞﾛｰ
ﾄﾞ、軽ﾄﾗｯｸ、

ｺﾋﾟｰ用紙の
裏表使用

内田裕

一般可燃ｺﾞﾐの
削減

内田裕

産廃ﾘｻｲｸﾙ率の
向上

鈴木

節水管理 安田

漏水ﾁｪｯｸ 内田裕

資材置場の
水道管理

後藤

ICT工事への参入 専務

ﾄﾞﾛｰﾝの活用 専務

工事における
環境への配慮

各監督

地域への貢献 社長
河川美化作業
道路愛護事業

官民合同安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

ｸﾞﾘｰﾝ購入推進 安田

取組のﾁｪｯｸ 安田

検針票によるﾁｪｯｸ

５．活動計画

ｴｺﾅﾋﾞｯﾄの定期的集計

随時実施

随時実施

随時実施

軽油・ｶﾞｿﾘﾝ
等の削減

取組日程
責任者取組内容取組項目

購入電力
の削減

環境に配慮
した工事

走行日報での管理

随時実施

4半期毎に実施

随時実施

随時実施

随時実施

各工事&工程会議で実施

随時実施

随時実施

その他の
活動

随時実施

廃棄物排出量
の削減

節水への
取組

随時実施

随時実施



取組項目 取組内容

ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑの管理 ○

ｴｱｺﾝの温度管理 ○

照明の消灯 △

ﾊﾟｿｺﾝの電源OFF ○

燃費の管理 ○

ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞの取組 ○

軽油使用量の管理 ○

重機・車輌点検整備 ○

ｺﾋﾟｰ用紙の裏表使用 ○

一般可燃ｺﾞﾐの削減 ○

産廃ﾘｻｲｸﾙ率の向上 ○

節水管理 ○

漏水ﾁｪｯｸ ○

資材置場の水道管理 ○

ICT工事への参入 〇

ﾄﾞﾛｰﾝの活用(UAV測量
等）

〇

〇

〇

地域への貢献 ○

ｸﾞﾘｰﾝ購入の推進 ○

取組のﾁｪｯｸ ○

継続

６．取組結果と評価、次年度の取組内容

令和3年度の評価 令和4年度の取組

購入電力の削減

適切にﾃﾞｰﾀ管理できた 継続

習慣化されている 継続

LED照明への切替は検討中 継続

習慣化されている 継続

軽油・ｶﾞｿﾘﾝ等
の削減

点検・整備ともによく実施された 継続

意識を持って取り組めた 継続

意識を持って取り組めた 継続

意識を持って取り組めた 継続

廃棄物排出量
の削減

習慣化されている 継続

工程会議におけるﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化 継続

引き続き取り組んでいく 継続

節水への取組

意識を持って取り組めた 継続

定期的に問題ないことをﾁｪｯｸできた 継続

問題なし 継続

その他の活動

下請工事での参入 継続

環境に配慮した
工事 太陽電池式赤色灯の使用、低騒音

型・排出ｶﾞｽ対策型機械の使用
継続

工程会議において各現場担当者に
周知を深めた

継続

・7/15　河川美化活動（沖之川/
草刈り）
・8/26　道路愛護作業（市道村松
上中村線/草刈り） 継続

問題なし 継続

継続中 継続

外部からの依頼もあるなど、活用
の場が広がってきている

工事における環境への
配慮



① 環境関連法規等の遵守状況
当社に適用される環境関連法規等の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

該当する活動 該当する項目 遵守状況
公害の防止・自然環境保全、
廃棄物の適正処理、
再生資源等の利用努力・環境負荷の低減

適正

天然資源の消費抑制、環境への負荷軽減 適正

廃棄物処理法

・収集運搬・処理委託業者との契約書の締結
・ﾏﾆﾌｪｽﾄ交付状況等の報告
・ﾏﾆﾌｪｽﾄの発行・管理および保管(A票,B2
票,d票,E票)
・廃棄物保管場所への掲示板の設置
・多量排出事業者による産業廃棄物処理計画
及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書

遵守

資源有効利用促進法 3Rの促進 ﾊﾟｿｺﾝ、ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 適正

家電リサイクル法
指定家電品の適正な回収・ﾘｻｲｸﾙ、
費用の負担

冷蔵庫、洗濯機、
ｴｱｺﾝ、ﾃﾚﾋﾞ

適正

建設リサイクル法 分別解体やﾘｻｲｸﾙの義務
ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｱｽﾌｧﾙﾄ、
木材

遵守

グリーン購入法 環境物品利用の促進 ｴｺﾏｰｸ商品 等 適正
振動規制法 振動規制基準(75dB以下)の遵守 遵守
騒音規制法 騒音規制基準(85dB以下)の遵守 遵守

特定特殊自動車排出ｶﾞｽの排出抑制、
国の施策への協力

ﾀﾞﾝﾌﾟ、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ、
ﾊﾞｯｸﾎｳ

適正

ｴｱｺﾝの適正な回収・ﾘｻｲｸﾙ

第1種特定製品についての冷媒漏えい検査
（1回/3ヶ月）

消防法 対象危険物の管理 灯油、軽油 適正
地球温暖化対策推進法 温室効果ｶﾞｽの排出抑制、3Rの促進 適正
静岡県環境基本条例 公害の防止、自然環境保全 適正

静岡県地球温暖化防止条例
温室効果ｶﾞｽの排出抑制、
県の対策への協力

適正

廃棄物処理の委託先の実地確認とその記録の
保存（5年間）、
産業廃棄物管理責任者の選任

遵守

浄化槽法
設置・廃止の届出、定期清掃の実施、
定期保守点検の実施、
指定検査機関による水質に関する定期検査

事務所からの排水 遵守

自然環境や生活環境の保全、
資源の有効活用

適正

② 訴訟等の有無
関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟等は、過去３年間ありませんでした。

また、周辺住民からの苦情もありませんでした。

７．環境関連法規等の遵守状況と違反・訴訟の有無

静岡県産業廃棄物の適正な
処理に関する条例

袋井市
まちを美しくする条例

令和4年　4月 1日　現在

法規等の名称

環境基本法

循環型社会形成推進基本法

特定特殊自動車排出ｶﾞｽの
規制に関する要綱

フロン排出抑制法 ｴｱｺﾝ 適正



見直しの
必要性

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

経営面についてもアクションを起こさなければ、エコアクションとして目指してきた環境と経営という

チャレンジすることとなりました。最初は3次元起工測量に始まり、3次元測量設計データ作成、

３次元出来形管理というＩＣＴアドバイザーならではの３次元データの納品のみでしたが、生産年齢

人口が減少していく今、当社ではＩＣＴ建設機械の導入をし、停滞していた工事量の見直しを行い

 ＩＣＴ推進係を配置し、ＩＣＴのサポート体制を作り、今後当初における展望と発展、生産性向上

のため工事量の確保と、若手人員の確保や育成を目指して大きな一歩を踏み出し始めたところです。

８．代表者による全体の評価と見直し

見
直
し
に
係
る
指
示
事
項

点　検　項　目 指　示　の　内　容

環境方針

環境目標

環境活動計画

環境活動取組内容

環境経営システム

その他

評価・見直し年月日 　令和　４年　４月　１日

代
　
表
　
者
　
コ
　
メ
　
ン
　
ト

　当社は、地域に暮らす人々の生活の改善を目指し、より良い環境づくりの実現のため 地域の人々と

互恵協力の中で創り上げることに貢献します。という基本理念の下 2007年春に環境と経営の両立を

目指しスタートを致しました。新たな活動として2009年には太陽光発電の導入に踏み切り CO2削減や

環境経営活動の環境に対する活動を主としてまいりました。その結果として購入電力・廃棄物排出量

の削減、軽油・ガソリンの削減や節水などの環境目標に対し、一定の成果を上げることが出来、関係者

の皆様には深謝しておりました。しかし、この先それ以上の成果を出していくためには、もう片方の

ため、社内にも国土交通省認定のＩＣＴアドバイザーの資格を取得する人材が配置され、ＩＣＴ工事に

両輪（全体）としての見直しにはならないと感じたのです。

　そこで、２年程前からアイコンストラクションといって 建設生産システム全体の生産性向上を図る


