
いすゞ　10t生コン車　ギガ

2022年9月導入

いすゞ　10tダンプ　ギガ

2022年9月導入

株式会社　 堀内土木
代表取締役　　堀内　祐典

発行日：令和5 年  2月  28日

株式会社 堀内土木

環境経営レポート
（活動期間：令和4年2月～令和5年１月）



１．取組の対象組織・活動

1.1組織の概要

　　　　建設業　　　　　　　　　 県知事許可(特－２)第６４５８号

　　　　生コン製造販売業　 (認証番号)ＧＢ０３０７１１０

　　　　砂利採取販売業　　 　 (県登録第９９号)

　　　　産業廃棄物処理業　　 (収集運搬、第０２２０１００３２５１号)

(中間処理、第０２２２１００３２５１号)

　　　　宅地建物取引業　　　 県知事(１４)第２３４０号

従業員数　  45名　（令和5年1月末現在）

（1）    事業者名及び代表者名

　　　　株式会社堀内土木

　　　　代表取締役　堀内　祐典

（2）    所在地

　　　　静岡県磐田市向笠竹之内２７３－１

（3）　法人設立年月日

　　　　昭和４０年 ７月 １日

（4）　資本金

　　　　３７００万円

（5）    環境管理責任者氏名及び事務局担当者連絡先

　　　　環境管理責任者：代表取締役常務　　堀内　研矢

　　　　事務局担当者　：土木部　　白幡　宣子

　　　　連絡先　　　電話：０５３８－３８－２５２５　　ファックス：０５３８－３８－２２９０

（6）    事業内容

（7）    事業の規模

単位 令和4年度

売上高　　　 百万円 1,627

本社延べ床面積　 ㎡ 711.9

生コン延べ床面積 ㎡ 278.66

車輌台数 台 50

建設機械台数 台 17
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(8)　実施体制図 (認証・登録の対象組織)

取組状況の評価見直し

環境経営システム構築・実施・管理

全般の評価・改善

社長への報告､社員の教育指導

事務局
環境管理責任者の補佐

文書の作成、保管

環境経営システムの推進

環境目標・環境活動計画の作成

全般の評価・改善

社員の教育指導

環境目標・環境活動計画の作成

取組の推進

許可都道府県：静岡県　　　 許可番号　第02201003251号

事業の区分　　　　　　　　　　 収集運搬(積替え及び保管行為を除く)

産業廃棄物の種類　　　　　 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず､ガラスくず・コンクリートくず及び

陶磁器くず、がれき類、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず。以上9品目
許可の年月日　　 4 年 1 月 10 日

許可の有効期限　 11 年 1 月 9 日
収集運搬実績　

運搬車輌　　　　 10tダンプ　4台 2ｔダンプ　2台 3tダンプ　2台

統括責任者
環境方針策定、担当者の任命

生コン部環境委員
袴田恭史
南　明宏

環境管理責任者

統括責任者
代表取締役社長　堀内祐典

環境責任者

環境委員

(9) 産業廃棄物収集運搬業

令和

令和

令和4年度　　がれき類　 297.12ｔ　

事務局
白幡宣子

環境管理責任者
代表取締役常務　堀内研矢

本社環境責任者
代表取締役専務　堀内浩平

生コン部環境責任者
工場長　那須光一

営業部環境委員
遠藤恭寛

土木部環境委員
松本洋平

総務部環境委員
白幡宣子
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(10)　産業廃棄物処分業
許可都道府県：静岡県　　　 許可番号　第02221003251号

脱水処分      －汚泥
天日乾燥処分－汚泥(砂利洗浄汚泥、建設汚泥及び浄水汚泥に限る)

 破砕処分      －ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類
 造粒固化処分－汚泥(砂利洗浄汚泥、建設汚泥及び浄水汚泥に限る)

 破砕施設　　　　 処理能力　 504.00ｔ/日 (8時間) 設置平成13年12月11日
 天日乾燥施設　 処理能力　  90.00m3/日 (8時間)　  設置平成15年 4月18日
 造粒固化施設　 処理能力　　   240.00ｔ/日 (8時間)　  設置平成15年 4月18日

 脱水施設　　　　 処理能力 119.20m3/日 (8時間)　  設置平成17年 3月11日
許可年月日　　　　　 平成 28 12 月 11 日    
許可の有効期限　　 平成 33 12 月 10 日   令和3年12月10日更新申請中

処理工程図

処分実績　 令和4年度　  汚泥　573.22 t　・　コンクリートガラ　 7,337.5ｔ

（11）事業年度 令和4年2月～令和5年1月

1.2認証・登録の対象組織・活動

登録事業者名： 株式会社　堀内土木

静岡県磐田市向笠竹之内273-1

対象事業所： 本社事業所

事業活動： 建設業、生コンクリート製造販売業、砂利採取販売業

産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物中間処理業、

宅地建物取引業、メガソーラー施工

2次破砕

事業の用に供する施設

建設系残土、建設系汚泥等 コンクリートガラ

製品（改良土・ホリサンド） 製品（コンクリート砕石）

天日乾燥場　兼　受入施設 1次破砕

固化施設（造粒固化） ふるい分け

混合施設（混合・攪拌）

4



２．環境経営方針

 
       
   

１）二酸化炭素排出量の削減

   ２）一般廃棄物の削減と産業廃棄物リサイクルの推進

       
   

３）水使用量の削減

       
   

４）グリーン購入の推進

   ５）メガソーラー事業への積極的な参加

（第4版）

2.1基本理念・環境理念

　　　     人と自然が共生する豊かな自然環境の保全を目指し、信頼される企業として、

           地域の発展と繁栄に貢献します。

2.2基本方針

　　 （１）　環境経営システムを構築し、環境負荷の軽減に積極的に取組みます。

　　 （２）　環境への取組として特に次の事項を推進します。

　　 （３）　環境関連法規及び条例等を遵守します。

　 　（４）  リサイクルプラントにおいて、再生改良砂、泥土改良土等の研究開発を行い、地

          　 域のリサイクル促進に貢献します。

　　 （５）　環境教育を実施し、全従業員への環境経営方針の周知と環境に関する意識の向上を

   株式会社　堀内土木

   代表取締役　堀内　祐典

             図ります。

　  　(６)　 地域社会との環境コミュニケーションを図ります。

   平成 20 年 11 月 1 日制定

令和  2 年  4 月 1 日改定

5



３．環境経営目標

令和3年度の実績を基準とし、それに対して各3ヵ年において-3%を削減する環境目標としました。

目標は基準年と同じ売上を前提としています。

※環境省公表のH28年度の中部電力の排出係数(0.485)を使用して二酸化炭素の排出量を算出しました。

-

1,021,610 1,011,394 991,166 961,431

265,699 263,042 257,781 250,048

24,559 24,313 23,827 23,112

303,015 299,985 293,985 285,166

27,720 27,443 26,894 26,087

2.63

1.52 1.50 1.47 1.43

100.0 100.0 100.0 100.0

855.0 846 830 805

15,577.0

3 3 3 3

-

環境配慮型製品の導入促進 件 導入促進に努める

二酸化炭素排出量 kg-CO2

購入電力 kwh

ガソリン使用量 ℓ

軽油使用量 ℓ

A重油（発電機） ℓ

グリーン購入　　　　 品目

車両燃費の向上 km/ℓ

水使用量 ㎥

地下水使用量 ㎥

一定基準を維持する（2.36）

一般廃棄物排出量 t

産廃処分リサイクル率 ％

数量は把握するが、目標値は設けない

ICTを活用した施工の推進

R3年度実績
（基準年）

R4年度目標値 R5年度目標値 R6年度目標値単位項目

メガソーラー工事 件 積極的な受注に努める

環境に配慮した取り組み 環境配慮工事の提案

環境負荷の少ない材料使用
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４．環境経営計画

責任者

冷暖房温度の設定管理（夏２６℃、冬２２℃）とし、エアコンフィルターの清掃をこまめに行う。

生コンプラントの製造工程において、設備制御部分に省力化や自動化を目的とした

コンピューター制御で貯蔵、計量、練り混ぜ、積込み等の時間を最適に維持管理する。

リサイクルプラントにおいては作業効率を高めるため、集中的な作業を行う。

建設現場においては、赤色灯の太陽電池利用を推進する。

照明、電化製品・ＯＡ機器類の電源を、昼休み、外出時等にはＯＦＦにする。

スイッチ箇所に消灯・節電のラベルを貼付し、節電の徹底を図る。

車両の燃費向上を図る。

アイドリングストップ・暖気運転(夏季5分・冬季10分)の徹底をする。

エコドライブ(急発進・急加速・急ブレーキの抑制)の推進をする。

車輌の定期的な整備点検を実施(適正な空気圧等)し、燃費向上を図る。

ダンプ車・ミキサー車の運転手は運転記録簿に記録し、作業効率の向上を図る。

配車係は最適な配車計画をし、適切な運行管理を行う。

二酸化炭素排出量削減に係る全ての環境配慮型製品導入の促進を図る。 常務

建設現場において、廃棄物の分別を行い、リサイクルを推進する。

リサイクルプラントにおいて、再生改良砂の更なる研究開発を行う。

分別徹底とリサイクルの啓蒙をする。

環境に配慮した土壌改良材の利用・普及を推進する。

分別ボックスの設置をし、計量を行う。分別の徹底によるリサイクルの推進と排出量の削減を

図る。

紙使用量の削減（ミスコピー防止、裏紙使用、両面印刷、電子媒体活用等により）を図る。

封筒の再利用、紙のリサイクル率向上を図る。

生コンプラント、砂利プラントにおいて、クローズドシステムにより、水の循環利用を促進し、

地下水の節水を心掛ける。 手洗い時等の節水、道具洗浄や洗車方法等の改善をする。

節水ノズル取付、土等の事前手洗い、バケツ・タオルを使用し、水の垂れ流しを抑制する。

地下水メーターの設置をして数値で管理する。　雨水利用を推進する。

ステッカー・張り紙貼付(スイッチ、社用車等)をする。社内のパトロール・点検をする。

取引企業等への取組の周知徹底を図る。エコマークを名刺、会社案内に記載し、工事現場に

掲示してＰＲを図る。

商品リストを作成し、毎年３品目以上の新規購入に努める。 常務

市内一斉美化活動や地域清掃等の社会活動に参加する。 常務

環境委員会や全体会議、各課の会議等により環境教育を実施し、意識の向上を図る。 常務

自然エネルギーである太陽光を発電するメガソーラーの工事を積極的に受注する。 専務

取組項目 活動計画の内容

環境配慮型製品導入

グリーン購入の推進

環境コミュニケーション

燃料使用量
削減

水使用量削減

啓蒙活動

電力使用量
削減

産業廃棄物の
リサイクル推進

一般廃棄物
排出量削減

メガソーラー工事

二
酸
化
炭
素
排
出
量
削
減

廃
棄
物
排
出
量
削
減

専務
工場長

専務
工場長

専務
工場長

専務
工場長

専務
工場長

専務
工場長

環境教育
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５．令和４年度環境経営目標とその実績及び評価

　事業年度　Ｒ４年２月～R５年１月

R4年度目標値 R4年度実績

導入促進に努める
生コン車　1台
ダンプ　1台

1,011,394 920,039

263,042 279,155

24,313 19,059

299,985 272,231

27,443 14,000

一定基準を維持する（2.36） 2.91

0.98 2.00

100.0 100.0

846.5 951.0

数量は把握するが、
目標値は設けない 10,788.0

3 3

積極的な受注に努める 0

※水道水・・・生活用水に使用、地下水・・・生コン練り混ぜ水・砂利選別・場内散水に使用

・二酸化炭素排出量の目標が達成できた。活動の継続に努める。

・一般廃棄物排出量は未達成となったが、事務所内書類整理をしたためである。今後も削減に努める。

・水使用量は未達成となった。今後も削減に努める。

・環境に配慮した取り組みについては、活動の継続に努める。

項目 単位 評価

環境配慮型製品の導入促進 件 環境配慮型の導入

二酸化炭素排出量 kg-CO2 達成

購入電力 kwh 未達成

ガソリン使用量 ℓ 達成

軽油使用量 ℓ 達成

A重油（発電機） ℓ 達成

車両燃費の向上 km/ℓ 達成

一般廃棄物排出量 t 未達成

産廃処分リサイクル率 ％ 達成

水使用量 ㎥ 未達成

地下水使用量 ㎥ 節水に努めた

グリーン購入　　　　 品目 達成

メガソーラー工事 件 未達成　メガソーラー工事の積極的な受注を図る

環境に配慮した取り組み 環境配慮工事の提案

環境負荷の少ない材料使用

ICTを活用した施工の推進
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■参考　実績の図表

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度 R3年度

二酸化炭素排出量 1379670 1099844 1155720 923899 1063454 959137 1053539 1021610

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

二酸化炭素排出量kg-co2

ℓ Km/L

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度 R3年度

購入電力 354756 319689 318973 302455 266283 253598 268383 277456

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

購入電力kwh
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27年度 28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

地下水使用量 19875 14367 15149 14377 15580 16804 15577 10788

0

5000

10000

15000

20000

25000

地下水使用量㎥

27年度 28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

水使用量 1035 1140 1268 818 614 760 855 951

0
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水使用量

27年

度

28年

度

29年

度

30年

度

R1年

度

R2年

度

R3年

度

R4年

度

A重油 56000 42000 28000 28000 14000 28000 28000 14000

二酸化炭素排出量（発電

機）
151739113804 75869 75869 37934 75880 75880 37940

0
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40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000
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A重油

㎥

ℓ kg-co2
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６．環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容
次年度
の取組

冷暖房温度の設定管理（夏２６℃、冬２２℃）とし、エアコンフィルターの清掃をこまめに行う。

生コンプラントの製造工程において、設備制御部分に省力化や自動化を目的とした

コンピューター制御で貯蔵、計量、練り混ぜ、積込み等の時間を最適に維持管理する。

リサイクルプラントにおいては作業効率を高めるため、集中的な作業を行う。

建設現場においては、赤色灯の太陽電池利用を推進する。

照明、電化製品・ＯＡ機器類の電源を、昼休み、外出時等にはＯＦＦにする。

スイッチ箇所に消灯・節電のラベルを貼付し、節電の徹底を図る。

車両の燃費向上を図る。

アイドリングストップ・暖気運転(夏季5分・冬季10分)の徹底をする。

エコドライブ(急発進・急加速・急ブレーキの抑制)の推進をする。

車輌の定期的な整備点検を実施(適正な空気圧等)し、燃費向上を図る。

ダンプ車・ミキサー車の運転手は運転記録簿に記録し、作業効率の向上を図る。

配車係は最適な配車計画をし、適切な運行管理を行う。

二酸化炭素排出量削減に係る全ての環境配慮型製品導入の促進を図る。 ○ 実施されていた 継続

建設現場において、廃棄物の分別を行い、リサイクルを推進する。

リサイクルプラントにおいて、再生改良砂の更なる研究開発を行う。

分別徹底とリサイクルの啓蒙をする。

環境に配慮した土壌改良材の利用・普及を推進する。

分別ボックスの設置をし、計量を行う。分別の徹底によるリサイクルの推進と排出量の削減を

図る。

紙使用量の削減（ミスコピー防止、裏紙使用、両面印刷、電子媒体活用等により）を図る。

封筒の再利用、紙のリサイクル率向上を図る。

生コンプラント、砂利プラントにおいて、クローズドシステムにより、水の循環利用を促進し、

地下水の節水を心掛ける。 手洗い時等の節水、道具洗浄や洗車方法等の改善をする。

節水ノズル取付、土等の事前手洗い、バケツ・タオルを使用し、水の垂れ流しを抑制する。

地下水メーターの設置をして数値で管理する。　雨水利用を推進する。

ステッカー・張り紙貼付(スイッチ、社用車等)をする。社内のパトロール・点検をする。

取引企業等への取組の周知徹底を図る。エコマークを名刺、会社案内に記載し、工事現場に

掲示してＰＲを図る。

商品リストを作成し、毎年３品目以上の新規購入に努める。 ○ 実施されていた 継続

市内一斉美化活動や地域清掃等の社会活動に参加する。 ○ 実施されていた 継続

環境委員会や全体会議、各課の会議等により環境教育を実施し、意識の向上を図る。 ○ 実施されていた 継続

自然エネルギーである太陽光を発電するメガソーラーの工事を積極的に受注する。 △
実施されていたが
達成はしていない

継続

取組項目 取組の内容 評価

環境配慮型製品導入

グリーン購入の推進

徹底されていた

徹底されていた

実施されていた

徹底されていた

実施されていた

環境教育

メガソーラー工事

二
酸
化
炭
素
排
出
量
削
減

廃
棄
物
排
出
量
削
減

○

○

○

○

○

○

電力使用量
削減

燃料使用量
削減

環境コミュニケーション

継続

継続

継続

継続

継続

継続

産業廃棄物の
リサイクル推進

一般廃棄物
排出量削減

水使用量削減

啓蒙活動 実施されていた
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確認日　令和5年2月24日

廃棄物処理法 1) マニフェストの回収期限
＊ 受託した産廃の中間処理(コンクリート塊・汚泥 等)
・ C1票 保存
・ C2票 交付日から 90 日以内
・ D票 交付日から 90 日以内

処分終了後 10 日以内
・ E票 交付日から 180 日以内

処分終了後 10 日以内
＊ 収集運搬した産廃
・ B2 交付日から 90 日以内

運搬終了後 10 日以内
＊ 委託する産廃
・ A票 保存
・ B2 交付日から 90 日以内
・ D票 交付日から 90 日以内
・ E票 交付日から 180 日以内

2) マニフェストの保存期間 5 年間
3)
4) 廃棄物処理委託契約の確認(許可の有効期限、実地確認)
5) 収集運搬車への表示義務及び書面備え付け（携帯）義務

資源有効利用促進法 1) 指定副産物の再生資源としての利用の促進に取り組む
※特定再利用業種に該当 2) 建設業の土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリートの塊 等

建設リサイクル法 1) 対象工事の届出書面の作成と県知事への届出
2) 再資源化を実施(再生、焼却、埋立処分など)

騒音規制法 1) 磐田市規制基準(第2種区域)
区 分
昼　間 (午前8時～午後6時) 55ｄＢ
朝・夕 (午前6時～午前8時、午後6時～午後10時) 50ｄＢ
夜　間 (午後10時～翌日の午前6時) 45ｄＢ

※ﾚｲｱｳﾄ変更／新設備の導入／異常音の発生 時に遵守評価が必要

振動規制法 1) 磐田市規制基準(第1種区域の2)
区 分
昼　間 (午前8時～午後8時) 65ｄＢ
夜　間 (午後8時～翌日の午前8時) 55ｄＢ

※ﾚｲｱｳﾄ変更／新設備の導入／異常振動の発生 時に遵守評価が必要

水質汚濁防止法 1) 事故時の措置
応急措置を行い、事故の状況及び応急措置の概要を市長に報告

2) 油水分離槽の目視・確認、清掃 1回/月

消防法 1) 給油取扱所の地下タンク貯蔵所の定期点検(1回／年)
※屋外タンク貯蔵所　　1基 2) 製造所等定期自主点検(1回／年)
　 一般取扱所　　　　　 2基 3) 周りに可燃物の無いことを確認
　 少量危険物貯蔵所　1基 4) 消防設備の確認
オフロード法 1) 基準適合表示のあるものを使用

2) 抑制指針に定める適切な燃料の使用
3) 適切な点検整備の実施

フロン排出抑制法 1) 対象機器の簡易点検（1回/3か月）
2) 対象機器の定期点検（1回／3年）

なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去3年間ありません。

(3)苦情
苦情はありません。

前年度ﾏﾆﾌｪｽﾄ交付状況を当年6月30日までに静岡県に報告

静岡県生活環境の保全等に関する条例 一般粉じん発生施設設置届出書　　平成20年7月14日届出済
砂利プラント破砕機

違反なし
再資源化促進

違反なし
報告済

違反なし
届出済

違反なし
苦情なし

※貯油施設の保有
　 油水分離槽

７．環境関連法規制の遵守状況

（１）法規制登録一覧及び遵守評価

法規等の名称 主要な遵守事項 遵守状況

違反なし
点検整備

違反なし
点検整備

違反なし
届出済

違反なし
苦情なし

※特定施設
　土石用等の破砕機
　コンプレッサー

違反なし

※特定施設
　土石用等の破砕機
　コンクリートプラント
　コンプレッサー
　ブロア

規　制　基　準

規　制　基　準

バックホウ
ホイルローダ
コンプレッサーのエアドライヤ

(2)違反、訴訟等

環境関連法規への違反はありません。

違反なし
エアコン
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８．代表者による全体の評価と見直しの結果

  現在、ロシアがウクライナに侵攻した戦争も1年が経過し、深刻なエネルギーや
物資の不足に陥り、物価高騰や電気・ガス代の大幅な値上げが起きています。こ
うした情勢の中、エネルギーの大半を国外に頼る我が国において、SDGsに掲げら
れように持続可能な社会を形成するためには、自国におけるエネルギーの自給自
足や環境問題である温室効果ガスの削減のためにも、風力発電や太陽光発電のよ
うなクリーンな再生可能エネルギーを導入する動きが全国各地で高まっていま
す。また、甚大な被害を与えた地球温暖化による異常気象や大雨等を抑制するた
めにも、厳しい排ガス規制や電動化及び水素燃料への方針が打ち出されていま
す。当社においても、エネルギーをより省力化するために、デジタル化を推進し
生産性向上を高め、より環境負荷が低く、より優れた車両や重機及び設備の導
入・更新など、時代に沿った変革が、社会から必要とされ求められてきていま
す。弊社としてはエコアクション21に、2009年から積極的に取り組んで来たこと
による実績からもわかるように、二酸化炭素排出量の削減について達成出来てい
ます。これは、長年の努力の積み重ねにより、従業員一人一人にその意識が定着
したことによるものです。
　なお、環境方針や環境目標及び環境活動計画は同じ内容で継続し、環境経営シ
ステムは、環境関連法規制の変化にしっかりと対応していきます。
 今後もさらに積極的な活動を継続し、従業員一人一人の環境に対する意識の向上
と、企業のイメージ向上に繋げていきます。

令和5年2月24日

代表取締役　　堀内　祐典

変更の必要性の有無

環境経営システム 無 有

環境方針 無 有

環境目標及び環境活動計画 無 有
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