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１．事業所および代表者
株式会社　永井組　　代表取締役　永井智克之

２．所在地
本　社　　静岡県袋井市西田72番地
資材置場　静岡県袋井市川井８７８他

３．法人設立

４．資本金

５．環境管理の責任者および担当者氏名、連絡先
環境管理責任者　　　　　専務取締役　　永井憲司
エコアクション事務局　　総務課長　　　鈴木智之
連絡先　　　　　　　　　TEL　　　　0538－43－2525
　　　　　　　　　　　　FAX　　　　0538－42－3539
　　　　　　　　　　　　Eメール　　honsya@nagaigumi.co.jp

６．事業内容
総合建設業
許可番号　静岡県知事許可（特定－3）第8647号
土木工事業　　 建設工事業　　 とび・土工工事業
鋼構造物工事業　　 ほ装工事業　　 しゅんせつ工事業
造園工事業　　 水道施設工事業　　 石工事業
内装仕上工事業　
産業廃棄物収集運搬業
許可番号　静岡県第02201129983号

※自社運搬のみ

事業規模
単位 R3年 R2年 R1年
件 113 121 141

百万円 1277 1154 1248
人 24 24 24
m2 530.48 530.48 530.48
m2 1628.46 1628.46 1628.46
m2 3897.94 3897.94 3897.94

７．対象範囲（認証・登録範囲）
対象組織：株式会社　永井組　（全社で取得）　本社、資材置場
対象活動：総合建設業（土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、
　　　　　鋼構造物工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、
　　　　　水道施設工事業、石工事業、内装仕上工事業）

Ⅰ.事業の概要

資機材置場面積

昭和37年7月1日

3000万円

活動規模
工事等の件数

売上高
従業員

事務所床面積
倉庫床面積
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№

Ⅱ．実施体制

自主的・積極的に環境活動への参加
規則の遵守

自主的・積極的に環境活動への参加

環境経営実施計画の実績集計

環境経営方針の理解・環境への取組の重要性を自覚
規則の遵守

環境経営方針の理解・環境への取組の重要性を自覚

7

代表取締役（社長）

現場監督：環境責任者

2

3

5

6

1

4

環境管理責任者

工事管理部長

エコアクション事務局

一般従業員

総務管理部長

工事現場
(現場監督：環境責任者）

一般従業員

各自の役割、責任及び権限

環境経営方針の策定
環境管理責任者の任命

責任者又は担当部署

資源の整備
評価及び見直し
環境経営システムの構築・実施・管理

環境経営目標･環境経営実施計画作成
環境管理の事務局

工事施工関係の環境経営システムの実施

環境経営の取組結果を報告

営業・総務関係の環境経営システムの実施
営業・総務関係の環境方針の周知

法規制等の要求事項確認

工事施工関係の環境方針の周知

工事管理部長
村松代志郎

代表取締役
永井智克之

環境管理責任者
永井憲司

総務部

エコアクション事務局
鈴木智之

総務管理部長
鈴木智之

土木部 営業部建築部

常務取締役
森下孝夫

２



基本理念

環境経営方針

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ⅲ．環境経営方針

環境経営レポートを公表し、社内外に対して環境に関する情報の提
供を行い、地域社会の一員として地域の環境活動ならびに施策に積
極的に協力します。

会　社　名　株式会社　永井組

代表者氏名　代表取締役　永井智克之

株式会社　永井組は、事業活動を行う中で環境に与える影響を認識
し、当社の環境問題への取り組みを重要課題と位置付けて、土木・建
築を主とした事業活動を行う上で会社および社員が一丸となって、地
球ならびに地域環境に配慮した社会の構築に努力します。

事業活動において環境に配慮し環境保全活動の推進に努め、環境関
連法規とその規制を遵守する。

環境経営目標および経営計画を策定し、継続的に評価見直しを行
い、組織的に環境改善に努める。

 環境負荷低減を積極的に取り入れ、二酸化炭素排出量、廃棄物排
出量及び総排水量等の環境負荷を低減します。

グリーン購入を推進します。

環境に配慮した工事を実施します。

制　定　日　平成２３年　７月　１日

環境経営を継続的に改善します。

改　定　日　令和　２年　７月　１日
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Ⅳ.中期環境経営目標

目標値の設定方法は、スライド方式を採用している。

基準値

R2年度実績
削減
％

目標値
削減
％

目標値
削減
％

目標値

1
二酸化炭素排出量の削減
主要要素：総合計

ｋｇ-CO2 56,256 0.5 55,975 1,0 55,415 1.5 54,584

2
二酸化炭素排出量の削減
主要要素：電力使用量

ｋｇ-CO2 18,223 0.5 18,132 1,0 17,951 1.5 17,681

3 ガソリン L 15,044 0.5 14,969 1,0 14,819 1.5 14,597

4 軽油 L 1,157 0.5 1,151 1,0 1,139 1.5 1,122

5 一般廃棄物の削減 Ton 737.70 0.5 734.01 1.0 726.67 1.5 715.77

6 産業廃棄物の削減 Ton 6,046.9 0.5 6,016.6 1,0 5,956.5 1.5 5,867.1

7 水使用量の削減 ㎥ 204 0.5 203 1,0 201 1.5 198

8 グリーン購入 ％ 47.80 0.5 48.04 1,0 48.28 1.5 48.52

9 環境配慮工事の実施 実施した -
実施する
様に努め

る
-

実施する
様に努め

る
-

実施す
る様に
努める

基準値

R2年度実績
削減
％

目標値
削減
％

目標値
削減
％

目標値

1
二酸化炭素排出量の削減
主要要素：総合計

ｋｇ-CO2 27,364 0.5 27,227 1.0 26955 1.5 26,551

2 電力使用量 ｋＷｈ 34,299 0.5 34,128 1.0 33786 1.5 33,279

3 ガソリン Ｌ 4,754 0.5 4,730 1.0 4683 1.5 4,612

5 一般廃棄物の削減 Ton 737.70 0.5 734.01 1.0 726.67 1.5 715.77

7 水使用量の削減 ㎥ 204 0.5 203 1.0 201 1.5 198

8 グリーン購入 ％ 47.8 0.5 48.0 1.0 48.3 1.5 48.5

基準値

R2年度実績
削減
％

目標値
削減
％

目標値
削減
％

目標値

1
二酸化炭素排出量の削減
主要要素：総合計

ｋｇ-CO2 28,892 0.5 28,748 1.0 28,460 1.5 28,033

2 電力使用量 ｋＷｈ 4,309 0.5 4,287 1.0 4,245 1.5 4,181

3 ガソリン Ｌ 10,291 0.5 10,239 1.0 10,137 1.5 9,985

4 軽油 Ｌ 1,157 0.5 1,151 1.0 1,139 1.5 1,122

5 産業廃棄物の削減 Ton 6,046.9 0.5 6,016.6 1.0 5956.5 1.5 5,867.1

9 環境配慮工事の実施 実施した -
実施する
様に努め

る
-

実施する
様に努め

る
-

実施す
る様に
努める

環境経営目標（全社） 単位

環境経営目標（本社） 単位

環境経営目標（現場等） 単位

R3年度 R4年度 R5年度

R3年度 R4年度 R5年度

R3年度 R4年度 R5年度

※建設資材のグリーン購入は目標設定が難しい為、環境配慮工事の提案を推進する

※グリーン購入対象商品購入金額の備品購入総額に対しての比率

４



取組項目
活動項目 スケジュール 部門 責任者 　担当者

必要ない個所の照明は消す 毎日 総務 総務課長 総務部員

コピー・パソコン等のOA機器の電
源は試用しないときは切る

毎日 各部門 各部門長 全社員

エアコンの設定温度は夏季２７度
冬季２１度に設定する

毎日 各部門 各部門長 全社員

アイドリングストップを励行 毎日 各部門 各部門長 運転者

点検整備を実施する 毎週 総務 総務課長 川本英一

法定速度遵守 毎日 各部門 各部門長 運転者

トイレの使用時や事務所掃除の際
は節水に努める。

都度 総務 総務課長 総務部員

車両や道具の洗浄は予め泥等を
落とし、バケツやタオルを利用して
使用容量を抑える。

都度 工事
工事管理

部長
工事部員

資材置き場のタイヤ洗浄通路使用
の際は必要以上に注水しないよう
にする

都度 工事
工事管理

部長
工事部員

社内漏水チェックの実施 2ヶ月毎 総務 総務課長 総務部員

社内用はできる限り裏紙を使用す
る。

毎日 各部門 各部門長 全社員

可能な限り両面を使用する。 毎日 各部門 各部門長 全社員

印刷及びコピーの際に原稿を
チェックする。

毎日 各部門 各部門長 全社員

コピー及び印刷前には必ず、必要
枚数があっているか確認する。

毎日 各部門 各部門長 全社員

使用済み封筒の再利用 都度 総務 総務課長 総務部員

新聞・雑誌ダンボールの分別を徹
底し、リサイクルに出す。

都度 総務 総務課長 総務部員

分別の徹底とリサイクル化の推進 毎日 各部門 各部門長 全社員

仮設資材の回収・リユース 毎日 各部門 各部門長 全社員

電子マニュフェストの確実な運用 都度 工事 工事管理部長 工事部員

7 グリーン購入 事務用品等購入の際に優先する 都度 総務 総務課長 総務部員

8
工事への環境配
慮

環境配慮工事の実施 都度 工事
工事管理

部長
工事部員

※夏季は6～9月、冬季は12～3月とする

Ⅴ．環境経営計画

1 使用電力の抑制

6 産業廃棄物

2 使用燃料の削減

4 紙使用量の削減

5 一般廃棄物

水使用量の削減3
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基準値

R2年度実績 削減％ 目標値 実績値 達成率 達成

1
二酸化炭素排出量の削減
主要要素：総合計

ｋｇ-CO2 56,256 0.5 55,975 61,508 109.9 ×

2
二酸化炭素排出量の削減
主要要素：電力使用量

ｋｇ-CO2 18,223 0.5 18,132 18,742 103.4 ×

3 ガソリン L 15,044 0.5 14,969 16,938 113.2 ×

4 軽油 L 1,157 0.5 1,151 1,301 113 ×

5 一般廃棄物の削減 kg 737.70 0.5 734.01 658.00 89.6 ○

6 産業廃棄物の削減 Ton 6,046.9 0.5 6,016.6 2,298.3 38 ○

7 水使用量の削減 ㎥ 204 0.5 203 168 83 ○

8 グリーン購入 ％ 47.8 0.5 48.0 64.3 133.9 ○

9 環境配慮工事の実施 件 実施した
実施する様
に努める

実施した 〇

基準値

R2年度実績 削減％ 目標値 実績値 達成率 達成

1
二酸化炭素排出量の削減
主要要素：総合計

ｋｇ-CO2 27,364 0.5 27,227 28,067 103.1 ×

2 電力使用量 ｋＷｈ 34,299 0.5 34,128 35,933 105.3 ×

3 ガソリン Ｌ 4,754 0.5 4,730 4,739 100.2 ×

5 一般廃棄物の削減 kg 737.70 0.5 734.01 658.00 89.6 ○

7 水使用量の削減 ㎥ 204 0.5 203 168 83 ○

8 グリーン購入 ％ 47.8 0.5 48.0 64.3 133.9 ○

※グリーン購入対象商品購入金額の備品購入総額に対しての比率

基準値

R2年度実績 削減％ 目標値 実績値 達成率 達成

1
二酸化炭素排出量の削減
主要要素：総合計

ｋｇ-CO2 28,892 0.5 28,748 33,441 116.3 ×

2 電力使用量 ｋＷｈ 4,309 0.5 4,287 3,774 88.0 ○

3 ガソリン Ｌ 10,291 0.5 10,239 12,199 119.1 ×

4 軽油 Ｌ 1,157 0.5 1,157 1,301 113 ×

5 産業廃棄物の削減 Ton 6,046.9 0.5 6,016.6 2,298.3 38 ○

9 環境配慮工事の実施 件 実施した
実施する様
に努める

実施した 〇

環境活動実績の取組結果の評価

1
二酸化炭素排出量の削減
主要要素：総合計

2
二酸化炭素排出量の削減
主要要素：電力使用量

3 ガソリン

4 軽油

5 廃棄物の削減(リサイクルの推進)

6 水使用量の削減

7 グリーン購入

8 工事への環境配慮

Ⅵ．環境活動実績の取組結果

環境経営目標（全社） 単位
R3年度環境実績結果

電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）は、平成29年度実績・H30.12.27環境省・経済産業省公表の中部電力
株の調整後の排出係数である0.472㎏-CO2/kwhを使用

環境目標 取り組み結果評価

本社が昨年悪かった状態とほぼ同じというレベルであった。現場は約２割削減されている。社内に関しては
昨年同様コロナ対策の一環で換気等によりエアコンの稼働率が上がったためと推測される。

環境経営目標（本社） 単位

環境経営目標（現場等） 単位

R3年度環境実績結果

R3年度環境実績結果

※産業廃棄物排出量の実績及び削減目標としては、建設現場で発生する産業廃棄物が請け負う建設工事内容に左右されることから、社
内活動で発生する建設発生木材と建設混合廃棄物を削減する目標を設定しています。									

官庁工事においては基本として環境に対して考慮した施工となっているのでなかなか提案までに
は至らないが、少なくとも維持していくように今後も努力します。

社内は達成しなかったが、ほぼ昨年と同様だったが、現場の利用が約２割も上昇している。比較的大きな現
場が本社より遠い場所に多くあったことが主な原因と考えます。

一般の廃棄量が上がっているのはコロナにより衛生管理の面から使い捨てのペーオーパータオルの使用が
多くなっているのではないかと推測します。産業廃棄物に関しては受注した工事の内容により発生量が増え
たと推測されます。

本年度、約２割の削減が図られているが特に節水型の器具を取り入れているわけではないので社員それぞ
れが無駄に水を流さないように意識した結果と思われる。

昨年を基準としているため、評価として悪いものになっている部分があるが特に現場での燃料系が増えてい
ることが原因と思われる。

工事での利用が本年度が多かったようで機械の稼働率が上がっているようだが、機械の入れ替えがないの
で燃費そのものも悪いままである。

本年度は備品購入項目の見直しを行ったことにより達成となった。修理保守等の中に毎月のレン
タルサーバー費用及び保守といった対応できないものが含まれていたので除外した。

６



取組項目 活動項目 スケジュー
ル 部門 　担当者 結果 評価内容 今後の取組内容

必要ない個所の照明は消す 毎日 総務 総務部員 〇 掲示→徹底されている 継続実施

コピー・パソコン等のOA機器の
電源は試用しないときは切る

毎日 各部門 全社員 ○
退社時には必ず確認
して実行している

表示及び確認の徹
底

エアコンの設定温度は夏季２７
度　冬季２１度に設定する

毎日 各部門 全社員 〇 掲示→徹底されている 継続実施

アイドリングストップを励行 毎日 各部門 運転者 △
運転時の条件により
困難

継続実施・対応車
両の購入優先

点検整備を実施する 毎週 総務 川本英一 〇 徹底されている 継続実施

法定速度遵守 毎日 各部門 運転者 〇 確実に行われている 継続実施

トイレの使用時や事務所掃除の
際は節水に努める。

都度 総務 総務部員 〇 確実に行われている 継続実施

車両や道具の洗浄は予め泥等
を落とし、バケツやタオルを利
用して使用容量を抑える。

都度 工事 工事部員 〇 確実に行われている 継続実施

資材置き場のタイヤ洗浄通路
使用の際は必要以上に注水し
ないようにする

都度 工事 工事部員 ○
常に確認が出来る方
法がない。対策として
閉め忘れに注意

確認の徹底・監視
装置もしくは自動止
水栓の検討

社内漏水のチェック
2ヶ月

毎
総務 総務部員 ○

確認は確実に行われ
ている

継続実施

社内用はできる限り裏紙を使用
する。

毎日 各部門 全社員 〇
会議資料等徹底され
ている

継続実施

可能な限り両面を使用する。 毎日 各部門 全社員 ○
PC設定操作ミスに注
意

機種による機能の
差異注意

印刷及びコピーの際に原稿を
チェックする。

毎日 各部門 全社員 〇 確実に行われている 継続実施

コピー及び印刷前には必ず、必
要枚数があっているか確認す
る。

毎日 各部門 全社員 〇 確実に行われている 継続実施

使用済み封筒の再利用 都度 総務 総務部員 △
使用可能な回収方法
が必要

注意喚起・指導の
徹底

新聞・雑誌ダンボールの分別を
徹底し、リサイクルに出す。

都度 総務 総務部員 〇 確実に行われている 継続実施

仮設資材の回収・リユース 毎日 各部門 全社員 〇 意識して行われている 継続実施

分別の徹底とリサイクル化の推
進

毎日 各部門 全社員 △
意識しているが状況に
よって難しい。

継続実施

電子マニュフェストの確実な運
用

都度 工事 工事部員 〇 確実に行われている 継続実施

7
グリーン
購入

事務用品等購入の際に優先す
る

都度 各部門 全社員 ○
購入物品が対応した
ものか確認を確実に
行う

継続実施

8
工事への
環境配慮

環境配慮工事の実施 都度 工事 工事部員 〇 確実に行われている 継続実施

Ⅶ．環境経営計画の評価と次年度への取組

6
産業廃棄
物

1
使用電力
の抑制

3
水使用量
の削減

5
一般廃棄
物

4
紙使用量
の削減

2
使用燃料
の削減

７



１．環境関連法規等の遵守状況

法令のポイント
遵守
状況

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

4
原材料等の使用の合理化を行うとともに、再
生資源及び再生部品を利用するよう努める。 遵守

遵守

遵守

6

抗打機、杭抜機、削岩機、空気圧縮機コンク
リートプラント等を使用する作業特定建設作
業の実施の届出書（市町村長）（作業開始の
７日前までに）

遵守

7
抗打機、杭抜機、ブレーカー等を使用する作
業特定建設作業の実施の届出書（市町村
長)(作業開始の７日前までに)

遵守

8 低騒音型・低振動型建設機械の使用促進 遵守

9
汚染された地下水の排出汚水の事業所から
公共用水域への排出を規制する。 遵守

10 濁度 遵守

11 冷蔵庫・テレビ・洗濯機及びエアコン等 遵守

12 使用済自動車（適正処理） 遵守

13
急発進・急加速・急操作の排除に努める。
停止の際はアイドリング・ストップを励行す
る。

遵守

14
業務用エアコン・エアコン付重機の簡易点検
の実施 遵守

２．違反、訴訟等の有無

作　成　日　 令和4年9月1日
作成責任者　　永井憲司

   関係機関からの指摘や利害関係者からの訴訟は、過去3年間ありませんでした。
   なお、この法規等は、年1回（7月）、取りまとめ内容を更新します。

Ⅷ.環境関連法規

騒音規制法
(静岡県生活環境の保
全等に関する条例)

振動規制法
(静岡県生活環境の保
全等に関する条例)

低音騒音型、低振動型
建設機械の指定に関す
る規程

水質汚濁防止法

河川法

家電リサイクル法

　当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませ
んでした。

関係法令名

廃棄物の処理及び清掃
に関する法律(廃棄物
処理法)
（運搬事業者）

静岡県産業廃棄物の適
正な処理に関する条例

検査結果の記録・保存
日常点検

該当する機械について3ヶ月に1回、廃棄するまで
記録保管する

オフロード法

フロン排出抑制法

廃棄処理時に対応

廃棄処理時に対応自動車リサイクル法

河川の汚濁の防止

河川の汚濁の防止

早朝、夜間作業、日曜、祭日の作業自粛
低騒音、低振動機械の使用
振動規制値内での作業遵守

低騒音、低振動機械の使用

5
資源の有効な使用確保を図るとともに、産業
廃棄物の発生の仰制、保全に関する為再生
資源及び再生物の利用を目的とする。

1)産業廃棄物マニフェストの管理(Ａ・Ｂ２・Ｄ・Ｅ票
の返却確認)

2）廃棄物処理契約書

早朝、夜間作業、日曜、祭日の作業自粛
低騒音、低振動機械の使用
騒音規制値内での作業遵守

建設工事にかかる資材
の再生資源化に関する
法律
(建設リサイクル法)

3

産業廃棄物管理者の設置及び廃棄物処理委
託先において適正な処理が行われているか
確認する（記録保存に関しては年1回以上実
施し、5年間記録する）

1）産業廃棄物管理責任者の設置（永井憲司）

2）産業廃棄物処理委託先の現地確認とその記録保存

廃棄処理時に対応
資源有効利用促進法
　（パソコンリサイクル
法）

2

産業廃棄物の運搬を行う場合は許可を受け
た者が実施する。産業廃棄物の発生から最
終処分終了まで、適正に処理がなされるよう
必要な措置を構ずるよう努める。

1)産業廃棄物マニフェストの管理

2）廃棄物処理契約書

3）収集運搬業の許可期限確認

4)運搬実績報告

備　考

1)産業廃棄物マニフェストの管理(Ａ・Ｂ２・Ｄ・Ｅ票
の返却確認)

2）廃棄物処理契約書

3）収集運搬業及び処分業の許可期限確認

4)産業廃棄物管理票交付等状況報告書
産業廃棄物管理票未返却時の県知事への報告

5）産業廃棄物保管場所への掲示板の設置

1

廃棄物の処理及び清掃
に関する法律(廃棄物

処理法)
(排出事業者）

事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責
任において適正に処理しなければいけない。
産業廃棄物の運搬、処分は許可を受けた者
が実施する。産業廃棄物の発生から最終処
分終了まで、適正に処理がなされるよう必要

な措置を構ずるよう努める。

6）産業廃棄物多量排出事業者の処理計画及び実
施状況報告

８



株 式 会 社 永 井 組

代 表 取 締 役 永 井 智 克 之

令 和 4 年 9 月 18 日

Ⅸ.代表者による評価と見直し

　本年は企業が活発な活動が行われるとエネルギーが消費されるという当たり
前の理由からエコバランスが崩れた結果になりました。
　意識をしていても現場そのものが広くまた本社から離れた位置にあると監督
員の使用する車両の消費する燃料は多くなります。無駄のない施工に心がけて
いても関係各所や担当者等の打合せなど必要な移動があります。
　コロナによりリモートで仕事をしている人の話を聞くと我々の仕事もそのように
出来たらどれだけ楽になり、さらにはその無駄がなくなれば環境に良い結果を
生み出せるのではないかと考えたりもします。しかしながら、実際の施工にあ
たっては多くの関係者と密接に打ち合わせをし、更にしっかりと現地の状況を把
握したうえでなければ良い施工が出来ないということも事実です。役所の中に
は検査等をリモートで行い、移動による時間の無駄を省き、施工がスムーズに
行えるようになってきているようですが、我々建設業の職員は老齢化が進み新
しい技術になかなか追いつけなくなってきてもいます。そのような中でも少しでも
無駄や無理のかからない方法を考えてさらに環境に配慮した施工に心掛けて
社員と一丸になってエコアクションを継続していきたいと考えます。

９


