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創立日 昭和２５年　４月　１日

資本金

〒４１９－０１２２　　静岡県田方郡函南町上沢３６６－１

資材置場
〒４１９－０１２２　 静岡県田方郡函南町上沢６５０－７

エコアクション２１認証登録
認証登録年月日 ２０１１年　８月１０日
認証登録番号 ０００７３２３
認証登録範囲 全組織、全活動

責任者

連絡先
TEL ０５５－９７８－２００７
FAX
Eメール

事業内容
(土木、管工事、ほ装、造園）

許可番号

許可種類

活動規模 単位 2019年 2020年 2021年
売上高 百万円 64 114 22
従業員 従業員 6 5 3

床面積 ｍ２ 50 50 50

資材置場 ｍ２ 500 500 500

事業規模

事業年度
７月～６月

管工事業、しゅんせつ工事業

本社所在地

(常駐なし）

環境管理責任者　　露木　弘之

０５５－９７８－２００８
uk2007＠true.ocn.ne.jp

一般土木建設工事

事業許可番号
静岡県知事一般２９第１７５１号

土木工事業、とび・土工工事業
石工事業、ほ装工事業　　　　
水道施設工事業、造園工事業

組織の概要

事業所名及び代表者名

有限会社　函南建設
　　　代表取締役　　　露木　弘之

１，０００万円
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環境経営方針

１．当社は経営システムである「エコアクション２１」を導入して、環境目標、活動

２．関連する法規制を遵守することを事業の最重点項目として進めるとともに、

⑥建設工事排出の副産物として発生する再生材料の資材類を

⑦事務所で使用する什器、文房具、用紙類についてもグリーン

有限会社　函南建設

代表取締役　  露木　　弘之

４．環境保全に関する啓蒙、啓発と地域での社会貢献に努めます

２０１０年１２月１５日　　制定
２０１１年　６月１０日　　改訂
２０１３年　７月１日　　改訂

⑧　協力会社とともに環境に配慮した施工に取り組みます

３．環境保全活動の取組

①　燃料使用量削減による二酸化炭素排出量の削減に取り組みます

②　電力使用量削減による二酸化炭素排出量の削減に取り組みます

③　廃棄物の発生抑制、再資源化に取り組みます

④　節水活動による水使用量および排水量の削減に取り組みます

⑤環境にやさしい施工の推進及び環境に配慮した工法の採用

　　有効循環資源として使用するグリーン調達に取組ます

　　マークの製品を採用いたします

　　行政機関、地域等の要請に積極的に協力いたします

有限会社函南建設は、富士山を仰ぎ、箱根山麓に抱かれた自然豊かな
素晴らしい土地で事業を営んでおります。
環境保全に関する知識と認識の向上を図り、地球環境に配慮した工事を
心掛け、社員一丸となって努力致します。

　　計画を立て継続的な改善に努めます

2



(有)函南建設エコアクション２１実施体制図

認証・登録の適用範囲

[全社・全活動とする]

本　　社:函南町上沢366番地の1

資材置場:函南町上沢650番地の7

[活動範囲]

一般土木建設工事

（土木、管工事、ほ装、造園）

4．環境目標、環境活動計画の策定

４．緊急時対応訓練推進
５．環境文書及び記録の作成、管理
６．環境活動レポートの作成

４．マニフェスト、契約書の管理
５．緊急時対応の実施

７．エコドライブの実施
６．環境関連法規等の遵守

８．問題の是正、予防処置

1．環境への負荷、取組への自己ﾁｪｯｸの実施
２．環境関連法規の取りまとめ、遵守状況確認
３・教育、訓練計画の策定と実施

１．諸官庁対応(届出等）
２．環境にやさしい施工
３．現場での廃棄物の分類

T.T

工事部門 資材置場部門
T.T F.T

EA21事務局

露木　弘之 3．全体の評価、見直し及び必要な指示

4．環境活動レポートの承認

EA21責任者 1.EA21システムの確立
2．環境負荷・取組への自己チェックの承認

露木　弘之 3．環境関連法規の取りまとめ、遵守状況承認

5．環境活動のレポートの承認

承認：　　　露木

1．環境方針の策定、制約、公表

代表取締役 2．環境への取組の資源を用意する
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２０２２年度
作成者 承認者
露木 露木

2,021年度基準値 2,022年度基準値 2,023年度基準値 2,024年度基準値
2694 １％削減 １％削減 １％削減

2667 2640 2614
1143 １％削減 １％削減 １％削減

1132 1120 1109
873 １％削減 １％削減 １％削減

864 856 847
729 1％削減 １％削減 １％削減

722 714 707
5．二酸化炭素
　　　排出量の削減（Kg-co2) 8,036 7,956 7,876 7,797
６．OA用紙使用量の １％削減 １％削減 １％削減
　　　　　　　　　　　　削減 5,654 5,597 5,541

８．リサイクル率の

向上

水使用量の削減 ９．水資源使用量の削減 １２㎥/年 １２㎥/年 １２㎥/年 １２㎥/年

環境配慮提案件数

[1件/工事件数）

作成日２０２２年１１月１７日

二酸化炭素の削減

１．電気使用量の削減

２．軽油使用量の削減

３．ガソリン使用量の削減

4.　灯油使用量の削減

(有)函南建設　中長期環境経営目標

環境方針 取り組み項目
環境目標

グリーン調達 １０．グリーン購入の推進
文房具、工事備品等は定常化してリサイクル品を使用、工事材料（再生砕石、再生砂、再生盛土

　　　再生コカ剤、再生アスファルト等）の使用時に行っているので目標にあげないで取組を行う

廃棄物の削減

5,711

７．廃棄物削減 83 82 81

取り組み項目1～７は２０２１年度を基準に１％セントずつ削減目標にしている

81

100% 100% 100% 100%

環境に配慮した施工 11 11
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短期環境経営目標と実績・取組結果と評価
作成者 作成者

露木 露木

環境方針 取組項目 ２０２１目標 ２０２１実績 評価

1. 電気（kwh) 3060 2694 ○

2 .ガソリン(L) 1308 873 ○

3 .軽油(L) 9362 1143 ○

4 .灯油(L) 814 729 ○

5 .CO2合計(kg-CO2) 30635 8036 ○

6. OA(枚） 8225 5711 ○

7. 廃棄物 93 83 ○

8 .リサイクル率 100% 100% ○

水使用量削減 9. 水 12 11 ○

作成日２０２２ 年　１１　年　１７日

○

○

CO2排出量削減

廃棄物削減

環境に配慮した施工
11 .環境配慮提案件数

（1件/工事件数）
1 1

グリーン調達 10．グリーン購入の推進
文房具、工事備品等は定常化してリサイクル品を使

用．工事材料は再生材使用のため目標に上げないで
取組を行う

平成29年度東電エナジーパートナー排出係数二酸化炭素0.462kg-Co2使用
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２０２１年度環境経営計画と評価

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

不在時、休憩時、昼休みの消灯 節電シールの表示実施

節電表示の掲示

エアコン設定温度、冷房28度、暖房20度

エアコン使用する場合設定温度厳守

車両、重機のアイドリングストップの励行 運搬車両の運行経路の見直しを実施

実施

徹底

資源化率の向上

資材の整理、整頓の徹底 廃棄物の削減、資材等の整理整頓実施

節水の徹底、標語の掲示実施

実施

緊急訓練の計画・実施

環境に配慮した施工

環境にやさしい工事
仕様書どうりの工事

を実施している地域住民への事前説明の実施

協力会社の教育実施

露木

環境教育・訓練 定期的に環境教育をする
露木 計画どうり実施

緊急訓練の実施（計画を立てる）

環境教育を定期的に実施

水使用量の削減
こまめに蛇口を閉める

露木 削除できた
節水標語の掲示

削減する事ができた必要な資料のみプリントアウトする

現場

混合廃棄物から資源物を再分別し

削減する事ができた

露木

運搬車両の運行経路検討

廃棄物の削減

　事務所

コピー用紙再利用の徹底

化石燃料の削減

エコドライブの推進

露木
削減することができ

た車両燃料使用量と走行距離チェック

環境目標 取組 担当者
実施計画

取組結果の評価２０２１年度

二酸化炭素の削減

露木
毎日の節電のおか

げで節電達成電気量の削減

過積載の禁止、空気圧のﾁｪｯｸ

不在時の電気消灯の徹底.

作成日２０２２年７月３１日

作成者 承認者

露木 露木

エコドライブの推進

再利用

必要な資料のみプリント

環境に配慮した施工

地域住民への事前説
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次年度の環境経営目標及び環境経営計画

環境方針 取組項目 2022目標 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

電気 （ kwh/年） 2667

軽油（L) 1132

ガソリン(L) 864

灯油(L) 722

CO2合計(kg-co2) 7956

OA(枚） 5654

廃棄物(ｔ） 82

リサイクル率 100%

水使用量削減 水 12ｍ３/年

作成日2022年7月29日

CO2排出量削減

廃棄物削減

環境に配慮した施工
環境配慮提案件数
（1件/工事件数）

1

実施計画 作成者
露木

承認者
露木
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地域貢献事例

2021年度函南建設エコ活動について

・花壇植栽活動　　　　　　6/4、11/19

・水防訓練　　　　           6/26

・道路愛護奉仕作業参加　　　8/5

花壇植栽

道路愛護奉仕作

業
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法規名 規制内容 法令等条項 厳守事項 当社の受入事項・対応 評価

循環型社会形成推進基本法 廃棄物の削減 廃棄物削減の実施

　　廃棄物処理法 廃棄物の適正処理の確保 法第3条第1工項 ・排出事業者の責任

法第3条第2工項 ・再生利用による廃棄物の減量化

法第3条第3工項 ・国や地方公共団体の施策に協力

法第19条の5～6 ・排出事業者の責任は最終処分され

　るまで続く

函南町が行う一般廃棄物の収集・ 函南町条例 ・町で決めたごみ出しルールに 社内での一般廃棄物の分別

　　運搬・処分への協力 　　より分別・排出の実施 所定ごみ袋にて排出

産業廃棄物の保管基準の厳守 ・産業廃棄物は運搬されるまで基準に沿って保管 所定コンテナの保管

規則第8条 ・保管場所の表示 保管場所の表示

規則第8条の13 ・60㎝以上×60㎝以上の掲示板 看板設置

静岡県産業廃棄物の処理に 産業廃棄物管理責任者の設置 県条例第8条 産業廃棄物責任者の任命 社長が就任

　　　　　　関する条例 収集運搬の基準 法第12条第1項 ・自らの産業廃棄物の収集運搬の基準の厳守 基準の厳守

法第12条の2第1項

県条例第6条第1項第1号 ・収集運搬基準

第6条の5第1項第1号 　　保管場所の表示 看板設置

　　保管量は搬出量の7日分以内 原則即日運搬の実施

産業廃棄物の処理委託基準の厳守 法第12条第3項～第5項 ・処理委託基準

委託業者との契約・許可証明書 法第12条の2第3項～第5項 　産業廃棄物処理業者に委託 事前確認

　委託する産廃の種類の確認 許可証・同期間確認

廃棄物の委託契約書の記載事項の厳守 　委託契約書の締結 契約書の締結。更新の実施

　添付書面　収集運搬業許可証写

　　　　　　処分業の許可証の写 (  令和　３年　７月　３１日　）

県条例第10条 　処分委託先の実施確認 年1回現地視察の実施

産業廃棄物管理票の管理義務 法第12条の3 ・管理票(マニフェスト)交付 事象発生ごとの即日交付

　　排出事業者の義務 法第12条の3 　　　処分の確認・管理 戻り伝票の確認・記録

　産廃種類ごとに交付 保管

　運搬先ごとに交付

　管理票控保管

　　　県知事に報告 ・管理票交付日から収集運搬 毎月チェック

　　B票・D票90日以内に返還無き

・管理票交付日から最終処分 毎月チェック

　　E票180日以内に返還無き

・管理票5年保管 5年間保管

　　管理票は5年間保管義務 　　　　　（電子マニフェストにて報告）

　　管理票(紙伝票)交付状況報告 法第12条の3第6項 ・毎年6月末までに1年間の報告 毎月6月までに報告

建設リサイクル法 再資源化すべき特定建設資材 法令第1条 1.コンクリート 分別の実施

建設工事に係わる 2.コンクリート及び鉄からなる建設資材 分別の教育

資材の再資源化等に 3.木材　　4.アスファルト・コンクリート　

関する法律 再分別解体等 法第2条の2 ・分別解体等の実施 分別解体

建設業を営む者の責務 法第5条 ・再資源化等の実施 分別収集による再資源化

再資源の使用 法第6条 ・再資源化によって得られたものの使用等の推進 再生資材の使用推進と購入

建設対象工事の届出 法第10条 ・発注者または自己施工者は工事着手7日前までに届出 対象工事での届出

発注者への報告 法第18条 ・書面で報告。再資源化実施状況記録の保管 対象工事での報告

省エネ法 エネルギー使用の合理化の義務 ・法の趣旨に準拠した取組

温対法 温室効果ガスの排出抑制に努める 第７条２項、３項、４項 ・エネルギー使用量の削減 電力の使用料削減(節電)

(地球温暖化対策の推進に 　記録の保管 燃料の使用料削減

関する法律) 水使用料の削減

騒音規正法 ・特定地域においては作業開始7日

　前までに、、市町長に届出 特定地域での工事設備使用

振動規正法 ・基準値の厳守(敷地境界線において75dBを超えない事) 　制限と使用の事前届け出

規制基準厳守義務 第５条 行政事業においては完工事

静岡県条例 ・区域・期間・時間帯・曜日規制の厳守 報告

一般水路の汚職水の放流禁止 施工令第１条 ・建設工事に際して、汚濁した水を一般水路に放流 工事の際に充分に配慮

法第６条 　しない

家電リサイクル法 廃棄時に指定業者

廃棄時の引取り業者引渡し・料金支払 第１９条の３、第２０条の２ 処理依頼

消防法 指定数量未満 第１０条 基準在庫以下確認 ○

浄化槽の届出 第５条 届出書の確認 H３０年８月宅内排水工事実施

浄化槽の清掃・点検義務　　　 第１０条 清掃・点検結果確認

　清掃・点検1回/3ヶ月 第１１条

　指定検査機関1回/年

　　　　　　　　　　　　　　

許可業者への引渡し

リサイクル費用支払

自動車リサイクル法 廃棄時引取り業者への引渡し 第７３条 再商品化委託

グリーン購入法 グリーン製品の購入促進 第５条 使用促進 ○
簡易点検を３ヶ月に１回以上実施 簡易点検実施

(家庭用の為点検不要）

異常なし

㈲函南建設 作成者・露木
作成見直　令和４年６月 承認者・露木
（２）訴訟、違反の有無
 ・環境関連法規への違反はありませんでした。また、過去３年間訴訟もありませんでした。

○

○
浄化槽法

○

フロン排出抑制法 第１６条 ○

○

○

○

○

水質汚職防止法 ○

○

（１）環境関連法規の取りまとめ及び厳守状況チェック表

○

○

○

○
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　　評価実施日　　令和　４年１１月１７日
　　評価実施者　　　露木　弘之 ㊞

CO2排出削減を考えながら、現場は動いています。
それが経費の削減にも繋がっています。

より良い施設にする作業が多い。

材料等はできる限り再生材(再生As・再生砕石・
再生路盤材等)を使用している。官庁発注工事が
多く、材料等が指定される場合が多い。
　今期売上低迷、会社存続を掲げ邁進中です。

6 環境レポートの作成 事務局
審査人の方からのアドバイスをもとに
製作いたしました。

継続

全体評価・コメント

　　当社は土木・舗装・管工事業であり古い施設を

２
・
代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

見直し項目
変更の
必要性

指示事項等

1 環境目標 有 令和４年６月末に修正、前年度より１％削減

2 環境活動計画・取組 有 環境方針に整合させる

3 その他 有

5
環境関連文書及び

事務局
苦情など発生した場合早急に報告すること

記録の作成・管理

4
緊急事態想定への

事務局
油漏れによる緊急事態を想定して実施

準備及び対応

3
環境関連法規等の

事務局
遵守すべきことは守り取組を行いたい

遵守状況

代表者による全体評価・見直し記録表

活動期間　令和３年７月～令和４年６月 (２０２１年度）

１
．
見
直
し
関
連
情
報

1
環境目標及び

事務局
CO2排出量の削減達成できました

目標達成状況

2
環境活動計画の実施

事務局
継続が大事

及び運営結果 小さなことでも行動してみる
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