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①組織の概要

事 業 所 名 株式会社　水野組

代 表 者 名 代表取締役　水野敦夫

所 在 地 〒４３２－８０６４

静岡県浜松市南区倉松町１０４４番地

TEL： ０５３－４４７－０００９

FAX： ０５３－４４８－７９２４

環 境 管 理
責 任 者 名

管理部部長　　　　金子宣信

事 務 局 営業部参与　　　　天野悟志
Email：ａｍａｎｏ＠ｍｉｚｕｎｏｇｕｍｉ．ｃｏ．Ｊｐ

許 可 の 内 容 特定建設業　　許可番号　静岡県知事許可（特-1）第５３４０号

(許可年月日；2019.12.27　　許可の有効期限；2020.2.19～2025.2.18)

土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび･土工工事業

石工事業、屋根工事業、鋼構造物工事業､ﾀｲﾙ･れんが･ﾌﾞﾛｯｸ工事業

舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業､内装仕上工事業

造園工事業、水道施設工事業､解体工事業

一般建設業　　許可番号　静岡県知事許可（般-1）第５３４０号

(許可年月日；2019.12.27　　許可の有効期限；2020.2.19～2025.2.18)

管工事業

産業廃棄物収集運搬業　　　　　許可番号　第０２２０１０３６０１５号
(許可年月日；2020.12.24　　許可の有効期限；2020.12.24～2025.12.23)

産業廃棄物の種類　　　　　　　　がれき類　　

事 業 の 規 模 2015 第53期 2016 第54期 2017 第55期
1,744 2,005 1,992

27 29 28
620 620 620

2018 第56期 2019 第57期 2020 第58期 2021 第59期
1,822 1,576 2,165 1,555

28 28 29 32
620 620 620 620

②対象範囲

認 証 ･ 登 録 範 囲 対象組織：株式会社　水野組　　本社
対象活動：総合建設業(土木一式､建築一式､舗装､
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管、造園工事業)

レポート対象期間 ２０２１年　９月　１日～２０２２年　８月３１日

活　動　規　模
売　上　高 (百万円)

従　業　員 (人)
床　面　積 (㎡)



2-1 実施体制図

株式会社 水野組　本社(ｴｺｱｸｼｮﾝ21 登録範囲)

・代表責任者

・環境管理責任者の任命

・環境経営方針の制定及び全社員への周知

・環境経営目標の決定

・環境経営計画書及び環境経営ﾚﾎﾟｰﾄの承認

・資源(人材､設備､費用)の用意

・取組結果全体の評価と見直し

・経営における課題とﾁｬﾝｽの明確化

・実施体制の構築と全従業員への周知

・環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑに関する実務上の権限及び運用管理

・代表責任者への報告

・環境経営ﾚﾎﾟｰﾄの確認

・環境経営目標及び環境経営計画書の作成

・環境経営ﾚﾎﾟｰﾄの作成

・各部門の取りまとめ

・環境負荷、取組の自己ﾁｪｯｸの実施

・各部門における環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの実施

・各記録の実施

・問題点のﾁｪｯｸ及び予防処置の実施

・教育訓練の実施

・環境経営方針の理解

・環境への取組の重要性を認識

・環境負荷に対する積極的活動

事務局

土木・建築・総務・営業
ｴｺｱｸｼｮﾝ21　担当者

全社員

担当 役割･責任･権限

代表取締役

環境管理責任者

ｴｺｱｸｼｮﾝ21 担当者

山川勝仁

ｴｺｱｸｼｮﾝ21 担当者

亀田靜男

社　　　員社　　　員社　　　　員

エコアクション２１　株式会社　　水野組

代表取締役

水野敦夫

ｴｺｱｸｼｮﾝ21 担当者

伊藤達司

営　　業　　部

環境管理責任者

金子宣信

事　　務　　局
天野悟志

総　　務　　部建　　築　　部土　　木　　部

ｴｺｱｸｼｮﾝ21 担当者

影山和彦



③環境経営方針

株式会社水野組は、環境保全活動に邁進し地域社会に新しい未来を

もたらす資源循環型社会の構築に貢献します。

一・ 二酸化炭素排出量(電力･ｶﾞｿﾘﾝ等)の削減をします。

一・ 廃棄物排出量の削減及びﾘｻｲｸﾙ活動の推進をします。

一・ 水利用量の削減をします。

一・ ｸﾞﾘｰﾝ購入の推進をします。

一・ 環境経営ﾚﾎﾟｰﾄを公開し地域社会における

努力を惜しまず環境に配慮した環境保全活動に取組みます。

基本理念に基づいた環境経営ｼｽﾃﾑを構築し、環境負荷の軽減に

一・ 環境関連法規制等を遵守します。

環境ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの充実に努めます。

一・ お客様満足度の向上に努めます。

2018年10月 2日

株式会社 水野組 環境経営方針



④環境経営目標及び実績

4-1　短期目標の実積（2021・9～2022・8)
評価基準 削減率

(削減率又は増加率) Ａ -30%以下

Ｂ -5%～-30%未満

Ｃ +5%～-5%未満

Ｄ +30%～+5%未満

Ｅ +30%以上

2016～18基準値 2021目標 2021実績

2016・9～2019・8 2021・9～2022・8 2021・9～2022・8

kg-CO2 16633.0 14637.1 20497.9
ｋｗｈ 34652 30494 42704

kg-CO2 67243.7 59174.4 82972.8
ｋｗｈ 140091 123280 172860

kg-CO2 82211.5 72346.9 75418.6
ﾘｯﾄﾙ 35436 31184 32508

kg-CO2 16424.3 14453.2 15730.3
ﾘｯﾄﾙ 6366 5602 6097

※ 目標削減率は、基準年度の比を示す。　

※ 購入電力のCO2排出係数は2016年度 中部電力㈱排出係数0.480を使用しています。(kg-CO2/kWh)

※ 各項目の基準値は2016・2017・2018実績値の平均とする。

※ 自社の工事･ｻｰﾋﾞｽに関する環境配慮事業の推進に関する基準値で、2020以降の基準値は2018の実績値とする。

＿
増加率を示す

Ｄ

Ｄ

Ｂ

Ｃ

増加率を示す

摘要

194,620 6.6% Ｄ

増加率

+30%以上

+5%～+30%未満

-5%～+5%未満

-30%～-5%未満

-30%以下

1.3%

0.72 -21.7% Ｂ

100.00 0.8%
＿

23.2%

23.4%

-8.3%

-4.2%

Ｃ238

自社の工事･ｻｰﾋﾞｽに関する環境配
慮事業の推進(お客様満足度の向上) 5%

水使用量 m3 235 207 -12%

件数 9 9 10 11.1%

-12%

一般廃棄物 ｔ 0.92 0.81 -12%

エ
ネ
ル
ギ
｜
消
費

購入電力 -12%

建設現場購入電力 -12%

ガソリン -12%

建設現場軽油

産業廃棄物の再資源化率 ％ 99.17 99.96 0.8%

二酸化炭素排出量 kg-CO2 182,512 160,611 -12%

項目 単位
目標

削減率
実績

削減率
評価



4-2　中長期目標（2021・9～2024・8)

2016～18基準値 2022目標 2023目標 2024目標

2016・9～2019・8 2022・9～2023・8 2023・9～2024・8 2024・9～2025・8

kg-CO2 16633.0 14470.6 14304.5 14137.9
ｋｗｈ 34652 30147 29801 29454

kg-CO2 67243.7 58501.9 57829.4 57157.0
ｋｗｈ 140091 121879 120478 119077

kg-CO2 82211.5 71523.3 70702.0 69880.7
ﾘｯﾄﾙ 35436 30829 30475 30121

kg-CO2 16424.3 14288.0 14125.5 13960.4
ﾘｯﾄﾙ 6366 5538 5475 5411

※ 目標削減率は、基準年度の比を示す。

※ 購入電力のCO2排出係数は2016年度 中部電力㈱排出係数0.480を使用しています。(kg-CO2/kWh)

※ 各項目の基準値は2016・2017・2018実績値の平均とする。

※ 自社の工事･ｻｰﾋﾞｽに関する環境配慮事業の推進に関する基準値で、2021以降の基準値は2018の実績値とする。

204 -13%

9 10 10%

-14%

-14%

10

202

15%

100.00

一般廃棄物 ｔ 0.92 0.80 -13%

自社の工事･ｻｰﾋﾞｽに関する環境配慮
事業の推進(お客様満足度の向上)

件数

水使用量 m3 235

100.00 +0.9%

建設現場購入電力

-13% -14%

-13% -14%

ガソリン -13% -14%

建設現場軽油

+0.9%

0.79

産業廃棄物の再資源化率 ％ 99.17

エ
ネ
ル
ギ
｜
消
費

項目 単位
目標

削減率
目標

削減率

二酸化炭素排出量 kg-CO2 182,512 158,785 -13% 156,960 -14%

購入電力 -13% -14%

目標
削減率

-15%

-15%

-15%

-15%

20%

155,135

0.78

100.00

200

11

-15%

-15%

+0.9%

-15%



4-3 環境効率指標による評価

対 象 期 間 ２０２１年　９月　１日～２０２２年　８月３１日

事 業 の 規 模 2016 第54期
2,005

2019 第57期
1,576

※環境目標値の59期における基準値 Ａ 94.19%
基準金額(52期～54期の平均)　　 1,651

※ 短期目標の基準値による実績（2020・9～2021・8)

Ｂ Ｃ Ｅ
2016～18基準値 2021目標 2021基準目標値

2016・9～2019・8 2021・9～2022・8 2021・9～2022・8

kg-CO2 16633.0 14637.1 13786.7
ｋｗｈ 34652 30494 28722

kg-CO2 67243.7 59174.4 55736.4
ｋｗｈ 140091 123280 116117

kg-CO2 82211.5 72346.9 68143.5
ﾘｯﾄﾙ 35436 31184 29372

kg-CO2 16424.3 14453.2 13613.4
ﾘｯﾄﾙ 6366 5602 5277

※ 実績削減率の算出方法 評価基準 削減率
(削減率又は増加率) Ａ -30%以下

Ｃ＝Ｂ×Ａ 基準目標値 Ｂ -5%～-30%未満
Ｃ +5%～-5%未満

Ｅ＝(Ｄ÷Ｃ)－１ 実績削減率 Ｄ +30%～+5%未満
Ｅ +30%以上

-12% 195 238 22.1%

100 100.00

0.76

産業廃棄物の再資源化率 ％ 99.17 99.96 +0..8%

一般廃棄物 ｔ 0.92 0.81 -12%

水使用量 m3 235 207

6097

0.72 -5.6% Ｂ

0.0%
＿

D

エ
ネ
ル
ギ
｜
消
費

購入電力 -12%
20497.9

48.7%

15730.3

ガソリン

建設現場軽油 -12% 15.5%

-12%
75418.6

10.7%
32508

42704

建設現場購入電力

項目 単位
目標　　削

減率
2021実績

二酸化炭素排出量 kg-CO2 182,512 160,611 -12% 151,280 194,620

Ｄ

2020 第58期
2,165

実績
削減率

評価
2021・9～2022・8

2018 第56期
1,822

2021 第59期
1,555

活　動　規　模 2017 第55期
完成工事高 (百万円) 1,992

28.6% D

D

Ｅ

-12%
82972.8

48.9% Ｅ
172860

D



環境効率指標による評価の考察

※今回も、完成工事高の推移によって実績値が変化するので目標値とは別に、工事高の比による基準目標値を定めてみました。
今回も、基準金額を52期～54期の平均としその金額からの比による基準目標値を算出しました。その値と2021実測値との比較を
検討してみました。

今回は前期に比べ、工事高が大きく減少しましたので目標値より0.9419倍の基準目標値となります。今回は一般廃棄物を除く全ての
項目が基準目標値より上回り、Ｄ、Ｅ評価が6項目となりました。今回は完成工事高の減少で基準目標値が下がりかつ、購入･
現場電力、水使用量で基準値を上回り、評価が期待に反した結果となりました。
今回は購入電力と建設現場購入電力が約50％の増加率でしたので、今期の現場状況によって大きく左右されたものと思われます。
一般廃棄物に関しては多少削減されたので、徐々に成果が表れてきたのかと思われます。

そして全体のエネルギー消費を考えましたら、目標値より6.6％増、基準目標値からは28.6％の増加という結果になりました。
今回は、通常より現場購入電力を使用する現場が多く、それ以外の項目に関しても目標の削減ができなかったので、
二酸化炭素排出量も基準目標値を大きく上回る結果になったかと思われます。

今後も、現場は選定する事は出来ませんので、従業員の自覚の元、常にエネルギーの消費に気を配っていく所存です。

4-4 ｶﾞｿﾘﾝ使用量に関係する燃費の結果

13.22 ｋｍ/ℓ 12.5％ 15.20 ｋｍ/ℓ 17.90 ｋｍ/ℓ 35.4%

32,508 ℓ 581,893 17.90 ｋｍ/ℓ 17.19 ｋｍ/ℓ 30.0%

※第59期は基準燃費より35.4%ｱｯﾌﾟし、目標からも15.1%ｱｯﾌﾟした結果となりました。今期は冬場の天候が良かったのでｴｱｺﾝの
　稼働率も下がり燃費が向上したと考えられます。

※第60期は第59期より15.0%アップして基準ﾃﾞｰﾀの30.0%ｱｯﾌﾟする燃費を目標とします。

第59期(2021･9～2022･8)
社内平均燃費実績

第52期(2014･9～2015･8)
社内平均基準燃費

平均燃費目標増加率
第59期(2021･9～2022･8)
社内平均燃費目標

第59期(2021･9～2022･8)
社内ｶﾞｿﾘﾝ使用量

社有車総距離数(km)
第59期(2021･9～2022･8)
社内平均燃費実績

第59期(2021･9～2022･8)
社内平均燃費目標

増加率

増加率



4-5 各期の使用量及び環境効率指標の推移

実績

期 50期 51期 52期 53期 54期 55期 56期 57期 58期 59期

期間
2012.9.1～
2013.8.31

2013.9.1～
2014.8.31

2014.9.1～
2015.8.31

2015.9.1～
2016.8.31

2016.9.1～
2017.8.31

2017.9.1～
2018.8.31

2018.9.1～
2019.8.31

2019.9.1～
2020.8.31

2020.9.1～
2021.8.31

2021.9.1～
2022.8.31

売上高　(百万円) 1,436 1,594 1,205 1,744 2,005 1,992 1,822 1,576 2,165 1,555

二酸化炭素排出量 154,047 145,188 281,519 198,998 207,270 217,084 125,570 115,691 143,828 194,620

購入電力 29,422 28,876 30,198 28,161 34,154 34,682 35,119 34,540 37,574 42,704

現場購入電力 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 6,347 59,168 172,860

ガソリン 41,981 37,325 35,684 35,225 35,976 34,049 36,282 34,586 34,017 32,508

建設現場軽油 12,090 13,761 19,786 24,441 4,912 6,831 7,354 6,134 7,160 6,097

産業廃棄物の再資源化率 ＿ ＿ ＿ 98.02 97.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

　二酸化炭素排出量

50期 51期 52期 53期 54期 55期 56期 57期 58期 59期

　購入電力

50期 51期 52期 53期 54期 55期 56期 57期 58期 59期

300000

200000

100000

30000

35000

40000



　現場購入電力

50期 51期 52期 53期 54期 55期 56期 57期 58期 59期

　ガソリン

50期 51期 52期 53期 54期 55期 56期 57期 58期 59期

　建設現場軽油

50期 51期 52期 53期 54期 55期 56期 57期 58期 59期

40000

35000

20000

10000

30000

155000

80000

5000



50期 51期 52期 53期 54期 55期 56期 57期 58期 59期

　各期の環境効率指標

期 50期 51期 52期 53期 54期 55期 56期 57期 58期 59期

二酸化炭素排出量 107.3 91.1 233.6 114.1 114.1 109.0 68.9 73.4 66.4 125.2

購入電力 20.5 18.1 25.1 16.1 16.1 17.4 19.3 21.9 17.4 27.5

現場購入電力 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 4.0 27.3 111.2

ガソリン 29.2 23.4 29.6 20.2 20.2 17.1 19.9 21.9 15.7 20.9

建設現場軽油 8.4 8.6 16.4 14.0 14.0 3.4 4.0 3.9 3.3 3.9

期 50期 51期 52期 53期 54期 55期 56期 57期 58期 59期

二酸化炭素排出量 71.1% 84.9% 256.5% 48.8% 100.0% 95.5% 63.2% 106.5% 90.5% 188.4%

購入電力 63.3% 88.4% 138.3% 64.4% 99.7% 108.1% 110.7% 113.7% 79.2% 158.2%

現場購入電力 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 678.6% 406.8%

ガソリン 69.6% 80.1% 126.5% 68.2% 100.0% 84.6% 116.5% 110.2% 71.6% 133.1%

建設現場軽油 75.8% 102.5% 190.2% 85.3% 99.9% 24.5% 117.7% 96.4% 85.0% 118.6%

　産業廃棄物の再資源化率

　前期との環境効率指標の比較
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　前期との環境効率指標の比較(二酸化炭素排出量)
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　前期との環境効率指標の比較(購入電力)
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　前期との環境効率指標の比較(現場購入電力)
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　前期との環境効率指標の比較(ガソリン)
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　前期との環境効率指標の比較(建設現場軽油)
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⑤環境経営計画 計画　2021年(2021.9.1～2022.8.31)(第59期)

9 10 11 12 1 2 中間評価(2021.9.1～2022.2.28) 3 4 5 6 7 8

1；二酸化炭素排出量の低減

不要な場所での消灯、特にﾄｲﾚ、階段の消し
忘れに注意。

全社員 各部長 ほぼ実施されてるが、特定の場所のみ消し忘れがある｡

使用時以外は、ﾊﾟｿｺﾝの電源を落す。 全社員 各部長
個人のパソコンで社内から離れた時に電源を落とし忘れ
る時がある。

ｴｱｺﾝの温度設定をこまめに調整。 全社員 各部長
夏期において､社内にいる者でｴｱｺﾝ温度の調整に努め
た。

業務に支障が出ない程度にｴｱｺﾝ使用を控
える。

全社員 各部長
人数が少ない部署においては極力ｴｱｺﾝの調整に努め
た。

ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ、ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞを推奨。 全社員 各部長 ｸｰﾙﾋﾞｽﾞを10月末、ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞを4月末までとした。

急発進、急加速をしない。 全社員 各部長 ほぼ徹底されている。

無駄なｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞをしない。 全社員 各部長 同上。

車内ｴｱｺﾝを控えめにする。 全社員 各部長 各部会にて部員に周知していただいた。

車内の整理整頓(車重の軽減)。 全社員 各部長 同上。

ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞの推進（燃費を計測)。 全社員 各部長 同上。

自己点検の実施。 全社員 各部長 仕事が多忙のため点検する余裕がない。

責任者
年間ｽｹｼﾞｭｰﾙ

購入電力の
削減

計画：2021年の取組内容 対象者

使用燃料の
削減

取組項目



2；廃棄物搬出量の低減

ｺﾋﾟｰ用紙の両面使用実施。 全社員 各部長 重要書類以外は徹底されている。

資料送付をFAXからﾒｰﾙへ。 全社員 各部長 社内ﾒｰﾙの活用。

不要紙類はﾘｻｲｸﾙ施設へ搬出。 全社員 各部長 不定期的に市内ﾘｻｲｸﾙ施設へ搬出。

使用済封筒の再利用。 全社員 総務部長 立替金支払いﾂｰﾙ等に活用。

ﾏﾆﾌｪｽﾄの適正処理。 工事部 工事部長 周知徹底している。

ﾘｻｲｸﾙ施設への搬出。 工事部 工事部長 ﾘｻｲｸﾙ施設への搬出を充実させる。施設の拡大。

再生材の奨励。 工事部 工事部長 発注者への提案。

3；総排水量の低減  

節水表示の設置。 全社員 総務部長 表示板の設置。

水量に配慮し出しっぱなしをしない。 全社員 各部長 意識の向上。

漏水調査の定期実施。 全社員 建築部長 協力会社に依頼。

4；自らが施工及びｻｰﾋﾞｽに関する環境目標

お客様満足
度の向上

瑕疵担保期間において顧客満足度の確認 全社員 各部長 定期的に顧客への繋がりを保つ。

5；その他

ｸﾞﾘｰﾝ購入の推進。 全社員 各部長 ｶﾀﾛｸﾞを参考にｸﾞﾘｰﾝ資材の購入。

ｴｺﾏｰｸ商品の購入。 全社員 各部長 全体で見直し。

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の推進。 全社員 各部長
コロナ禍により、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻﾎﾟｰﾄ運動は実施回数を減らし
ている。｢しずおか未来の森ｻﾎﾟｰﾀｰ｣は充実させている。

環境保全の
整備

水使用量の
削減

産業廃棄物
搬出量の削
減及び再資
源化率の向
上

一般廃棄物
搬出量の削
減



2021年(2021.9.1～2022.8.31)

1；二酸化炭素排出量の低減

不要な場所での消灯、特にﾄｲﾚ、
階段の消し忘れに注意。

全社員 各部長
ほぼ実施されてるが、特定の場
所のみ消し忘れがある｡

良
たまにﾄｲﾚ等の消し忘れがあった。各部会で社
員全員の意識を高めた。

良
不要な場所での消灯、特にﾄｲﾚ、階段の
消し忘れに注意。

使用時以外は、ﾊﾟｿｺﾝの電源を
落す。

全社員 各部長
個人のパソコンで社内から離れ
た時に電源を落とし忘れる時が
ある。

優
ﾊﾟｿｺﾝ自体の機能が省ｴﾈ対策になっているの
で問題無し。

優 使用時以外は、ﾊﾟｿｺﾝの電源を落す。

ｴｱｺﾝの温度設定をこまめに調
整。

全社員 各部長
夏期において､社内にいる者でｴ
ｱｺﾝ温度の調整に努めた。

優
各部内で決めた温度設定を遵守していただい
た。結果良好。

優 ｴｱｺﾝの温度設定をこまめに調整。

業務に支障が出ない程度にｴｱｺ
ﾝ使用を控える。

全社員 各部長
人数が少ない部署においては極
力ｴｱｺﾝの調整に努めた。

優
今期は夏場に温度が低かったのでｴｱｺﾝの温
度調整に気を配って節電に努めた。

優
業務に支障が出ない程度にｴｱｺﾝ使用を
控える。

ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ、ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞを推奨。 全社員 各部長
ｸｰﾙﾋﾞｽﾞを10月末、ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞを4
月末までとした。

優 各部内にて実施。 優 ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ、ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞを推奨。

急発進、急加速をしない。 全社員 各部長 ほぼ徹底されている。 優 交通安全運動の呼び掛け。 優 急発進、急加速をしない。

無駄なｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞをしない。 全社員 各部長 同上。 優 各自にて実施。 優 無駄なｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞをしない。

車内ｴｱｺﾝを控えめにする。 全社員 各部長
各部会にて部員に周知していた
だいた。

良
比較的今期は、ｴｱｺﾝの使用が控えられた。
(暑さ対策の充実)

優 車内ｴｱｺﾝを控えめにする。

車内の整理整頓(車重の軽減)。 全社員 各部長 同上。 優 各自にて実施。 優 車内の整理整頓(車重の軽減)。

ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞの推進（燃費を計測)。 全社員 各部長 同上。 優 夏場に燃費率上昇。 優 ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞの推進（燃費を計測)。

自己点検の実施。 全社員 各部長
仕事が多忙のため点検する余
裕がない。

良 各自にて実施。 良 自己点検の実施。

2；廃棄物搬出量の低減

ｺﾋﾟｰ用紙の両面使用実施。 全社員 各部長
重要書類以外は徹底されてい
る。

優 裏紙使用の推進。裏紙の選別。 優 ｺﾋﾟｰ用紙の両面使用実施。

資料送付をFAXからﾒｰﾙへ。 全社員 各部長 社内ﾒｰﾙの活用。 優
全てとはいかないがﾒｰﾙ、ｻｰﾊﾞｰ等の利用が
増えた。

優 資料送付をFAXからﾒｰﾙへ。

不要紙類はﾘｻｲｸﾙ施設へ搬出。 全社員 各部長
不定期的に市内ﾘｻｲｸﾙ施設へ
搬出。

優 各自にてﾘｻｲｸﾙ施設へ持込実施。 優 不要紙類はﾘｻｲｸﾙ施設へ搬出。

使用済封筒の再利用。 全社員 総務部長 立替金支払いﾂｰﾙ等に活用。 優 総務部にて実施。 優 使用済封筒の再利用。

ﾏﾆﾌｪｽﾄの適正処理。 工事部 工事部長 周知徹底している。 優
工事部長より課員に通達。適正にﾏﾆﾌｪｽﾄが
処理されている。用紙管理は、総務部とした。

優 ﾏﾆﾌｪｽﾄの適正処理。

ﾘｻｲｸﾙ施設への搬出。 工事部 工事部長
ﾘｻｲｸﾙ施設への搬出を充実させ
る。施設の拡大。

優 ﾘｻｲｸﾙ施設へのﾘｻｰﾁと徹底 優 現場単位でﾘｻｲｸﾙ施設へ搬出。

再生材の奨励。 工事部 工事部長 発注者への提案。 優
民間物件での見積段階で施主との協議に於い
て随時成果を得ることができた。

優 再生材の奨励。

3；総排水量の低減

節水表示の設置。 全社員 総務部長 表示板の設置。 優 設置完了。 優 節水表示の設置。

水量に配慮し出しっぱなしをしな
い。

全社員 各部長 意識の向上。 優 社内にて周知徹底。結果良好。 良 水量に配慮し出しっぱなしをしない。

漏水調査の定期実施。 全社員 建築部長 協力会社に依頼。 優 建築部長が手配。問題無し。 優 漏水調査の定期実施。

4；自らが施工及びｻｰﾋﾞｽに関する環境目標

お客様満足
度の向上

瑕疵担保期間において顧客満足
度の確認

全社員 各部長
定期的に顧客への繋がりを保
つ。

優
決められたﾀｲﾐﾝｸﾞで営業及び現場担当者が忘れ
ずに実施継続。

優
瑕疵担保期間において顧客満足度の確
認、継続。

5；その他

ｸﾞﾘｰﾝ購入の推進。 全社員 各部長
ｶﾀﾛｸﾞを参考にｸﾞﾘｰﾝ資材の購
入。

優 社内全体で推進。ｸﾞﾘｰﾝ製品の増加。 優 ｸﾞﾘｰﾝ購入の推進。

ｴｺﾏｰｸ商品の購入。 全社員 各部長 全体で見直し。 優
施主及び協力会社へのｱﾋﾟｰﾙ実施。少しづつ
取入れられている。

優 ｴｺﾏｰｸ商品の購入。

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の推進。 全社員 各部長
コロナ禍により、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻﾎﾟｰﾄ
運動は実施回数を減らしてい
る。

優
「しずおか未来の森ｻﾎﾟｰﾀｰ」は計画通り実施
し、事故も無く完了している。

優
コロナ禍との具合を考慮してのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
活動推進。

全体評価
次年度の取組内容

（第60期）(2021.9.1～2022.2.28)

購入電力の
削減

使用燃料の
削減

環境保全の
整備

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

(第59期)

取組項目 計画：2021年の取組内容 対象者 責任者
中間評価

年間取組結果：2021年の取組結果

産業廃棄物
搬出量の削
減及び再資
源化率の向
上

水使用量の
削減

一般廃棄物
搬出量の削
減



⑦環境経営目標の実績

目標項目 購入電力の削減

目標値 基準年度対比 -12% 削減

kwh ｋｇ-CO2

購入電力量(基準値) 34652 16633.0

購入電力量(目標値) 30494 14637.1

購入電力量(実績値) 42704 20497.9

※購入電力のCO2排出係数は2016年度 中部電力㈱排出係数0.480を使用しています。(kg-CO2/kWh)

目標項目 建設現場購入電力の削減

目標値 基準年度対比 -12% 削減

kwh ｋｇ-CO2

現場購入電力量(基準値) 140091 67243.7

現場購入電力量(目標値) 123280 59174.4

現場購入電力量(実績値) 172860 82972.8

今回は､水替工法による電気使用量を消費する現
場が多かったので昨年に比べて現場購入電力量が
増加した結果となった。したがって基準値から23.4%
の増加となった。建設現場軽油同様、現場の環境
によってかなり左右される値となる。来期も現場単
位でなるべく電気消費量抑える工夫を考え、社内全
体の問題として検討していきたい。

購 入 電 力 量

現 場 購 入 電 力 量

活動内容及び考察

評価 D

23.24%実績削減率

評価 Ｄ

実績削減率 23.39%

活動内容及び考察

今期は太陽光に係る電力も数値にあげたので昨年
よりも購入電力量は、基準値より23.2%の増加となっ
た。来期からは基準値を見直す所存である。又、社
員一同が節電の意識を持って行動し、継続して取
組んで行きたい。
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目標項目 ガソリンの削減

目標値 基準年度対比 -12% 削減

ﾘｯﾄﾙ ｋｇ-CO2

ガソリン(基準値) 35436 82211.5

ガソリン(目標値) 31184 72346.9

ガソリン(実績値) 32508 75418.6

目標項目 建設現場軽油の削減

目標値 基準年度対比 -12% 削減

ﾘｯﾄﾙ ｋｇ-CO2

現場軽油(基準値) 6366 16424.3

現場軽油(目標値) 5602 14453.2

現場軽油(実績値) 6097 15730.3

今回も現場軽油の使用目的がﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの燃料と
発動発電機によるものと判断する。以前に比べ発
電機の使用頻度が低減している。基準値からは
4.2%の減少となった。今後も消費量を抑える手段と
して重機､ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等の燃費向上につながる対策
も考えていきたい。

活動内容及び考察

実績削減率 -4.23%

評価 C

ガ　ソ　リ　ン

現　場　軽　油

実績削減率 -8.26%

評価 Ｂ

活動内容及び考察

ｶﾞｿﾘﾝに関しては、現場及び社員も増えたが前年度
と比較すれば減少した結果となった。又、社員全員
にｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞの指導をしてきたが目標値を下回るまで
にはいかなかった。今後共、全社員にｶﾞｿﾘﾝ消費量
の削減を推進していく。又、燃費も基準値に比べ
35.4％の増加となりこのまま消費量削減につなげて
いきたい。
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目標項目 一般廃棄物の削減

目標値 基準年度対比 -12% 削減

一般廃棄物(基準値)

一般廃棄物(目標値)

一般廃棄物(実績値)

目標項目 水使用量の削減

目標値 基準年度対比 -12% 削減

水使用量(基準値)

水使用量(目標値)

水使用量(実績値)

％

235.00

207.00

238.00

実績削減率 1.28%

評価 Ｃ

活動内容及び考察

今回は基準値から1.3%の増加となった。現場での使
用水量が多かった結果と考える。今後も社員一同、
出しっぱなしに注意し、いにして水使用量を減らす
事に取り組んでいきたい。

水　使　用　量

一 般 廃 棄 物

実績削減率 -21.74%

評価 Ｂ

活動内容及び考察ｔ

0.92

0.81

0.72

一般廃棄物については、ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ及びｺﾋﾟｰ用紙の
購入枚数で搬出量を算出している。前年度に比べ
るとｺﾋﾟｰ用紙の購入量は140kg減少している。しか
しﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ等の廃棄量は1kg増加しているので前年
度より139kgの減少となった。今後も社内全体で無
駄を無くして少しでも少ない搬出量に努めていきた
い。

190 200 210 220 230 240

水使用量の率(実績値)

水使用量の率(目標値)

水使用量の率(基準値)

水使用量(㎥)

水使用量(㎥)

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

一般廃棄物(実績値)

一般廃棄物(目標値)

一般廃棄物(基準値)

一般廃棄物（ｔ）

一般廃棄物（ｔ）



7-1　活動内容の紹介

取組項目 活動内容

　　　　　　不要な場所での消灯　　　　　　　　　　　　　　　　不要な場所での蛍光灯取りはずし

　　　ｴｱｺﾝの温度設定をこまめに調整

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　節電表示の設置

　　　　　　　　　　節水表示の設置                                         出しっぱなしの注意勧告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の推進

　実施日　　　令和 3年 11月 6日

　場所　　　　浜松市　南区　倉松･米津町　地内

　内容　　　　国道1号線周辺の清掃活動

　参加人数　　　　　　　22名

購入電力の削減

水使用量の削減

環境保全の整備



⑧環境関連法規等の遵守結果

環境関連法規等の名称 規制概要 規制の詳細 遵法評価

廃棄物処理法 事業者の責務 廃棄物の適正処理、施策協力

産業廃棄物処理 事業者の責任で自ら処理

産業廃棄物排出量が1000ｔ以上の場合産業廃棄物処理計画及び実施状況報告

産業廃棄物保管 飛散、流出、地下浸透の防止

保管場所に掲示板（60cm以上）

産業廃棄物委託基準 運搬、処分許可業者との委託契約

契約書に許可証の写しを添付

契約書を5年間保管（終了日より）

産業廃棄物廃棄物管理票 管理票（ﾏﾆﾌｪｽﾄ）の交付、A票内にB2,D,E票回収の”照合・確認日”を記載し保存

B2票を10日以内に受領、D票を90日、E票を180日以内に回収

交付等状況報告 前年度１年間の産廃量排出実績をまとめ、6月末までに県知事及び市長宛て報告

管理票の写しを5年間保存

建設ﾘｻｲｸﾙ法 解体工事-80㎡以上 発注者に工事計画等を説明し工事着手７日前までに市長に届出書を提出

新築･増築工事-500㎡以上

その他の工作物に関する工事

(土木工事等-500万円以上)

家電ﾘｻｲｸﾙ法 家庭用特定電気機器のﾘｻｲｸﾙ 指定業者への適正処分 －

自動車ﾘｻｲｸﾙ法 自動車のﾘｻｲｸﾙ 指定業者への適正処分 －

再生資源利用省令 再生資源利用計画の作成、実施記録の保存（１年間）

資源有効利用促進法 指定副産物の再生資源利用促進、　ﾊﾟｿｺﾝ回収

建設副産物適正処理推進要綱 再生資源利用促進計画の作成、実施記録の保存（１年間）

騒音規制法 特定建設作業の規制基準 工事着手７日前までに都道府県知事(市町村長)に届出書を提出

作業敷地境界にて85ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下

振動規制法 特定建設作業の規制基準 工事着手７日前までに都道府県知事(市町村長)に届出書を提出

作業敷地境界にて75ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下

大気汚染防止法 使用の規制 排出ｶﾞｽ対策型建設機械・低燃費車の使用 ○

ﾌﾛﾝ排出抑制法 事業者の責務 ○

静岡県環境基本条例 事業者の責務 ○

浜松市環境基本条例 事業者の責務 ○

○

【環境関連法規等の遵守状況による結果】

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。

【訴訟等の有無】 2022.9.30

当社が関係する公共及び民間機関からの訴訟、指摘事項等は一度もありませんでした。 金子宣信

工事着手前

工事着手前

第1章 第２章(環境の保全及び創造に関する基本的施策) 第３章　第1条～第24条の厳守

確認日

確認者

第1種特定製品（ｴｱｺﾝ）の3ヶ月に1回の以上の簡易点検･3年に1回以上の定期点検の実施

規制の適用

産業廃棄物排出時

工事着手前

再生資源の利用

第2章(環境の保全及び創造に関する施策等)　第8条～第21条の厳守

浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例　産業廃棄物管理責任者の設置･処分業者への年1回現地確認　　　　　 　第2章第1節第8条～第5節第20条の厳守

○

○

○

－

－



⑨代表者による全体評価と見直し

※代表者による見直し･確認

1 R ： 　継続する。ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを2017年度版に移行する。

2 R ： 　一部を除いて目標達成。

3 R ： 　今一度、社員全員の意識を向上させたい。

4 R ： 　問題無しと判断する。

5 R ： 　随時対応する。

6 R ： 　特に無し。

7 R ： 　今後共、社内全体の雰囲気を盛り上げていきたい。

※代表者により全体評価･指示事項

1 　環境経営方針

2 　環境経営目標･計画

3 　環境経営計画･取組項目

4 　環境に関する組織

5 　その他ｼｽﾃﾑの要素

6 　その他

※代表者による総評

エコアクションに取り組んで12年が経過いたしました。今期は昨期に比べて完成工事高が減少いたしました
が社内並びに現場での電力需要は増加いたしました。気温が極端に高温だったり低温だったりになってきて
おりますので大きく増加となっているようです。新型コロナウイルス感染症対策もやりつつ、エコアクションに
取り組んでいかなければならないので余分な仕事が増えてきてはいるが、社員、協力業者の安全健康を第
一に考えた中で実行可能なことを一つ一つ取り組んでいきたい。

確認(必要に応じてのｺﾒﾝﾄ記載)

項　　　目 変更の必要性

有 ・ 無

有 ・ 無

項　　　目

　ｴｺｱｸｼｮﾝ21文書

　環境経営目標及び目標達成状況

　環境経営計画及び取組実施状況

　環境関連法規及び遵守状況

　外部ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･対応記録

変更有の場合の指示事項等

　問題点の是正･予防処置の実施状況

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

　その他

2022年 10月 3日

株式会社 水野組

だ代表取締役 水野敦夫


