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1．組織の概要

　 1 名称及び代表社名

株式会社

代表取締役 鈴木　敏也

2 創業

3 資本金 2,000万

4 所在地

本社 静岡県田方郡函南町大竹213-1

TEL 055-978-2163 FAX 055-978-4050

E-mail suzuko＠mx3.ttcn.ne.jp

資材置場 静岡県田方郡函南町桑原897

5 環境管理責任者 取締役 鈴木　晴美

6 事業内容 総合建設業

　土木、とび・土工、石、鋼構造物、舗装

　しゅんせつ、塗装、水道、解体、管 工事業

7 事業の規模

工事件数

8 事業年度 7月～6月

9 登録番号等 建設業の許可 静岡県知事許可（特ー03）第3670号

静岡県知事許可（般ー03）第3671号

２．対象範囲

1 登録組織名 株式会社　鈴紘建設

2 対象事業所 全組織・全活動・全従業員を対象とした

全社取組とする

鈴紘建設

昭和36年8月23日

延床面積 89㎡ 1646㎡

売　　上 137,131千円/2021年

89件/2021年

本社 資材置場

従業員 8名 0名



３．環境経営理念と環境経営方針

<環境経営理念>

株式会社鈴紘建設は、あらゆる物につき重大な課題があることを認識し、

環境に配慮した地域保全を目指し、社会貢献に努めてまいります。

<環境経営方針>

空調管理を徹底して行い、節電と省エネルギー化を進め
二酸化炭素排出量を削減し、地球温暖化防止に努めます。
また、工事車両・営業車両はアイドリングストップを心掛けます。

省資源で業務を進め、再資源の有効活用に努めることで
産業廃棄物の削減を目指します。

測量ミスや伝達ミス等による作業の手戻り、作業ロスを減らし
無駄な経費を削減します。

水道の元栓を絞り、一度に沢山の水が出ることを防ぎ、水道の蛇口を
こまめに締める等して水使用量の削減に努めます。

工事現場で使用する材料・資材等、本社で使用する備品等は、
優先的にグリーン調達・購入に努めます。

環境へ配慮した活動計画を定め、優先的に取り組みます。

環境への負担を回避・軽減させるため、環境関連法令を遵守します。

　 以上、この環境方針全ての従業員に周知徹底させ、
   環境に優しい地域社会の貢献に努めます。

2010年12月5日制定

2020年10月12日改定

株式会社 鈴紘建設 

代表取締役　 鈴木　敏也

株式会社　鈴 紘 建 設 環 境 経 営 方 針



４.エコアクション21実施体制

(株）鈴紘建設　エコアクション21実施体制 承認：鈴木　敏也　社長

制定日：平成26年７月1日

《認証・登録の適用範囲》

会　　社：田方郡函南町大竹213番地の１ 構成員：8名

資材置場：田方郡函南町桑原897 （内訳：社員7名）

《活動範囲》 （：アルバイト1名）

・総合建設業

土木、とび・土工、石、鋼構造物、舗装

しゅんせつ、塗装、水道、解体　　工事業

役割・責任

１.環境経営方針の策定及び誓約・公表

２.経営資源（人材・資金・技術力等）の準備

３.代表者による全体の評価と見直し及び必要な指示

４.環境経営活動レポートの承認

１.ＡＥ21システムの確立、実施推進

２.環境負荷・取組への自己チェックの承認

３.環境関連法規の取りまとめ及び遵守状況承認

４.環境経営目標及び環境経営活動計画の策定

５.環境経営活動レポートの承認

１.環境への負荷・取組への自己チェックの実施

２.環境関連法規への取りまとめ及び遵守状況確認

３.教育、訓練計画の策定と実施

４.緊急時対応訓練推進

５.環境経営文書及び記録の作成、管理

６.環境経営活動レポートの作成

１.諸官庁対応（届出等） １.諸官庁対応（届出等）

２.環境・経営にやさしい施工 ２.環境・経営にやさしい設計提案

３.施工工事現場での廃棄物の分類 ３.省エネ活動

４.マニフェスト・契約書の管理 ４.一般廃棄物の削減

５.緊急時対応の実施 ５.節水活動

６.環境関連法規等の遵守 ６.グリーン調達の推進

７.エコドライブの実施 ７.エコドライブの実施

８.問題の是正・予防処置 ８.問題の是正・予防処置

９.協力会社への環境教育 ９.下請負届

代表取締役

鈴木　敏也

ＥＡ21責任者

鈴木　晴美

鈴木　敏也　 鈴木　敏也

代表者

ＥＡ２１責任者

ＥＡ２１事務局

工事部門（協力会社含む） 事務部門

鈴木　裕生

協力会社部門 工事部門 資材置場

大塚　健太郎

ＥＡ２１事務局



５.環境経営目標・環境経営目標の実績
作成
作成者 鈴木　裕生
承認者 鈴木　敏也

○目標達成 △目標未達成但し基準年比減 ×目標未達成

・

・二酸化炭素排出係数は、2017年東京度電力（株）の

調整後排出係数0.462㎏-ＣＯ2/kWhを使用。

・3，4は工種及び外注の有無により売上げ等に比例しないため

削減活動はするが目標値化しない。

・電力使用量は2020年度に空気清浄機追加分各月15kwhを追加する。

100%

1％削減
63.3枚/売上高

（100万）

1％削減
63.3枚/売上高

（100万）

1％削減
63.3枚/売上高

（100万）

100%６ 建設リサイクル率の向上

７ グリーン購入推進

維持管理

13個8個

2％削減
62.4ｍ3

2％削減
62.4ｍ3

2％削減
62.4ｍ3

8件 7件 7件

ガス使用量
の削減

11　ガス使用量の削減 63ｍ3

9件

400%

100% 100% 100% 100%

100% 200% 300%

作業ロス件数の削
除

12　作業の手戻り・
　　作業ロスの削減

11個 12個

基準年度は2020年7月～2021年6月

環境経営目標

2020年度基準値 2022年度 2023年度 2024年度

1％削減
（3,675kWh）

11.49km/ℓ

3,712kWh
（3,532+180）

1％削減
（3,675kWh）

1％削減
（3,675kWh）

45.15ℓ/売上高
(100万）

193Kg-CO2/
売上高（100万）

63.9枚/
売上高（100万）

2,696Kg/売上高
（100万）

１％削減
2669Kg/売上高

（100万）

１％削減
2669Kg/売上高

（100万）

維持管理

削減活動継続

削減活動継続

１％削減
2669Kg/売上高

（100万）

100% 100%

中短期環境経営目標

2022年8月30日

水使用量の削減 10 水使用量の削減 37ｍ3

環境経営
方針

二酸化炭素
排出量の

削減

廃棄物の
削減

環境に優しい施工

取組項目

１ 電力使用量の削減

２ ガソリン(燃費）

３ 軽油使用量の削減

４ 二酸化炭素排出量削減

５ ＯＡ用紙使用削減

５ 廃棄物の削減

８ グリーン調達推進

９  地域貢献創意工夫推進



○目標達成 △目標未達成但し基準年比減 ×目標未達成

・

・二酸化炭素排出係数は、2017年東京度電力（株）の

調整後排出係数0.462㎏-ＣＯ2/kWhを使用。

・３、４は工種及び外注の有無により売上げ等に比例しないので

削減活動はするが目標値化しない。

63ｍ3

9件

62.4ｍ3

8件

６ 建設リサイクル率の向上

2021年度実績

ガス使用量の
削減

11　ガス使用量の削減 55㎥ ○

100% 100% 100% ○

５ 廃棄物の削減

５ ＯＡ用紙使用削減

基準年度は2020年7月～2021年6月

100% ○

維持管理 35㎥

作業ロス件数の削
除

12　作業の手戻り・
　　作業ロスの削減 6件 ○

○

―

100% 100% 100% ○

37ｍ3

9個 10個

100% 100%

削減活動継続
107.4Kg-CO2/

売上高（100万） ―

×
新規事業関連

2,696Kg/売上高
（100万） 削減活動継続

4345Kg/売上高
（100万） ―

63.9枚/
売上高（100万）

63.3枚/売上高
（100万）

76.6枚/売上高
（100万）

７ グリーン購入推進

８ グリーン調達推進環境に優しい施工

９  創意工夫

水使用量の削減 10 水使用量の削減

8個

3,532kWh 3,497kWh 3,678kWh

2020年度基準値 2021年目標 目標達成状況

×
新しい機器の導入

11.49km/ℓ 維持管理 11.50km/ℓ 〇

45.15ℓ/売上高
(100万） 削減活動継続

6.6ℓ/売上高
(100万） ―

193Kg-CO2/
売上高（100万）

2020年度実績

環境経営
方針

二酸化炭素
排出量の

削減

廃棄物の
削減

取組項目

１ 電力使用量の削減

２ ガソリン(燃費）

３ 軽油使用量の削減

４ 二酸化炭素排出量削減



６.環境経営活動計画・取組結果と評価、次年度の取組内容

電気使用量の削減 削減目標は各自実行しているが

（CO2の削減）　 コロナ対策として新たに導入した

＊ 空調温度の適正化　冬季20℃ 夏季28℃ 空気清浄機の電力を目標値に

＊ 事務所照明のこまめな消灯 上乗せする必要がある。

＊ 使用していないパソコンの画面を消す 9月10月は暑い日が続いた。

燃料使用量の削減 暑い日が続いたが、車内の空調

（CO2の削減） 管理が適切に行われ、暑い車内を

＊エコドライブの徹底 一時的に強強度で冷やし、その後

＊アイドリングストップ 低～中強度にするなど、控えめな

＊計画的に移動 空調管理に努めた。

＊車内の控えめな空調管理

＊月1回の車両点検

廃棄物の削減 コピー用紙の使用量の増加原因は

産業廃棄物 ICT施工に取り組むための勉強

＊廃棄物再生利用率の向上 及び補助金導入のための資料

一般廃棄物 作りに紙を沢山使用したため。

＊単純焼却の削減

建設リサイクル率の向上 電子マニフェストを発行して

＊発生の抑制 適正処分の徹底。

＊再利用の促進

＊適正処分の徹底

グリーン購入

＊ラベルにより購入する

グリーン調達

＊仕様書により再生品の調達

環境に優しい施工 工事代金1,000万円以上の工事では

＊環境に優しい工事の実施 地域貢献として地域の清掃活動を

＊地域住民への事前説明 行った。

＊地域貢献創意工夫推進

＊協力企業への教育実施

水資源利用料の削減 水道の蛇口をこまめに閉める

＊水道の蛇口をこまめに止める など意識がよく見られた。

＊節水ポスターの設置　

ガス使用料の削減 サーキュレーターを併用し

＊ 空調温度の適正化　冬季20℃ 効率的な空調管理に努めた。

＊ 効率的な空調管理

作業ロス件数の削減 作業ロスを振り返ることで

＊測量ミスによる作業の手戻り 同じ過ちを犯していることに

＊伝達ミスによる作業ロス等 気づいた。

〇

3 ×
継続して

取組んでいく

4 〇

2
継続して

取組んでいく

7 ○
継続して

取組んでいく

○
継続して

取組んでいく

継続して
取組んでいく

1 ×
2020年基準年度

に各月
15kwh追加

5 ○
グリーンマークを意識して購入した結果、身近な　多
数の商品が対象になっていることを知った。　　これ
からも意識して調達していきたい。

継続して
取組んでいく

6 ○
官庁の仕事を主としているため
官庁の指示に従いグリーン調達を
行っている。

継続して
取組んでいく

9 ○

8 ○
継続して

取組んでいく

継続して
取組んでいく



７.環境活動報告

エコキャップを函南町社会福祉協議会へ

寄付しました。

地域貢献活動の一環で現場周辺のゴミ拾いに

より集めたものや、自ら飲んだもの、現場の

協力業者さんや弊社社員が飲んだものを洗って

約10年近く集めたものになります。

エコキャップは860個燃やすと、二酸化炭素が

およそ6300グラム発生するそうですが、

再資源化を図ることで、20円の収益が生まれ

ポリオワクチン1人分の支援となり、世界の

子供たちへワクチンを届ける取り組みが

出来るそうです。

　そもそも環境のことを考えるのならペットボトルの利用そのものを控えることが

一番なのですが、手軽さ、便利さで利用頻度が上がってしまいます。

その上で自分たちにも出来ることとしてエコアクション開始と共にこの取り組みを

始めました。

函南町環境整備組合

残土処理場に見学に行きました。

　昨年7月に起きた熱海の土砂災害を受け、県の条例が

変わり、なかなか新残土場の工事着手に至らなかった

そうですが、ようやく工事が始まったようです。

上の写真は現在の残土場。下の写真が新残土場。

当初計画の受け入れ容量7万ｍ3から、今年7月施工された

県盛土条例により、3万７千ｍ3へと減少されたそうです。

また、発注者は排出場の地歴の提出または土質調査

結果の提出が求められるように変更されました。



8、地域活動

函南町内の建設事業に携わる者で組織する函南町建設業防災協力会、

函南町環境整備組合に所属し、日頃から地域の防災と美化活動に

取り組んでいます。

年間を通した主な活動について

函南町水防訓練 ６月

函南町で行われる水防訓練では、先頭に立ち水害時の迅速な対応、

地域の皆様に土嚢の作り方を教えます。

また組織として災害時にはどのような対応ができるのかを毎年協議し

それぞれの役割について確認を行います。

ｱﾀﾞﾌﾟﾄﾛｰﾄﾞ(花植え） 6月 11月

毎年年に2回、県が進める道路や町の美化活動

「しずおかアダプトロードプログラム」

の一環で町役場近くの花壇を花で

飾っていっる。

道路愛護事業 ８月

8月1日～8月31日は道路愛護月間であり事業の一環として

建設業防災協力会も函南町内の道路の

清掃及び草刈を行い地域美化に

貢献しています。



９.環境関連法規等の遵守の確認・評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

・当社に適用される主な環境関連法規は以下の通りです。

・環境関連法規への違反・訴訟等はありませんでした。

なお、関係当局よりの違反等の指摘は過去3年間ありませんでした。

・苦情は3件あり早急に対応しました。

一般廃棄物 ＥＡ21取り組み実施

産業廃棄物運搬処分 建設副産物（廃棄）

特定建設資材の分別・ 新設工事 分別解体等の届出・通知 函南町環境整備

解体及び再資源化の 解体工事 特定建設資材の再使用・ 事業組合による

再資源化の促進 残土適正処分

廃車時登録業者へ引渡し 社用車 リサイクル料の支払い 該当なし

購入時リサイクル

料支払い

家庭電化製品の資源 冷蔵庫・テレビ リサイクル料の支払い 該当なし

有効使用促進 家庭用エアコン

第一種特定製品 該当なし

廃棄時に適切に管理

点検、記録、漏えい報告

該当項目
設備・工事・作業

法律の主な要求事項 遵守状況の確認適用内容

家電
リサイクル法

一般廃棄物処分

促進等

フロン
排出抑制法

該当なし
第一種特定製品の点検
記録　漏えい報告
適正処分

建設
リサイクル法

自動車
リサイクル法

適用される
法規制

廃棄物処理法

廃棄物の削減
廃棄物の適正処理の確保

運搬・処分委託業者との契
約書取り交わし、有効期限
等の確認

報告済み



10.工事における創意工夫・イメージアップ

・ 作業現場付近に小学校があり、児童の通学路が近いため、安全ロードマップを

作成し、工事関係者全員に定期的に指導し、交通安全の向上を図る。

・ 周辺住民に対し、当社オリジナルキャラクターを利用し、現場説明掲示等に

加えることで親しみやすい現場作りを心掛け工事のイメージアップを図る。

・ 伊豆半島あいさつ運動宣言に賛同し、現場においても常に通行人、車両に

笑顔であいさつ運動を心掛ける。

・ 遠隔臨場を実施し、立会・段階確認の効率化を図る。

・ 現場ウィルス対策を実施し、打合せ・朝礼時にマスク・アルコール消毒の徹底。

・ 社内規格値を設定し、出来形管理基準の80％にて現場管理を行っていく。

・ コンクリート二次製品の据付けに専用吊具等を使用し、人力作業の

苦渋性や危険性の回避を図る。

・ 現場周辺のゴミ拾い・清掃等をし地域美化に努める。

令和3年度追加創意工夫・イメージアップ

・ ＩＣＴ土工を推進し作業の効率化・省人化を図る。

・ 油流出対策として、給油時にこぼれそうな箇所に事前に吸油マットを設置する。

ＩＣＴ土工は、現場の熟練工が将来不足するのを懸念し、熟練職人ではなくても

誰でも現場が出来るように開発されたものですが、

当社においても、従来2～3人で2.3日かかってた測量を、一人で半日から1日で

出来るようになる等の時間の短縮、測量における人的ミスをシステム的に

減らすことができるなど様々なメリットが生まれます。



１１.代表者による全体評価と見直し

承認者：社長　鈴木　敏也

活動を後退させないように、引き続き、省エネ・省資源等の環境経営活動に対する社員の理解、意識を前

進させていくこと。

昨年度より作業ミス等に対し原因と対策について洗い出した結果測量ミスが多かったことを受け、弱みを

強みに変換すべく、測量もICT化しようとこの1年ICT施工について学んできた。ICT施工は人的ミスの減

少、時間・人の短縮、燃料の縮減等、人・環境に優しく今の時代に必要とされるもの。函南町業者の中で

は初めての取り組みとなるが、意識を前進させ、他社との差別化も図りこの暗い世の中を生き抜いていき

たい。

利害関係者からの苦情・要望など

事務所

・意識を高く持てているところもある

が、この程度で良いだろうとマンネリ

化しているところも見受けられる。

・電力・紙使用量以外はほぼ達成

電力に限っては基準値に15kwh追加す

る。

　社長、AE２１責任者、部門長、従業員、計9名

社長コメント

・苦情は3件早急に対応済み

・産業処理業者、下請け業者等

　ファイリングしてあり

　確認しやすい。

・電力において新たに追加した空気清

浄機及び入れ替え導入したサーキュ

レータ分を各月15kwh追加する措置と

した。

報告内容

環境目標の達成度

活動計画の実施状況

環境関連法規制などのまとめ

遵守状況

問題点の是正・予防処置状況

審査指摘事項への取組み報告

②環境経営目標

変更なし

③環境経営計画

④環境経営ｼｽﾃﾑ

変更の必要性

への有無

①環境経営方針

令和4年9月22日 場所

説明資料など

集計結果の報告

・目標：実績：達成度など

活動内容報告

苦情・要望の有無

　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ記録で報告

環境法・規制の有無

順守状況報告

・産廃処理業者の契約や許可証

問題点の報告

・是正処置内容

・予防処置内容

指摘内容に対する実施内容

電力基準電力基準値+各月15kwh増加

変更なし

・基準年度を新たに2010年から2020

年に見直した。

・創意工夫を％管理より個数管理へと

切り替えた。

日時

参加者

社長総合コメント


