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１．　環境経営方針

1．1　基本理念

株式会社堀内組は当社の事業活動及び製品・サービス（建設業）

が地球環境に負荷を与えていることを認識し、少しでも負荷を

与えないという目的意識を持って環境保全活動に継続して取り組

みます。

１．2　活動方針

1) 当社の事業に関連した環境法規を遵守し、地域の環境の保全に努めます。

2) 環境マネジメントシステムを構築し、その運用において継続的な改善を行います。

3) 環境に対する負荷を測定して、二酸化炭素排出量の削減、建設廃棄物の削減および

リサイクル率の向上に取り組みます。

4) 省資源、省エネルギーの推進に努めます。

（化石燃料、電気、ガス、水、コピー・プリント用紙）

5) 環境に配慮した製品の提供を推進します。

6) 環境教育を通じて全社員の環境保全に対する意識の向上を図ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年3月15日制定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成31年3月15日改定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　堀内組

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　堀内　文雄
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２．会社概要

会社名

株式会社　堀内組

代表者名

代表取締役　堀内文雄

所在地

〒384-0301

長野県佐久市臼田８０番地

設立年月日

昭和42年3月15日

事業内容

総合建設業（一般建築物・住宅・土木構造物の施工）
長野県知事許可（特-1）　第２３８９２号

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、タイル・れんが・ブロック工事業

鋼構造物工事業、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

左官工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、防水工事業、

熱絶縁工事業、建具工事業、解体工事業、管工事業

一級建築士事務所

宅地建物取引業許可　長野県知事　（10）第２５２１号

事業規模

資本金　　1億円

売上高　　23億円（令和4年3月）

従業員数　36人

本社建物　床面積　804.72m2

事業年度

4月1日～3月31日

認証・登録の対象組織・活動

登録組織名：　株式会社　堀内組

対象事業所：　本社（長野県佐久市臼田80）

　　　　　　　　　軽井沢営業所（長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東21-23ビルA　2F)

　　　　　　　　　機材置場（長野県佐久市臼田2410）

活動　　　　 ：　全組織・全活動

環境管理責任者

　 総務課長　佃　英敏

連絡先　

TEL　0267-82-2257

FAX　0267-82-9639
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各部門長

・各部署における環境経営システムの実施

・運用中の問題点の発見、是正、予防処置を環境管理責任者へ報告

・運用中のデータの記録、管理

・自部署の問題点の発見、是正処置および予防処置

環境管理
責任者

・環境経営システムの構築、運用、管理

・環境目標、活動計画書の策定

・法規制情報の収集・周知および遵守状況の把握

・環境活動レポート作成のためのデータ収集および集計とレポートの作成

・環境活動の取り組み結果を代表者に報告

・問題点の原因追求と是正・予防処置の実施

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

代表取締役
社長

役割（責任・権限）

・環境経営に関する総括責任

・環境管理責任者の任命

・環境方針の策定、見直し及び全従業員への周知

・環境目標、活動計画書の承認

・代表者による全体の評価と見直しの実施

・環境経営システムの実施に必要な資源（人・物・金）の用意

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ担当部長 設計担当部長 第一工事部長 第二工事部長

日向利一 本田源一 中嶋勝広 日向昌則

総務部門長 営業管理本部長 積算購買部長 工事本部長

佃　英敏 本田源一 清水嘉敬 丸山宗近

本田源一 佃　英敏

３．実施体制

堀内組　社長

堀内文雄

事業管理責任者 環境管理責任者
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4．環境経営目標

環境方
針

環境目標
基準値（過去
3ヵ年平均数

値）
R2年度 R3年度 R4年度 責任部署

消費電力の削減 114,400 目標削減率 -1% -1% -1% 総務部

（ｋWh） 目標値(kwh) 103,449 102,415 101,390 工務部

※  目標値(kg-co2) 42,000 39,737 39,339

灯油の使用量削減 21,600 目標削減率 -1% -1% -1% 総務部

（リットル) 目標値（ℓ） 19,534 19,338 19,145 工務部

 目標値(kg-co2) 48,677 48,189 47,708

ガソリンの使用量削減 48,200 目標削減率 -1% -1% -1% 総務部

(リットル) 目標値（ℓ） 43,594 43,158 42,726 営業部

 目標値(kg-co2) 101,210 100,198 99,196 工務部

軽油の使用量削減 13,950 目標削減率 -1% -1% -1% 総務部

(リットル) 目標値（ℓ） 12,856 12,728 12,600 営業部

 目標値(kg-co2) 33,739 33,403 33,067 工務部

都市ガスの使用量削減 1200 目標削減率 (0) -1% 総務部

(m3) 目標値（ｍ3） 1,200 1,188 1,176

 目標値(kg-co2) 2,592 2,566 2,540

CO2発生量合計 256,500 目標削減率 -1% -1% -1% 総務部

（kg-CO2）  目標値(kg-co2) 228,217 224,092 219,310 営業部

工務部

廃棄物量の削減 343 目標削減率 -1% -1% -1% 総務部

(ﾄﾝ) 目標値 313 310 307 営業部

工務部

水道水使用量の削減 1327 目標削減率 -1% -1% -1% 総務部

(m3) 目標値 980 970 961 営業部

工務部

環境負荷の低減 目標増加率 1% 1% 1% 総務部

目標値 52.0% 51.5% 51.0% 工務部

※購入電力排出係数は中部電力の令和3年実排出係数0.388(kg-CO2/kWh）を使用
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５．環境経営計画

基本方針

1 二酸化炭素排出量の削減

2 産業廃棄物・一般廃棄物の排出量削減とリサイクル率の向上

3 排水量の削減

環境目標 目標達成のための活動内容

在席していないとき、昼食時は消灯する。

外出時など１時間程度以上使用しないときパソコンの電源を切る

エアコンの温度管理徹底　夏季26℃～28℃に目標設定

　灯油の使用量削減 　冬季：室内温度２０～22℃に目標設定

急発進、急加速をしない。

暖機運転をしない。

車から離れるとき、必ずエンジンを切る。

最大積載量以下で運搬を行なう。

車両の自主管理の徹底（タイヤの空気圧のチェック、エン

ジンオイルの定期交換）

二酸化炭素排出量の削減 上記の活動によりCO2の排出量を削減する。

プリント・コピー用紙の裏紙使用

回覧資料等をスキャナで取り込み、メールで送信し、印刷を減らす。
建設廃棄物・資源ごみ等の分別収集、及びリサイクル化の実施

清掃時等水道水を出しっぱなしにしないように心がける。

節水表示を行なう。

　消費電力の削減

　ガソリン・軽油の
使用量削減

廃棄物量の削減

水道水使用量の削減
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６．環境活動の取組結果と評価

1)取組結果 実施期間：　令和3年4月～令和4年3月

環境目標
基準値（過去
3ヵ年平均数

値）

R3年度目
標値

R3年度実
績値

達成率 評価 取組結果及び評価

消費電力の削減 114,400

目標削減率　-1% （ｋWh） 目標値(kwh) 102,415 138,781 73.8% ×

※  目標値(kg-co2) 39,737 53,847

灯油の使用量削減 21,600 　本社・現場での冬季

目標削減率　-1% （リットル) 目標値（ℓ） 19,338 15,800 122.4% ○ 　使用量が減った。

 目標値(kg-co2) 48,189 39,342

ガソリンの使用量削減 48,200 丁寧な運転、効率的な

目標削減率　-1% (リットル) 目標値（ℓ） 43,158 29,118 148.2% ○ 移動を心がけた。

 目標値(kg-co2) 100,198 67,554 冬季暖機運転を減らした。

軽油の使用量削減 13,950 現場往来重機の使用が

目標削減率　-1% (リットル) 目標値（ℓ） 12,728 19,436 65.5% × 多く、対前同を大きく上回る

 目標値(kg-co2) 33,403 50,145 結果となった。

都市ガスの使用量削減 1200 冬場での暖房使用量を

目標削減率　-1% (m3) 目標値（ℓ） 1,188 1,122 105.9% ○ 減らした。

 目標値(kg-co2) 2,566 2,424

CO2発生量合計 256,500 　工事量に影響されては

目標削減率　-1% （kg-CO2）  目標値(kg-co2) 224,092 213,311 105.1% ○ 　いるが、地道な省エネ

　活動がよかった。

廃棄物量の削減 343 解体、改修工事からの産廃量

目標削減率　-1% (ﾄﾝ) 目標値（ﾄﾝ) 310 4,363 7.1% × が非常に多かった。

水道水使用量の削減 1327 節水に努め、現場を含め

目標削減率　-1% (m3) 目標値(m3) 970 384 252.6% ○ 達成できた。

※購入電力排出係数は中部電力の令和3年実排出係数0.388(kg-CO2/kWh）を使用

※基準値は、H29年度～R1年度の3ヶ年平均値

大型公共工事（小学校新設）
での現場・仮設電気増にて目
標値を大きく上回った結果と
なった。
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登録簿更新日：令和3年3月15日

遵守評価日：　 令和4年5月30日

　(１) 当社に適用される法規制等と現在までの遵守状況

法規制等の名称
適用される事項

（施設、物質、事業活動）
証拠書類、等 判定

・廃棄物（金属くず、廃プラ、廃油等）の
　適正処理の徹底

・契約書、マニフェスト、帳簿の記載

・水銀に関する廃棄物の適正管理

フロン排出抑制法
業務用エアコンの簡易点検・定期点検の実
施、記録

現地点検記録 〇

建設リサイクル法 対象建設工事の分別計画書の届け 届出書 〇

道路交通法 〇

　(２) 違反及び訴訟の有無

　上記環境関連法については、遵守チェックリストにより、確実に法規を遵守していることを

確認しました。

また、過去3 年間、関係各機関から特に指摘・指導は無く、訴訟もありませんでした。

大気汚染防止法

・石綿等の特定建築材料が使用されている建
築物の解体、改修等による粉じん排出等作業
の事前届出 届出書 〇

7．環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価、並びに違反及び訴訟の有無

注）チェック欄…〇遵守　×不遵守　　

廃棄物処理法
契約書 ・ 許可書

マニフェスト
〇

騒音防止法 空気圧縮機　(15Kw以上) 届出書 〇
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８．代表者による全体評価と見直しの結果・指示

エコアクション２１システムの運用も10年経過したが、省エネに対する意識はさらに高まっ　

てきたように思う。

　環境に負荷をかけないという命題は、建設業においてもはっきりと意識されるようになって

きている。たとえば建物本体のエネルギー効率や建材、設備機材も環境負荷を意識した

物になっている。

しかし、年々環境目標数値の壁が厳しい中、継続的な削減を推進するために、

本社及び各現場での数値を共有し、さらにはSDGｓをも見据えた削減に取り組んで

行きたい。

また、当社として日頃から取り組み状況をチェックできる体制を整え、

会社での省エネ活動だけではなく、個人としても活動してもらえうよう促していきたい。

代表取締役　堀内文雄

令和4年7月4日

株式会社　堀内組
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9．次年度取組内容

9-1.　環境目標

環境方
針

環境目標
基準値（過去
3ヵ年平均数

値）
R3年度 R4年度 R5年度 責任部署

消費電力の削減 114,400 目標削減率 -1% -1% -1% 総務部

（ｋWh） 目標値(kwh) 102,415 101,391 100,377 工務部

※  目標値(kg-co2) 39,737 39,340 38,946

灯油の使用量削減 21,600 目標削減率 -1% -1% -1% 総務部

（リットル) 目標値（ℓ） 19,338 19,145 18,953 工務部

 目標値(kg-co2) 48,675 48,188 47,706

ガソリンの使用量削減 48,200 目標削減率 -1% -1% -1% 総務部

(リットル) 目標値（ℓ） 43,158 42,726 42,299 営業部

 目標値(kg-co2) 99,195 98,203 97,221 工務部

軽油の使用量削減 13,950 目標削減率 -1% -1% -1% 総務部

(リットル) 目標値（ℓ） 12,728 12,601 12,475 営業部

 目標値(kg-co2) 33,069 32,738 32,411 工務部

都市ガスの使用量削減 1,200 目標削減率 -1% -1% -1% 総務部

(m3) 目標値（ℓ） 1,188 1,176 1,164 営業部

 目標値(kg-co2) 33,069 32,738 32,411 工務部

CO2発生量合計 256,500 目標削減率 -1% -1% -1% 総務部

（kg-CO2）  目標値(kg-co2) 224,092 221,851 219,633 営業部

工務部

廃棄物量の削減 343 目標削減率 -1% -1% -1% 総務部

(ﾄﾝ) 目標値 310 307 304 営業部

工務部

水道水使用量の削減 1327 目標削減率 -1% -1% -1% 総務部

(m3) 目標値 970 960 951 営業部

工務部

環境負荷の低減 目標削減率 -1% -1% -1% 総務部

目標値 51.5 51.0 50.5 工務部

※購入電力排出係数は中部電力の令和2年実排出係数0.388g-CO2/kWh）を使用
※基準値は、平成30年～令和2年度の3ヶ年平均値

s
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9-2.　活動計画

基本方針

1 二酸化炭素排出量の削減

2 産業廃棄物・一般廃棄物の排出量削減とリサイクル率の向上

3 排水量の削減

環境目標 目標達成のための活動内容

在席していないとき、昼食時は消灯する。

外出時など１時間程度以上使用しないときパソコンの電源を切る

エアコンの温度管理徹底　夏季26℃～28℃に目標設定

　灯油の使用量削減 　冬季：室内温度２０～22℃に目標設定

急発進、急加速をしない。

暖機運転をしない。

車から離れるとき、必ずエンジンを切る。

最大積載量以下で運搬を行なう。

車両の自主管理の徹底（タイヤの空気圧のチェック、エン

ジンオイルの定期交換）

二酸化炭素排出量の削減 上記の活動によりCO2の排出量を削減する。

プリント・コピー用紙の裏紙使用

回覧資料等をスキャナで取り込み、メールで送信し、印刷を減らす。
建設廃棄物・資源ごみ等の分別収集、及びリサイクル化の実施

清掃時等水道水を出しっぱなしにしないように心がける。

節水表示を行なう。

グリーン購入商品の積極的な推進（総務部・工務部）

LED蛍光管等の省エネ商品の購入代替推進

ゼロエネ住宅・省エネ住宅の推進

自社施工による、長期優良住宅の促進・推進
住宅消費エネルギーの削減

　消費電力の削減

　ガソリン・軽油の
使用量削減

廃棄物量の削減

水道水使用量の削減

グリーン購入
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