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ウクライナ危機が日本経済に及ぼす影響

今年になって思いもよらない事態として、ロシアによる
ウクライナ侵攻によって、苦難と人道危機がもたらされ
るだけでなく、世界経済全体が成長減速とインフレ加
速の影響を受けています。私たちの現場で使用する
身近な商品では、燃料やセメント・鉄鋼などの値上が
りが顕著で、値上がり幅が見えず、契約に関する取り
決めがシビアになっており、早い戦争収束と経済の安
定化を願うばかりです。
また、2020年1月の新型コロナの感染拡大始まっ
て2年半以上感染症に乱され、生活や文化風習まで
影響を与えるような事態になってしまいました。

当初は、公共工事が中心で、コロナの影響が少ないと
思われた弊社のようなポジションの建設業でも、ダメージ
はゼロではなく、民間の新規投資が限られて、ジワジワと
民間投資が減少することで、公共の建設投資額の減
少が地方では顕著に現れていくと思います。
これからの建設業界は、建設投資額を効率的に運用
するために、新規インフラづくりだけでなく、コンパクトシ
ティーに向けた維持管理やメンテナンスにも、知見を広げ
て行くことが必要となってきます。また近い将来、日本の
レベルの高いインフラ輸出も含めた産業振興が成長して
いくことも考えられると思います。
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ロシアによるウクライナへの軍事侵攻により世界経済の
先行きが不透明となり、資源高や円安、米金利高など
様々な面で悪影響が出始めています。例えば、化石燃
料の価格上昇は、日本の貿易赤字拡大を通じて黒字
縮小要因となることに注意が必要です。乗じて経常黒字
が縮小するとなれば円が弱まり、円を外貨に換えて支払う
機会が増えることを意味することから、円安圧力が強まる
可能性が有ります。
また、世界レベルで、コロナ禍の経済活動抑制の抑制と、
貿易面を通じたウクライナ危機の影響が二重苦となって
世界経済に追い討ちをかけています。特に、ウクライナ危
機前から半導体をはじめとしたさまざまな供給制約に苦し
んできましたが、さらに輸出の回復が遅れることが予想され
ています。
このように、ニュースになるような規模のことばかりではなく、
実社会においては、コロナの影響により、リストラが進めら
れたことで、経済活動が復活した状況でも、多くの悪影
響が出てきています。活動制限の大きかった航空業界や
飲食・宿泊、サービス業などでは、顧客が戻り経済活動が
戻りつつある状況で、人員を増やしてもリストラした影響に
よって、オペレーションやサービスの低下が目につきます。

デジタル化を進め、属人的な作業を減らしDX化など推
進されていましたが、実際人が行う業務が多く残っており、
形式化できない部分に多くのノウハウが詰まっていたことに
なります。
弊社が展開している建設業でも、DX化が叫ばれ、作業
効率化・省資源化なども課題解決のために、多くの企業
で導入されて来ました。ただシステムを導入することが目的
ではなく、お客様に提供する商品やサービスの価値を最
大化することが目的だと私は考えます。
それを支えるのが、システムではなく人であることは間違
いありません。だからこそ、スタッフを教育しながら、OJTや
OFF‐JTなどを使い分け、人材育成することが必要なので
す。
そして、これからも変わらないことは、仕事に対する評価
や口コミで、これらはすぐには消えません。良い仕事をする
ことで、お客様からのリピートを頂き、仕事に繋がって行き
ます。工事現場の仕事だけが、お客様の評価ではなく、
書類やオペレーションなど多岐にわたる業務、環境に関す
る取り組みなどに関しても厳しくジャッジしています。
これから将来に向けて、良い仕事をして評価を積み重
ねながら、アナログで伝わる熱量など思いなどを大切に、デ
ジタルでは、お客様に飽きさせない細やかなサービスの両
輪で進めて行く必要があると思います。



コーポレートスローガン
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コーポレートスローガン
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セリタ建設とSDGs 2030年にむけて

Sustainable Development Goals
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セリタ建設とSDGs 2030年にむけて
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土木技術の難しいを簡単にする
⇒知財の難しいを建設技術の使いやすいにReモデリングすること

ビジネスとビジョンの両立をする
⇒ドリームサポーターが集まり自己実現のできる会社にすること

■ミッション・ステートメント

地盤改良のプロフェッショナル
⇒社会が認める地盤改良のフロントランナーであり続けること

■地盤改良（マッドミキサー工法）
浅層・中層混合処理工法を中心とした技術で、社会インフラを支える。
自社のノウハウを最大限に高め、市場での優位性を強める

■建設技術・建設素材のReモデリング
国内・海外に埋もれた技術・知られていない建設技術をさせ、普及させる
国内の普及のルールを熟知することで、それそのものがロールモデルになる

■CSR活動、就労支援施設
すべての人に平等な社会を構築していくために、率先して働く場所を提供する

■コミットメント
地方でも働きがいのある企業にすること
働くことは、与えられる課題やモノだけではなく、自ら行動し巻き込みながら、
幅広いコトを実現して行くことに、“やりがい”や“働きがい”を感じると考える。
自己実現をするためだけではなく、共創できる環境をつくり上げることこそ、
我々が目指すビジョンである。

セリタ建設 コーポレートビジョン

■S‐RCクレーグランド、ルベラン、SIMコート、建設インフラIOT
社会を支える地盤をはじめ、暮らしやすさ実現する技術提供する
暮らしやすさの価値提供に最先端技術(IOT・AI)と土木の融合を行う

社会を暮らしやすくする
⇒スマートで安心できる暮らしを実現すること
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解決に向けた提供価値
KEY WORD

ステークホルダー 長期的に目指す姿
［SDGs］

お客様
取引先

従業員
地域社会

• 知的財産の利用・活用
• リニューアルモデル
• 海外技術の橋渡し役
• 確立した技術のモデル化

• 多様な人材育成と活用
• 働きがいのある環境づくり
• 地方の底力をみせる

株式会社 セリタ建設
コーポレートビジョン 2030年

• 地中の基礎を見える化
• 高いトレーサビリティー
• 安全を超える安心を提供
• 常に新しい技術を提案
• ワンストップサービス

お客様
取引先

お客様
地域環境

• 暮らしやすさを追求する
• 最先端技術で人に優しく
• IOT・AIを活用して省力化
• 今あるものを大切にする

セリタ建設 コーポレートビジョン



事業者名
代表者
所在地

環境管理責任者
担当者
連絡先

従業員数
床面積

認証・登録範囲

対象期間

発行
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株式会社 セリタ建設
代表取締役 芹田 章博
（本社・倉庫）
〒843‐0002 佐賀県武雄市朝日町大字中野10153‐4
代表取締役 芹田 章博
総務部 部長代理 合六 毅
TEL：0954‐23‐7733 FAX：0954‐23‐7787
mail@serita.jp https://www.serita.jp/
33名（役員を含む）
事務所：287.10㎡ 倉庫：481.72㎡

認証登録組織：全組織（本社）
認証登録事業活動：土木工事業、とび・土工工事業
データは令和3年5月1日～令和4年4月30日の実績です。
活動については、直近のものも含みます。
令和4年8月31日（水）（次回は令和5年8月発行予定）

会社概要

私たちセリタ建設は、人と自然にやさしい地面をつくる会社です。
昭和44年の創業以来、地域社会の発展に貢献すべく、常に新技術の開発に積極的に取り組み、総合
土木工事業や地盤改良工事などの分野で、時代のニーズに合った独自の技術を開発、企業化し、特殊
土木の専門工事会社として業容を拡大しております。

セリタ建設の概要
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地盤改良工法
‐マッドミキサー工法‐

自社開発したマッドミキサー（撹拌機）をつかって、人と自然にやさしい地盤づくりをします。浅層～中層
改良を得意領域とし、工事の深さに応じて、M‐Ⅰ型・M‐Ⅱ型を展開しています。建物の基礎工事やた
め池、河川など不安定な地盤を強固な地盤に変え、人々の安全とくらしを守ります。
対応深度：M‐Ⅰ型（0.5ｍ～2.0ｍまで） M‐Ⅱ型（2.0ｍ～8.0ｍ）
特許取得やNETIS登録を行い、新たに情報化施工や脈動噴射システムを追加し更なる技術力と信頼
性の向上を追求しております。

間伐材をつかった自然にやさしいグランドづくりです。S‐RCクレーグランド工法は、間伐材の樹皮と土を混
ぜ合わせて、水たまりができにくく、草が生えにくい快適なグランド環境を提供します。ルべランは、間伐材を
チップ状にし、特殊樹脂を混ぜ合わせた屋外型舗装パネルです。滑りにくく、クッション性があり、歩きやすさ
と安全性を追求したユニバーサルデザインになっています。

環境配慮型工法
‐S‐RCクレーグランド工法‐

‐ルベラン‐

受賞歴

事業内容

セリタ建設の概要

平成22年9月より武雄市と協力して始まった「元気な企業の森林づくり‐柏岳‐」森林機能を保つための
間伐や下刈りのほか、散策路の整備や樹木情報の看板を設置し、訪れた人々が楽しみながら自然と触
れ合える空間をつくっています。現在は2度に渡る豪雨災害により山頂までの管理道路が崩落し活動の縮
小が余儀なくなっております。活動再開に向けた復旧作業準備に取り組んでおります。

森林活動からステップアップして、柏岳の資源を活用し、平成25年12月よりアロマオイルの事業を開始。
オイルは、柏岳のヒノキと九州産のヒノキをブレンド。さらに、レモングラスを加え、甘酸っぱさと落ち着きのあ
る香りのアロマオイルとして販売しています。森林活動に参加できない人でもふるさと納税サイトなどでも、オ
イルを購入することで、売上の一部を森林活動の整備費用や啓発活動費として活用し、お客様とともに
柏岳の自然を守っていきます。

森林保全活動

アロマオイル事業
‐MORIRECO[モリレコ]‐

人工芝
‐セリターフ工法‐

ユーザー目線で使用感を追求し、使用するユーザー環境にも配慮した工法です。
従来人工芝の充填材として廃材のゴム等が使用され、飛散流出、ゴム特有のガスや臭い、表面温度が
上昇などさまざまな問題が発生していました。
間伐材で発生するスギ・ヒノキ100％の樹皮と砂を団粒化させることで、飛散流失し難く、無臭で抗菌性
があり、表面温度を抑えることより、天然芝に近い快適な人工芝グラウンドを実現しました。

・環境活動レポート大賞・九州 令和元年度「九州環境カウンセラー協会特別賞」
平成24年度より「奨励賞」、「地域社会貢献賞」 、「九州地方環境事務所長特別賞」、
「環境活動レポート大賞・九州大賞」、 「選考委員会特別賞グッドデザイン賞」、2度目の「九州地
方環境事務所長特別賞」「環境経営賞」に続き、令和元年度「九州環境カウンセラー協会特別賞」
を受賞する
・エコユニットアワード2013 「優秀賞」受賞・エコ検定アワード2015 エコユニット部門 「大賞」受賞
・平成26年度佐賀県緑化功労者 「知事感謝状」受賞
・第24回環境コミュニケーション大賞 環境経営レポート部門
「優良賞」 今回で5度目の入賞
・環境 人づくり企業大賞2020 「優秀賞」受賞にて7年連続入賞
・佐賀県エコドライブコンテスト2017「優秀賞」受賞







環境目標 単
位 場所

基準年
実績値
‐

令和3年度
目標値
‐1%削減

令和4年度
目標値
‐2%削減

令和5年度
目標値
‐3%削減

令和6年度
目標値
‐4%削減

令和7年度
目標値
‐5%削減

二酸化炭素
排出量の削減

Kg‐
CO2

事務所 56,179.69 55,617.89 55,056.09 54,494.29 53,932.50 53,370.70

建設現場 643,399.51 636,965.51 630,531.51 624,097.52 617,663.52 611,229.53

全体 699,579.20 692,583.40 685,587.60 678,591.81 671,596.02 664,600.23

1）電気
使用量の削減

kW
h

事務所 43,995.08 43,555.12 43,115.17 42,675.22 42,235.27 41,795.32 

建設現場 1,647.03 1,630.55 1,614.08 1,597.61 1,581.14 1,564.67 

全体 45,642.11 45,185.67 44,729.25 44,272.83 43,816.41 43,359.99 

2）灯油
使用量の削減 ℓ

事務所 1,309.91 1,296.81 1,283.71 1,270.61 1,257.51 1,244.41

建設現場 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

全体 1,309.91 1,296.81 1,283.71 1,270.61 1,257.51 1,244.41

3）液化石油ガス
使用量の削減 ㎥

事務所 44.28 43.83 43.39 42.95 42.50 42.06

建設現場 － － － － － －

全体 44.28 43.83 43.39 42.95 42.50 42.06

4）ガソリン
使用量の削減 ℓ

事務所 8,689.95 8,603.05 8,516.15 8,429.25 8,342.35 8,255.45

建設現場 7,103.79 7,032.75 6,961.71 6,890.67 6,819.63 6,748.60

全体 15,793.74 15,635.80 15,47786 15,319.92 15,161.98 15,004.05

5）軽油
使用量の削減 ℓ

事務所 101.07 100.05 99.04 98.03 97.02 96.01

建設現場 224,174.60 221,932.85 219,691.10 217,449.36 215,207.61 212,965.87

全体 224,275.67 222,032.90 219,790.14 217,547.39 215,304.63 213,061.88

廃棄物
排出量の削減 ｔ

事務所 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78

建設現場 406.63 402.56 398.49 394.43 390.36 386.29

全体 407.46 403.38 399.30 395.23 391.15 387.07

水 使用量の削減 ㎥ 全体 815.25 807.09 798.94 790.79 782.64 774.48

化学物質
使用量の削減 Kg 全体 127.55 126.27 124.99 123.72 122.44 121.17

環境配慮型
工法の提案 件 全体 21件 33件 35件 37件 39件 41件

森林保全活動 件 全体 20件 20件 20件 20件 20件 20件

環境商品 個 全体 90個 85個 90個 90個 90個 90個

独自KPI
環境KPI
千円当たりのCO2量

kg‐CO2/
千円 全体 1.18 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12

環境KPI
施工数量当りの
燃料消費率

ℓ/m3 全体 1.32 1.30 1.29 1.28 1.26 1.25

15

環境目標

※ 二酸化炭素排出量削減において、購入電力の排出係数は0.370‐kg‐CO2/kWh（2020年度九州電力）
・0.560‐kg‐CO2/kWh（2020年度au電気）を使用した。

※ 基準年（実績値）は平成30年度の売上と取組実績、令和3年度の売上目標を比較し、その比率より基準値を設定している。
ただし、「ガソリン」・「軽油」は車両入替等により実績値に大きく変動があったため、、令和2年度の実績値を基準値に設定している。
また建設現場の「廃棄物排出量」は等級変更に伴い土木工事増加の為、売上目標比率の2倍を目標値として設定している。
ただし、令和3年度が等級変更初年度となるため、次年度以降は令和3年度の実績を基準値として「廃棄物排出量」の目標値
再設定を行う。

※ 令和3年度より目標削減を1％ずつに変更する。但し、「環境配慮型工法の提案」「森林保全活動」「環境商品」に関しては
その通りではない。

※ 環境記録の保存期間は5年とする。

Plan 理念・目標・計画･体制



16

Plan 理念・目標・計画･体制

環境活動計画

取組目標 活動項目 担当

1 電気使用量の‐1%削減

① 昼休みの消灯（12:00～13:00） 事務所

② パソコンの省電力設定
全社

③ パソコン・シュレッダーの電源を切る（未使用時）

2 灯油使用量の‐1％削減
① フィルター清掃

全社
② 着火点の点検

3 液化石油ガス使用量の‐1％削減
① 湯沸かし器の低温利用

事務所
② 夏場の使用を控える

4 ガソリン使用量の‐1％削減
① エコドライブ手順書を決め、実行する 全社

② 安全運転講習会への参加 建設現場

5 軽油使用量の‐1％削減
① エコドライブ手順書を決め、実行する 全社

② 安全運転講習会への参加 建設現場

取組目標 活動項目 担当

1 一般廃棄物の‐1％削減
① コピー用紙の裏紙活用（社内書類・メモ紙等）

事務所
② 文書の電子化推進

2 リサイクルの推進

① 段ボール、雑誌等の古紙リサイクル
事務所

② ペットボトル、ビン、缶類等の容器リサイクル

③ 建設廃材の3R 建設現場

取組目標 活動項目 担当

1 節水活動
① 水道蛇口の漏水確認

事務所
② ホースの先端にシャワー口をつける

取組目標 活動項目 担当

1 使用回数の低減

① 事故等による塗り替え回数を減らす

建設現場② 希釈量の確認

③ 車両・重機を定期的に点検する

取組目標 活動項目 担当

1 環境配慮型工法の推進（目標：33件） ① 提案件数を増やす

全社2 森林保全活動（目標：20件） ① ボランティアの森林保全・整備活動を実施する

3 環境商品の推進（目標：90個） ① 環境商品の販売数を増やす

二酸化炭素排出量の‐1％削減（責任者：合六・中尾）

廃棄物排出量の‐1％削減（責任者：合六・中尾）

水使用量の‐1％削減（責任者：岩永）

化学物質使用量の‐1％削減（責任者：飯盛）

環境配慮型工法の提案と森林保全活動（責任者：岩永・中尾・合六）

※実施期間は、令和3年5月1日～令和4年4月30日である。

目標SDGs

コミットメント
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所 属 役割 ・ 責任 ・ 権限

代表者

・ 代表者として環境経営全般について責任と権限を持つ。
・ 環境方針を作成・見直し、従業員に周知する。
・ 環境経営責任者、EA21委員会を任命する。
・ 環境への取組を実施するため資源（人・もの・金）を準備する。
・ EA21全体の取組状況に関し評価、見直しを実施する。

環境管理責任者

・ EA21ガイドラインの要求事項を満たす環境経営システムを構築し、実行し環境実績を向上させる。
・ 環境目標、環境活動計画を作成する。
・ 3ヶ月に1回、環境目標の達成状況及び環境活動計画の実施状況を確認する。
・ 上記の結果を代表者に報告する。
・ 環境方針以外の環境文書の制改定を行う。

EA21委員会
・ 環境管理責任者を補佐し、EA21文書及び記録類、基礎データの作成・維持・集計・管理を行う。
・ 社外から環境情報の収集と伝達を行う。
・ EA21委員会の開催を3ヶ月に1回とする。
・ 委員会で取組の結果を見直し、改善点を是正する。

部門長

・ 環境方針、自部門の環境目標、環境活動計画を部門全員に周知する。
・ 環境目標達成のため、責任をもって自部門の環境活動を推進する。
・ 自部門で発生した問題点の是正措置、予防処置を実施する。
・ 自部門に関連する法規則等を遵守する。
・ 自部門の教育・訓練を実施する。

全従業員 ・ 環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚する。
・ 決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加する。

※環境記録の保存期間は5年とする。

代表取締役 芹田 章博

代表取締役 芹田 章博
総務部 部長代理 合六 毅

部門長 飯盛 敏彦部門長 中尾 克己部門長 岩永 安弘部門長 合六 毅

工場部門（2名）工事部門（18名）営業部門（3名）総務・経理部門（6名）

環境管理責任者

代表者

EA21委員会
常務取締役 芹田 栄子

取締役会長 芹田 正登志

取組人数 32 名
（令和3年5月1日 現在）

実施体制

Plan 理念・目標・計画･体制



システム化のプロセスについては、まず「引き算思考」で行うことが重要と考えています。シ
ステムを改善するからといって システム導入して業務を足してばかりでは、チームメンバーの
リソースが逼迫してしまいます。システムは足し算ではなく引き算と考え、仕事量や工数を
減らすことを留意しました。
全体像は大きく描きましたが、実施はミニマムでスタートすることが重要です。スモールス
タートすることで、システムに対するアレルギーを下げていきます。
さらにアメーバ型。最終的には全社へ広げることを考えていましたが、まずは営業スタッフか
ら導入をはじめました。さらに工事部・経理部・総務部と 少しずつ導入部署を増やすこと
で、システムの学習型組織が形成されていきました。やはり、根気よく続けることが、最大
のコツかも知れません。

DXの導入プロセスのポイント
DXの推進を成功させるには、ビジネスの仕方、商品戦略、組織・人事の仕組み、企業文
化・風土そのものの変革が不可欠です。
多くのアプローチなどがありますが、自社で実施したブロセスをご紹介します。
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教育 ・ 訓練の実施

これまでは5月と10月の年2回開催の全体会議にて、エコアクション21の報告会を実施していたが、昨年に引
き続きコロナ対策の為全体会議は行わなかった。
前回の審査を終えての昨年度の反省と今年度の環境方針、環境活動計画、各部署の役割分担等、具体
的な行動や改善策について各部署ごとに話しあう。

令和3年12月11日（土） 13：00～14：00
油類流出事故を想定した訓練の実施を行った。
仮の発生場所を整備作業場と定め、第一発見者が油の
流出を発見した。
第一発見者が整備作業場責任者と事務所に報告後、吸
着マット・ウエスを持ってきて、吸着(シュミレーション）を行っ
た。
総務は、流出確認の段取り及び河川・排水路に油類が流
出していないか確認し、最後に吸着マットの保管場所につ
いて全員で確認を行った。

エコアクション21 報告会と事例発表

緊急事態の対応訓練

油流出対応訓練
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Do
教育・訓練の実施
環境コミュニケーションの実施

環境関連資格の取得

セリタ建設では、エコアクション21の日々の環境活動の取り組みの中で、
社内での環境意識の向上を目指すとともに、基本的な環境知識を身につけることを目的として
社員への資格取得を推奨している。

・環境社会検定試験（eco検定） 6名 取得
世界的な環境意識の高まりより、企業において、ビジネスと環境の相関を的確に説
明できる人材の育成が欠かせないものとなっている。eco検定は、複雑・多様化す
る環境問題を幅広く体系的に身に付く「環境教育の入門編」となり、幅広い業種・
職種で活用されている。

【出典】東京商工会議所 検定試験情報 eco検定ホームページより
https://www.kentei.org/eco/miryoku.html

エコピープル(=検定試験合格者)
ロゴ

・エコリーダー研修（ビジネスエコ） 1名 取得
環境社会検定試験（eco検定）合格者（エコピープル）へのスキルアップ事業の一環として、
東京商工会議所と一般社団法人日本経営士会は環境経営分野における専門的・指導的な
人材養成を目的とした研修

【出典】一般社団法人日本経営士会ホームページより
http://www.keieishikai.com/seminar_el/110305_tokyo.html

エコリーダーロゴ

・カーボンマネージャー実証事業研修 1名 取得
内閣府がすすめる「実践キャリア・アップ戦略」の1つであるカーボンマネジャー制度
の研修に参加。「省エネ分野」と「温室効果ガス排出削減・森林吸収に係る診断
等(審査・検証等を含む)専門人材の育成」を目指すもので、既存の各種制度や
技術に関する知識・技能を基本としつつ、実務経験等も重視し、特定の部門や
施設毎、温室効果ガス事の専門性を活かす研修として進められた。

【出典】NPO法人 生活・環境づくり21 カーボンマネジャー実証事業レベル1
研修テキストより
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環境コミュニケーションの実施

Do
教育・訓練の実施
環境コミュニケーションの実施

「柏岳 森と風のプロジェクト」

災害復旧状況

2019年、2021年と2度に渡る豪雨災害発生により柏岳の登山道も斜面が崩壊し全面通行止めが継
続されています。災害復旧工事により応急修復が行われましたが依然として通行止めが継続されています。
武雄市と相談し許可の上、崩落個所の拡大や2次災害が発生していないか定期的に巡視を行っていて、
応急の復旧工事が行われたものの、本復旧工事まで車両の通行に危険がある為、活動の縮小が余儀な
くされています。安全が確認された部分から順次登山道の整備を今後行う予定です。活動の再開に向け
て準備を進めていきたいと思います。

施工前

施工前

施工後

施工後
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環境目標の実績
Check

環 境 目 標 単 位 場 所 令和3年度
削減目標

二酸化炭素排出量の削減 KgCO2

事務所 55,617.89

建設現場 636,965.51

全体 692,583.40

1）電気使用量の削減 kWh

事務所 43,555.12

建設現場 1,630.55

全体 45,185.67

2）灯油使用量の削減 ℓ

事務所 1,296.81

建設現場 0.00

全体 1,296.81

3）液化石油ガス使用量の削減 ㎥
事務所 43.83

全体 43.83

4）ガソリン使用量の削減 ℓ

事務所 8,603.05

建設現場 7,032.75

全体 15,635.80

6）軽油使用量の削減 ℓ

事務所 100.05

建設現場 221,932.85

全体 222,032.90

廃棄物排出量の削減 ｔ

事務所 0.82

建設現場 402.56

全体 403.38

水 使用量の削減 ㎥ 全体 807.09

化学物質使用量の削減 Kg 全体 126.27

環境配慮型工法の提案 件 全体 33件

森林保全活動 件 全体 20件

環境商品 個 全体 90個

独自KPI
環境KPI
千円当たりのCO2量

㎏‐
CO2/千
円

全体 1.16

環境KPI
施工数量当たりの
燃料消費率

ℓ/m3 全体 1.30

令和3年度
取組実績 評 価 達成率

45,073.94

〇 114％552,997.33

599,071.27

39,417.00

〇 100%5,685.00

45,102.00

0.00

〇 185％195.50

195.50

16.60 
〇 162%

16.60

8,069.26

〇 121％4,305.75

12,375.01

2,027.11

〇 105％209,464.24

211,491.35

0.34

× ‐12％852.96

853.29

703.00 〇 113%

43.29 〇 166％

48件 〇 145％

21件 〇 105%

112個 〇 124％

0.93 〇 120%

1.33 × 97%

環境目標の実績
取組結果とその評価

※ 目標達成率は、((削減目標‐取組実績)÷削減目標+1)×100である。
環境配慮型工法、森林保全活動、環境商品は、 取組実績÷目標×100である。

※ 評価の基準は、目標率100%以上の場合は○[達成]、未満は×[未達成]とする。



Gouroku

Gouroku
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取組結果とその評価

Check
環境目標の実績
取組結果とその評価

二酸化炭素

※ 棒グラフの値は実績値で、折れ線グラフの値は目標値とする。

取組結果の評価

次年度の取組み

活動内容

二酸化炭素の排出量を抑えることが出来、目標達
成することが出来た。各項目についても、今年から5
年間の環境経営目標の再設定を行ったこともあり、
燃料(軽油・ガソリン)ともに、現状に沿った車両の目
標設定のもと、その目標に向けた取り組みを行うことが
出来たように思う。その他の電気・及び灯油に関して
の項目は、昨年度から元請現場が長期で重なってい
ることも有り、現場での使用量が増加している。

これまでの取り組み同様、CO2排出量は各それぞれの
項目の合計によって異なってくるため、各項目の目標
達成を目指すとともに、引き続きCO2排出量の削減を
目指していく。
また、環境経営目標を今回設定して初年度となるの
で、目標に沿って進めているか引き続き確認しつつ、項
目で使用量が増加しているものについては注視して確
認していく。

［取組目標］電気、灯油、液化石油ガス、ガソリン、軽油の使用量 ‐1％削減

取組内容の掲示

前年に引き続き、事務所1階・出入口に今年度
目標を掲示することで、出勤とともに目標を確認
出来る位置に表示している。
目標の視覚化とともに、誰でも声を掛けることが
出来る状態にすることで社員の取組意識向上と
各個人での取り組みを目指す。

46,752.58 45,622.23 56,179.69 46,073.94 

930,466.97 

596,293.74 
643,399.51 

552,997.33 

0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000

1,000,000

(前)基準年 R2年度 (現)基準年 R3年度

事務所 建設現場 目標(事務所) 目標(現場)

全体達成率
114%

(単位：Kg‐CO2)

環境憲章

行動目標



Gouroku
Gouroku

昼休みの消灯・パソコンやシュレッダーの電源
ON・OFFを行っている。また、冬場はほとんど
電気暖房器具を使用したが、使用量は少な
かった。建設現場では、等級変更に伴い元
請工事が重なり、加えて長期ということで、前
年度よりも更に使用量が増えている。
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Check
環境目標の実績
取組結果とその評価

二酸化炭素 電気 ［取組目標］電気使用量 ‐1％削減

取組結果の評価

活動内容

昼休みの消灯時間の延長
（12:00～13:00）
パソコン・シュレッダー機の
未使用時の電源OFF
エアコンONのルール化
パソコンの省電力設定

次年度の取組み

事務所はこれまでの取り組みである昼休
みの消灯、パソコン・シュレッダーの電源
ON・OFFとともに未使用時の省電力は
継続していく。建設現場については、その
年の工事件数によって大きく変動が有る
ので、現状を確認しつつ、出来る節電を
行っていきたい。

47,623.44 
38,485.00 

43,995.08 

32,716.00 

2,750.32 4,157.00 1,647.03 
5,685.00 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

(現)基準年 R2年度 (現)基準年 R3年度

事務所 建設現場 目標(事務所) 目標(現場)

(単位：kWh)

節電取組 掲示

Clip

2021年8月に発生した武雄市豪雨災害にて、被災された近隣住民や企業への復旧応援活動を実施しました。
今回、浸水し被災した処分品の搬出や清掃活動を行いましたが、廃棄品等を分別し、適正に処分する活動を行う
事で環境保全につなげていきました。

災害復旧活動支援

会社Topic

全体達成率
100%

豪雨災害復旧応援活動

未使用時のシュレッダーOFF
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Check
環境目標の実績
取組結果とその評価

Gouroku

二酸化炭素 灯油

取組結果の評価

次年度の取組み

事務所ではほぼ電気暖房器具を使用して冬場を過ご
した。気温が下がる日もあったものの、灯油暖房器具を
出すほどでもなく、年度を通して使用することはなかった。
建設現場での使用量を含めても、目標よりも大きく使
用量を減とすることが出来ている。

次年度も各場面に応じて灯油暖房器具と電
気暖房器具の使用を心掛けていくとともに使
用前に清掃と点検を行っていく。

活動内容

フィルターの清掃
着火点の点検

1,860.00 

1,230.00 1,309.91 

0.00 

1,103.60 

0.00 0.00 
195.50 

0

500

1,000

1,500

2,000

(現)基準年 R2年度 (現)基準年 R3年度

事務所 建設現場 目標(事務所) 目標(現場)

フィルター確認

(単位：L)

Gouroku

Gouroku

Gouroku

二酸化炭素 液化石油ガス ［取組目標］液化石油ガス使用量 ‐1％削減

取組結果の評価

活動内容
湯沸かし器は低温で使用する
夏場の使用を控える

取組結果の評価

次年度の取組み昨年度より給湯室がリニューアルし、ガスコンロが
IHクッキングヒーター・ガス給湯器が小型電気温
水器へ変更されるとともに、コロナの影響で麦茶を
沸かすこともなくなり、昨年度と同じ位の使用量と
なっている。

昨年度より液化石油ガスは稼働場所が少なくなっ
ているが、使用継続している所があるので、夏場の
使用を抑え、冬場の柔軟な低温使用を心掛けた
い。

35.46 

15.90 

44.28 

16.60 

0

10

20

30

40

50

(前)基準年 R2年度 (現)基準年 R3年度

事務所 目標(事務所)
ガス給湯器

(単位：kg)

全体達成率
185%

［取組目標］灯油使用量 ‐1％削減

全体達成率
162%



Nakao

Nakao
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Check
環境目標の実績
取組結果とその評価

次年度の取組み

事務所も建設現場も使用量が増えているガソリ
ンだが、昨年度量よりは減少している。工事車両
(ガソリン車)の台数が増えていることと、現場が近
県での短期工事での移動や出張案件、工事に
向けて現場確認等で営業車両の移動も多いこと
から、例年その年の工事件数・現場によって使用
量が左右されるが、継続してエコドライブの推進を
行っていきたい。

今年度は目標の見直しとともに、目標を達成
することが出来た。ただその年の工事件数等で
使用量が変わってくるので、独自KPIと並行し
て確認を行っていくとともに、日常的に引き続き
エコドライブの推進を行っていきたい。

活動内容

取組結果の評価

二酸化炭素 ガソリン ［取組目標］ガソリン使用量 ‐1％削減

エコドライブ手順書を決め、実行する
安全運転講習会への参加

(単位：L)

エコドライブ手順書 ガソリン車両

Clip その他 会社Topic Part2

今年度も引き続きコロナ禍となり、昨年度より実施しているウェビナーを上半期か
ら繁忙期となる冬場まで、継続して実施しました。セリタ建設が行っている“地盤
改良工法”や”人工芝グラウンド”をはじめ”建設DX”など様々な観点から弊社社
長・営業が担当し月に1回オンラインにて公開講座を行っています。開催前には
定期的にお客様へメール及びSNSで御案内するとともに、継続して実施すること
で、弊社に興味を持って頂いたお客様へ弊社を更に知って頂くとともに、燃料使
用量の削減へ取り組むことが出来ました。

ウェビナー(オンラインセミナー)実施!!
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全体達成率
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Nakao

Nakao
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Check
環境目標の実績
取組結果とその評価

二酸化炭素 軽油 ［取組目標］軽油使用量 ‐1％削減

活動内容

エコドライブ手順書を決め、実行する
安全運転講習会への参加

取組結果の評価

次年度の取組み

前年度同様、現場や営業時の移動車両として
の他、重機、発電機等多岐にわたる使用を
行った。ガソリン同様、エコドライブの推進及びア
イドリングの防止を継続していく。

軽油は例年、工事件数によって大幅に使用量が
変わってしまうが、重機・車両ともにエコドライブの推
進による低燃費運転とアイドリングの防止を継続し、
安全運転を心掛けていく。

重機の軽油使用

(単位：L)

車両の軽油使用

(単位：L)

発電機の軽油使用
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Check
環境目標の実績
取組結果とその評価

Clip その他 会社Topic Part3

エコアクション21中央事務局より感謝状を授与いただきました!!

セリタ建設がエコアクション21に登録・認証を頂いたのは2012年の頃、
はじめて10年以上が経過しました。
取り組みはじめていろいろと戸惑うことも有りましたが、その時々の時代や
会社の状況に応じて、少しずつ進化しながら前へ前へと歩みを進めてき
ました。
2017年にガイドラインが環境活動から環境経営を通してより進化した組
織へと成長することを支援するための仕組みへとガイドラインが更新されま
したが、セリタ建設も、社員全員で日々出来る事より環境経営活動に
取り組みつつ更新しながらこれからも歩みを進めていきます。

定期的なメルマガ配信を行っています。

月に2回、定期的なメルマガ配信を行っています。
これまでお取引させて頂いた方をはじめ、展示会・ウェビナーをは
じめお知り合いとなった方へ配信を行っています。
メールマガジンの中身は、セリタ建設のホームページにこれまで掲
載してきた記事から最新の記事の御案内を主に行っています。
メールから弊社の記事に興味を持って頂き、そしてホームページ
へと、少しでも興味を持って頂けるきっかけとなればと思いつつ、
配信を継続しています。

■セリタ建設 ホームページ記事 →

さがワークメイトに掲載されました!!

毎月5日に一般社団法人佐賀県労働基準協会が発行
している、「さがワークメイト」にて、2022年4月号・6ページ
『PRの頁』にてセリタ建設が掲載されました。
会社概要から事業内容、特許をはじめ、設定しているコー
ポレートスローガンとコミットメントの設定・そして現在進めて
いる建設DX化による労働環境の改善等、セリタ建設のこ
れまでとそしてこれからの情報が満載の1ページとなりました。



Gouroku

Gouroku
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Check
環境目標の実績
取組結果とその評価

廃棄物 ［取組目標］廃棄物排出量 ‐1％削減

取組結果の評価

次年度の取組み

活動内容

文書の電子化の推進で、前年度より契約書類の
一部を電子契約に移行、少しずつ使用業者を増
やしている。同時にペットボトル等の資源物はリサ
イクル推進を行っている。建設現場での排出量は
等級変更に伴い、工事の増加とともに廃棄物の
量が増加している。

文書の電子契約を推進し、可能な書類は電子
ファイルの譲受を行うとともに、「ダンボール」「菓子
箱」「ペットボトル」「空き缶」「ペットボトルキャップ」
等は次年度も継続してリサイクルの推進を行ってい
く。また、建設現場でも再生資源・最終処分量の
分別廃棄を継続していくとともに、目標値も再度
確認していく。

一般廃棄物の削減
リサイクルの推進

・文書の電子化推進
・コピー用紙の裏紙活用

・段ボール、雑誌等の古紙リサイクル
・ペットボトル、ビン、缶類等の容器リサイクル
・建設廃材の3R化

コピー用紙の裏紙活用
↓(A3サイズ) ↓(A4サイズ)

種類別リサイクル回収

(単位：t)

ペットボトル蓋回収

↑ ↑建設現場 産業廃棄物 ↑

エコキャップは
「医療支援」

「障がい者支援」
等社会貢献活動に
使用されている
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Iimori

Iimori
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Check
環境目標の実績
取組結果とその評価

水

化学物質

［取組目標］水使用量 ‐1％削減

［取組目標］化学物質使用量 ‐1％削減

取組結果の評価

次年度の取組み

今年度も工事に伴うラッカースプレーの使用が主
であった。安全運転・安全施工も継続されており
補修に伴う使用は最小限に留められた。保管量
も基準値以下で必要最小量に継続して留めて
いた。

使用量は最小化しつつあるので、より含有量が少
ない製品の仕様や代替品・方法の検討模索を
行っていきたいと思う。

活動内容

事故等による塗り替え回数を減らす
希釈量の確認
車輌、重機を定期的に点検する

活動内容
水道蛇口の漏水確認
ホースの先端にシャワー口をつける

次年度の取組み前年度より継続して蛇口付近に漏水確認の掲
示を行うこと、また清掃時シャワー口を取り付けて
の使用を継続を行うことで、使用量を抑えること
が出来ている。

今年度同様次年度も、漏水と節水の注意喚起
及びホースの先端へのシャワー口取付を行うととも
に、次年度も継続して節水・漏水に気を付けてい
きたい。
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化学物質
使用管理表

化学物質在庫状況

(単位：㎥)

(単位：kg)

漏水注意喚起

Iwanaga

Iwanaga シャワー口取付



提案回数は昨年より減っている。前年度同様環
境配慮型工法の問い合わせはあったが、実施工に
繋がらなかった。次年度は効果的なアプローチの継
続とともに新ICT施工方法を利用した提案を行っ
ていきたい。
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Check
環境目標の実績
取組結果とその評価

商品・サービス 環境配慮型
工法の提案 ［取組目標］環境配慮型工法の提案 33件

取組結果の評価
次年度の取組み

既存工法にICT技術を用い、操作中の各データをリアル
タイムモニタリングする事で操縦者の感覚による無駄や余
分な動作が減り省エネルギーになっている。ICT技術によ
る品質向上と、省エネルギー化の提案を増やしたい。

活動内容
提案件数を増やす

21 
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21 

48 
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全体 目標

達成率

145%

S‐RCクレーグランド工法(自社HPより）

(単位：件/年)

Iwanaga
Iwanaga

NakaoNakao

商品・サービス 森林保全活動 ［取組目標］森林保全活動 20件

取組結果の評価 次年度の取組み

崩落個所の応急復旧工事から復旧本工事に向け
武雄市役所と相談を行い完全復旧を目指す。巡
視を継続して行い、安全が確認できた管理道路の
除草や伐木作業を行い保全活動の再開を行ってい
きたい。

活動内容
ボランティアの森林保全、整備活動を実施20

26

20 21
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達成率

105%
(単位：件/年)

8月に発生した豪雨により再度管理道路の崩落が
発生し中断を余儀なくされた。応急復旧工事が行
われたが、通行制限が続いている。危険個所が発
生していないか等の巡視パトロールが中心となった。

復旧工事 作業状況



Gouroku
Gouroku
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Check
環境目標の実績
取組結果とその評価

商品・サービス 環境商品 ［取組目標］環境商品の販売 90個

取組結果の評価
次年度の取組み

平成25年12月より開始のアロマオイル事業より、ギ
フトセット・アロマオイル単品・アロマミストの販売を継
続し、今年度も委託業者・ネット販売・ふるさと納税
返礼品に環境商品を掲載と販売を続けている。前
年度からの販売数は減っているものの、注文は全国
からお求め頂き嬉しい限り。引き続き今年度も継続
していく。

次年度も、主旨を理解頂き販売頂いている地
元の委託業者、ネット販売・ふるさと納税での販
売を継続するとともに、前年度同様、地元の
方々はもちろん全国の方々にまずは商品を知っ
て頂くことを目標として継続していきたい。その為
にも引き続き広報活動に努め、環境商品の興
味関心のきっかけとなる存在の商品としていきた
い。

活動内容
環境商品の販売数を増やす
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Gouroku Gouroku
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Check 独自KPIの取組

独自KPI 環境KPI

独自KPI 環境KPI

取組結果の評価 次年度の取組み
燃料消費率を昨年度と比較すると、今年度は
0.19の減少出来ている。通年、各班での現場
施工となり、現場によって各オペレータはそれぞれ
異なることが前提となり、重機の稼働効率及び
重機操作を平準化は難しいが、燃料消費を抑
えるよう引き続き取り組んでいきたい。

前年度に比べると今年度は、各オペレータの重機操
作や所要時間、そして低燃費運転が少しずつ一定と
なっているのではないかと推測される。この流れに続き
出来るだけ次年度も各自の低燃費運転を徹底し、
燃費消費を抑えるとともに、燃料消費率平準化を目
標としていきたい。

取組結果の評価 次年度の取組み

独自KPIという売上に左右されない指標を実施し、
昨年度の指標値と比較することで、CO2量を削減
出来ている事を確認出来た。CO2量の削減には各
項目の使用量削減が必要不可欠となるので、引き
続き次年度も日々活動に取り組み、指標を確認し
ていく。

環境KPIの設定
→千円当たりのCO2量
＝総CO2量÷売上高

施工数量当りの燃料消費率
→数量(軽油使用燃料)÷累計工事量(施工数量)

昨年の売上と今年度はほぼ同じ位の売上だったものの
CO2量は大分抑えることが出来たため、環境KPIの指
標も昨年度より0.07減少させることが出来た。次年度
も指標を確認することで、売上に左右されない指標値
として増減を確認していきたい。

(単位：ℓ/ｍ3)

(単位：千円/年)
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燃料の消費量にも大きく影響を与えることから、そ
の相関関係を用いるための評価として、日々入
力している作業日報から各案件毎の「累計工事
量(施工数量)」と「数量(軽油使用燃料)」から
『1m3当たりに必要な燃料』を算出した。
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達成率
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97%



環境関連法規等の遵守状況
Check

環境目標の実績
取組結果とその評価

環境関連法規 要求事項 遵守状況

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（廃掃法）

土地所有者等の通報努力義務 適

委託先業者選定基準・委託基準の遵守 適

処理基準 適

事業者の処理基準の遵守 適

保管基準の遵守 適

許可業者への委託 適

委託基準の遵守 適

管理表（マニフェスト票）の交付 適

管理表（マニフェスト票）の写しの送付を受けるまでの期間 適

管理表（マニフェスト票）の写しの保管期間 適

管理表（マニフェスト票）に関する知事への定期報告 適

処理状況の確認 適

投棄禁止 適

焼却禁止 適

工事に伴い生じる廃棄物処理の適用は、元請業者が排出事業者となる 適

○武雄市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 事業者の責務 適

○資源の有効な利用の促進に関する法律
（資源有効利用促進法）

パソコン等のリサイクル化 適

指定副産物の再生資源化 適

○特定特殊自動車排出ガスの規制等に
関する法律（オフロード法）

事業者及び使用者の責務 適

使用の制限 適

経過措置 適

建設業法に規定する建設業を営む者で特定特殊自動車を使用する者が特定特殊自動車
（法の施行前に製作されたものを含む）の排出ガスが抑制を図るために取組むべき措置 適

○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
（建設リサイクル法）

特定建設資材の再資源化 適

再資源化された建設資材の使用 適

元請業者の書面の交付 適

下請業者への告知 適

計画等の届出 適

下請負人に対する元請業者の指導 適

○特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法） 事業者の責務（再商品化の協力） 適

○使用済自動車の再資源化等に関する法律
（自動車リサイクル法）

自動車の所有者の責務（自動車の長期使用、購入時の再資源化した自動車の選択、
使用済自動車の再資源化の促進） 適

使用済自動車の引渡義務 適

再生資源化料金の預託 適

○水質汚濁防止法（水濁法）
貯油施設等からの油の流出の対応・報告 適

生活排水による汚濁の低減 適

○騒音規制法
特定建設作業の届出 適

規制基準の遵守 適

○振動規制法
特定建設作業の届出 適

規制基準の遵守 適

○特定製品に係るフロン類の回収および破壊の実施の
確保等に関する法律（フロン回収破壊法）

事業者の責務（フロン類の排出の抑制） 適

引渡義務 適

○消防法 生石灰の貯蔵・取扱い 適

○セメントおよびセメント系の固化材を使用した改良土の
六価クロム溶出試験実施要領 六価クロム溶出試験の実施 適

○建設工事講習災害防止対策要綱（建築・土木）
近隣居住者等への周知等 適

作業場周辺の環境保全 適

当事務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。
また、関連機関等からの指摘、利害関係者からの訴訟もありませんでした。
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一昨年に続き本年度にも豪雨災害が発生し、当社近辺においても住宅・企業家屋に甚
大な被害が生じた。公共事業の災害復旧工事に携わる以外に、周辺地域住民企業への
復旧応援活動として土砂撤去・清掃作業や多くの廃棄品を搬出運搬を行った。今回の活
動時、日頃の産廃の分別適正処理の意識のおかげで、被災した処分品の分別廃棄につ
ながったと思う。
また、企業経済活動と環境活動の両輪を独自ＫＰＩで指標化している。双方の事業運
営改善につながるかをＰＤＣＡサイクルの中心としていきたい。

コロナウイルスの脅威が続き企業活動にも制約が続いている。営業活動の維持継
続を模索し新たなアプリケーションを取り入れるとともに、リモート面談打合せ等の
効率経済性につなる部分を継続している。
基幹システムとして導入しているセールスフォースが、色々なアプリなどに連携するこ
とで、より効率的な作業環境を構築し、アップデートし続けている。

環境KPIの運用を行い定量的な判断をもとに削減に向けた活動が
継続できている。社内の活動による変化だけでなく外部環境変化
に合わせてのKGIからKPIの修正も実効性を高めるためにも必要で
ある。より高い視座と視点での独自KPIを設定したい。

ＳＤＧｓの達成目標年の2030年から逆算して目指すべき未来から逆
算しての今何をすべきか戦略を立てる考え方もある。しかしテクノロジー技
術や環境の変化が大きく急速に変化する可能性もあり、手の届く範囲の
視野分野に限らず積極的に技術革新を取り入れ環境経営システムに取り
入れていきたい。

有り

無し
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