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環境方針 

制定 2011.12.01 改訂 2020.08.20 改訂  

改訂  改訂  改訂  

改訂  改訂  改訂  

 

 渡 辺 建 設 株 式 会 社 

環 境 経 営 方 針 
 

[基本理念] 

 
渡辺建設株式会社は、建設事業を中核とする様々な事業活動において、

常に地球環境に与える影響を強く認識し、事業活動のあらゆる面に於いて

環境保全を意識した取組みに努め、持続可能な発展を目指すことを基本理

念とします。 

 

[行動指針] 

 
1. 地球環境保護のため、廃棄物の 3R（Reduce/Reuse/Recycle）の推進を

図り、二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、水利用量の削減に努めます。 

2. 経営における課題を適切に把握し、効率的な事業運営を行います。 

3. 事業活動を通して環境負荷削減、環境保全につながる建設・設備の提

案（エコ提案）を行います。 

4. 環境経営の継続的改善に取組んで行きます。 

5. 環境関連の法律を遵守します。 

6. 全社員に環境に関しての教育を行うことにより環境意識を高め、環境

活動に取組みます。 

7.  環境経営レポートを社内外に公表し、地域社会との協調を図り、積極

的なコミュニケーションを行います。 

 

          制定日 2011年 12月 01日 

改訂日 2020年 08月 20日 

渡 辺 建 設 株 式 会 社  
 

代表取締役 渡辺 正高 ㊞   
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事業･組織の概要 

 

１．事業所名及び代表者 

       渡辺建設株式会社 

       代表取締役 渡辺 正高 

 

 

2. 所在地 

本社                 静岡県裾野市富沢 394-1 

資材センター             静岡県裾野市深良 3650  

御殿場営業所             静岡県御殿場市新橋 1849-7 

南駿営業所              静岡県駿東郡清水町新宿 180 

神奈川西営業所            神奈川県足柄上郡大井町金子 343 

 

 

３．事業活動の内容 

 ・建設業 許可番号  国土交通大臣許可（特－30）第 27243号 

       建設業の種類  建築･土木･舗装･水道･とび･土工･解体工事業 

・一級建築士事務所  静岡県知事登録 （14）第 640号 

・宅地建物取引業許可 静岡県知事免許（12）第 3894号 

    ・産業廃棄物収集運搬業許可 静岡県知事免許 第 02201215261号（自社運搬のみ） 

    ・産業廃棄物収集運搬業許可 神奈川県知事免許 第 01407215261号（自社運搬のみ） 

 

 

４．環境管理責任者及び担当者、連絡先 

     環境管理責任者  土木部長 横山 卓生 

     担当者      総務部長 鈴木 秀明 

       連絡先      ℡ 055-992-0030 

 

 

５．事業規模 

活動規模 単 位 R1.7.1～R2.6.30 R2.7.1～R3.6.30 R3.7.1～R4.6.30 

売上高 百万円 4,058 3,523 4,255 

従業員 人 71 65 71 

床面積 ㎡ 3438.15 3438.15 3438.15 
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実施体制 

制定 23.12.1 改訂 26.4.1 改訂 28.4.1 

改訂 2019.4.１ 改訂 2020.8.1 改訂 2021.4.1 

改訂  改訂  改訂  

         

エコアクション21実施体制図

対象範囲：全組織、全活動とする

エコアクション21役割分担

・環境管理責任者の補助

（代 表 者）

代表取締役

総務部
(本社）

営業部
（本社）

安全管理部
（本社）

常務取締役

加藤　　伸（副）

（環境管理責任者）

土木部長

渡辺　正高(正）

代表取締役

渡辺 雄二（正）

推進委員

横山卓生（正）

鈴木秀明（副)

EA21活動事務局

鈴木浩二・大川勝範

鈴木秀明

工務部
（建設本部）

建築部
（建設本部）

土木部
（建設本部）

横山卓生 桑原　友彦

ハウジング部

（ワタケンビル

ド・ワタケン

ホーム）（桃園資材置き場）

推進委員 推進委員 推進委員 推進委員 推進委員 推進委員

小泉博・塩川昌宏

現場責任者 現場責任者 現場責任者 現場責任者

各　　社　　員　（協　力　会　社　は　実　施　体　制　に　含　む）

鈴木　秀明 山本　信一 小宮　祥平 小泉　博

担当者

代表取締役
渡辺　正高

・環境経営方針の策定・見直し及び社員への周知
・環境経営システムに必要な資源（人材･資金・技術）の用意
・環境経営活動の全体評価と見直し

・経営における課題とチャンスの明確化
・環境管理責任者を任命

環境管理責任者
横山　卓生

・システムの構築・運営・維持管理
・システムの総責任者としての役割権限を他の責任に関わらず持つ
・環境経営活動の取組み結果を代表者に報告
・事務局、推進委員を任命

EA21活動事務局
鈴木　秀明

・環境経営活動計画の立案及び推進
・各種データのとりまとめ、取組みのチェック、文書管理
・全社員に対する具体的エコ活動の周知、教育訓練の実施

・環境関連法規の遵守状況の確認

推進委員
各部　部長
現場責任者

・環境経営活動への積極的参加
・問題点の把握と是正の実施
・関連法規、規則の遵守
・実施状況の確認、記録
・各現場での協力会社、従事者への教育及び啓蒙活動の実施

社員・協力会社

・環境経営方針の確認、理解
・各個人における環境マネジメントの実施
・環境経営活動への積極的参加
・問題点の把握と是正の報告
・関連法規、規則の遵守  
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環境経営目標 

制定 23.12.1 改訂 30.09.05 改訂 Ｒ1．08．01 

改訂 R2.08.01 改訂  改訂  

改訂  改訂  改訂  

1.年間目標と期間実績 　作成日　令和4年8月16日
　作成者　EA21活動事務局

電力二酸化炭素換算係数0.443㎏-CO2/kwh
（令和2年度実績、環境省・経済産業省公表）

※令和１年7月から建設現場における電力・化石燃料消費量の比較を導入する。

2.中長期目標（令和1年度より3ヵ年）毎年度対前年比ー1％を目標値とする。

令和1年度より建設現場の数値が加わったことから

年　　度 令和2年度（基準年） 令和3年度

項目
期間 令和2年7月～

令和3年6月

年間実績

令和3年7月～

令和4年6月

年間目標
削減量 削減率

令和3年7月～

令和4年6月

実績

対年間目
標達成率単位 対象

CO2

総排出量 ㎏-CO2 全体 222,403.85 220,179.81 -2,224.04 -1.0% 220,050.50

ｋｗｈ 建設現場
82,555.00 81,729.45 -825.55

-1.0%

ガソリン

L 事業所
19,158.21 18,966.63 -191.58

L
建設現場

44,005.52

100.06%

電力

ｋｗｈ
事業所

89,083.00 88,192.17 -890.83
-1.0%

88,441.60 99.72%
金額(円） 1,989,395 1,969,501 -19,894 2,340,859 84.14%

67,263.00 121.51%
金額(円） 2,764,074 2,736,433 -27,641 2,834,884 96.53%

43,565.46

-1.0%
18,860.36 100.56%

金額(円） 2,856,727 2,828,160 -28,567 3,329,144 84.95%
-440.06

-1.0%
46,257.47 94.18%

金額(円） 6,615,458 6,459,303 -156,155 8,245,397 78.34%

- 0.00
-

LPG ㎏ 事業所 0.00 ー -

灯油 L 事業所 0.00 ー

0.00
-

一般廃棄物 ｔ 事業所 2.75 2.72 -0.03 -1.0% 2.49 109.24%

産業廃棄物
(建設現場）

ｔ
排出量 5541.41 5,486.00

-55.41
-1.0% 7,078.01

77.51%再資源化率 91.90% 89.47 1.0% 88.60%
金額(円） 53,799,284 53,261,291 -537,993 -1.0% 85,652,738

水資源使用量

立方
事業所

409.00 404.91 -4.09 -3.0% 431.40

2609.00

93.86%
金額(円） 96,858 95,889 -969

-1.0%
131,915 72.69%

立方
建設現場

2582.91 -26.09 1238.00 208.64%
金額(円） 355,807 352,249 -3,558 322,252 109.31%

顧客への省エネ

提案の推進 件数 営業部 33件 31件 － 0件増 31件

－ -

令和1年度（令和1年7月～令和2年6月）の実績を基準として新規目標値を設定し基準年度比を示す。

年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

グリーン購入 件数 事業所 －

目標
削減量
削減額単位 対象

CO2

総排出量 ㎏-CO2 全体 217,850.00 -2,166.73

項目
期間

目標
削減量
削減額

目標
削減量
削減額

215,671.50 -2,145.06 213,514.78 -2,123.61

電力

kwh 事業所
87,557.18 -876.9 86,681.61 -868.13 85,814.80 -859.45

金額（円） 2,317,450 -23,374 2,294,276 -23,140 2,271,333 -22,908
65,265.22 -659.72

金額（円） 2,806,535 -26,532 2,778,470 -26,267 2,750,685 -26,004
kwh 建設現場

66,590.37 -673.12 65,924.47 -666.39

-196.26 18,300.19 -194.31
金額（円） 3,295,853 -28,767 3,262,894 -28,479 3,230,265 -28,195

L 事業所
18,671.76 -198.25 18,485.04

0.00 -

45,336.95 -474.34 44,883.58 -469.60
金額（円） 8,162,943 -68,111 8,081,314 -67,430 8,000,500

L
建設現場

45,794.90 -479.13

-66,756

ガソリン

- 0.00 -

一般廃棄物 ｔ 事業所 2.47 -0.03 2.90 -0.03

LPG ㎏ 事業所 0.00 - 0.00

灯油 L 事業所 0.00 - 0.00 -

-69
再資源比率 89.47% 1.00% 90.36% 1.00% 91.26% 1.00%

2.87 -0.03

排出量 7,007 -71 6,937 -70 6,868

-839,482

水資源使用量

㎥ 事業所
427.09 -3.46 422.82 -3.43 418.59 -3.39

金額（円） 84,796,211 -856,527 83,948,249 -847,962 83,108,766

産業廃棄物
(建設現場）

t

319,029 -2,248 315,839 -2,225 312,681 -2,203

-814
㎥ 建設現場

1,225.62 -6.6 1,213.36 -6.53 1,201.23 -6.47
金額（円）

金額（円） 130,596 -831 129,290 -822 127,997

1件増

（前年比）
33件

1件増

（前年比）

顧客への省エネ

提案の推進 件数 営業部 31件
1件増

（前年比）
32件
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環境経営計画 

制定 23.12.1 改訂 27.07.28 改訂 30.09.05 

改訂 02.08.28 改訂  改訂  

改訂  改訂  改訂  

2022年度に取組む環境経営計画 

① 二酸化炭素排出量の削減 

※電力使用料の削減 

  a.エアコン設定温度 冷房 28±1℃、暖房 23±1℃に設定 

   b.クールビズ、ウォームビズを推奨 

   c.不要な照明の消灯と待機電力の削減 

   

※燃料消費量の削減 

a.不必要なアイドリングの禁止 

b.不要な荷物を降ろす 

c.急発進・急加速の禁止 

d. タイヤの空気圧のこまめなチェック 

   e.エコカー導入を図る 

 

② 廃棄物排出量の削減 

  ※産業廃棄物排出量削減 

   a.産業廃棄物の分別に努める 

    b.マニフェストを基に産業廃棄物の適正な処理を行う 

    c.建設副産物のリサイクル促進 

   d.現場毎の産廃排出量を予算計上して、予算削減を図り評価対象項目とする 

  ※一般廃棄物排出量削減 

    a.分別の徹底によるごみの減量 

    b.社内イントラを活用したペーパーレス化に努める 

c.事務用品は詰替、補充ができる製品を優先する 

   ｄ.使用済用紙の裏紙使用を徹底する 

③ 排水量の削減 

a.節水の啓蒙活動の実施 

b.手洗い、洗い物等水道の出しっぱなしをしない（節水の励行） 

c.工事現場における水の適正使用 

 

④ 省エネ提案の推進 

    a.取引先顧客への省エネ対策提案と省エネ設備設置により取引先も含めた環境負荷の削減、

環境保全を実現する 

b.環境配慮型製品･設備の情報収集、検討を行う 

 

⑤ 社員・協力会社への教育及び啓蒙活動 

 

 

 

 

 

 

 

７ 



 

令和4年度　年間環境経営計画表（令和4年7月～令和5年6月）

責任者 担当者 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月

各推進委員 全　員

総務部長 全　員

各推進委員 全　員

各推進委員 全　員

各推進委員 全　員

各推進委員 全　員

各推進委員 全　員

各推進委員 全　員

現場責任者 各現場従事者

現場責任者 各現場従事者

現場責任者 各現場従事者

現場責任者 各現場従事者

各推進委員 全　員

各推進委員 全　員

各推進委員 全　員

各推進委員 全　員

総務部長 全　員

各推進委員 全　員

現場責任者 現場従事者

営業部長 担当者

営業部長 担当者

各推進委員 担当者

　ｂ.クールビズ・ウォームビズの推奨

作成日　令和4年7月1日

　　　　　　　　環境経営活動計画　　　　（　　）内は対象部門

①二酸化炭素排出量の削減

　※電力使用料の削減　（各部門）

　a.エアコン設定温度　冷房28±1℃　暖房23±1℃

　c.建設副産物のリサイクル促進

　c.不要な照明の消灯、待機電力の削減

　※燃料消費量の削減　（総務部・営業部・ハウジング部・倉庫）

　a.不必要なアイドリングの禁止

　b.不要な荷物は積んでおかない

　c.急発進･急加速の禁止

　d.タイヤの空気圧のこまめなチェック

　e.エコｶｰ導入を図る

②廃棄物排出量の削減

　※産業廃棄物排出量削減　（工事部・工務部・ハウジング部）

　a.産業廃棄物の分別に努める

　b.マニフェストを基に産業廃棄物の適正な処理を行う

　d.建設現場での廃棄物排出予算の管理、対応状況の評価

　※一般廃棄物排出量削減　　　(各部門）

　a.分別の徹底によるごみの減量

　b.社内イントラ、メールを活用したペーパーレス化推進

　c.事務用品は詰替、補充ができる製品を優先する

⑥社員・協力会社への教育及び啓蒙活動

  ｄ.使用済用紙の裏紙用紙使用を徹底する

　a.節水の啓蒙活動の実施

　b.手洗い、洗い物等で水道の出しっぱなしをしない

　c.工事現場における水の適正使用

④省エネ提案の推進　　　(営業部）

　a.省エネ対策・省エネ設備の提案、受注

　b.環境配慮型製品・設備の情報収集、検討

③排水量の削減　　　(各部門)
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環境目標の達成状況及び環境経営活動計画の実施状況、その評価結果 

最新記録日 令和 3 年 8 月 1 日 

記録者 EA21 活動事務局 

 

令和3年度　年間環境経営計画表（令和3年7月～令和4年6月）

責任者 担当者 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月

各推進委員 全　員

総務部長 全　員

各推進委員 全　員

各推進委員 全　員

各推進委員 全　員

各推進委員 全　員

各推進委員 全　員

各推進委員 全　員

現場責任者 各現場従事者

現場責任者 各現場従事者

現場責任者 各現場従事者

現場責任者 各現場従事者

各推進委員 全　員

各推進委員 全　員

各推進委員 全　員

各推進委員 全　員

総務部長 全　員

各推進委員 全　員

現場責任者 現場従事者

営業部長 担当者

営業部長 担当者

各推進委員 担当者

　b.環境配慮型製品・設備の情報収集、検討

⑥社員・協力会社への教育及び啓蒙活動

③排水量の削減　　　(各部門)

　a.節水の啓蒙活動の実施

　b.手洗い、洗い物等で水道の出しっぱなしをしない

　c.工事現場における水の適正使用

④省エネ提案の推進　　　(営業部）

　a.省エネ対策・省エネ設備の提案、受注

  ｄ.使用済用紙の裏紙用紙使用を徹底する

　e.エコｶｰ導入を図る

②廃棄物排出量の削減

　※産業廃棄物排出量削減　（工事部・工務部・ハウジング部）

　a.産業廃棄物の分別に努める

　b.マニフェストを基に産業廃棄物の適正な処理を行う

　c.建設副産物のリサイクル促進

　d.建設現場での廃棄物排出予算の管理、対応状況の評価

　※一般廃棄物排出量削減　　　(各部門）

　a.分別の徹底によるごみの減量

　b.社内イントラ、メールを活用したペーパーレス化推進

　c.事務用品は詰替、補充ができる製品を優先する

　d.タイヤの空気圧のこまめなチェック

作成日　令和3年7月1日

　　　　　　　　環境経営活動計画　　　　（　　）内は対象部門

①二酸化炭素排出量の削減

　※電力使用料の削減　（各部門）

　a.エアコン設定温度　冷房28±1℃　暖房23±1℃

　ｂ.クールビズ・ウォームビズの推奨

　c.不要な照明の消灯、待機電力の削減

　※燃料消費量の削減　（総務部・営業部・ハウジング部・倉庫）

　a.不必要なアイドリングの禁止

　b.不要な荷物は積んでおかない

　c.急発進･急加速の禁止
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令和 3年度（令和 3年 7月～令和 4年 6月）の環境経営活動計画と実績評価 
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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環境経営活動計画の実施状況、その評価結果及び次年度取組内容

令和3年度（令和3年７月～令和4年６月）の環境経営活動計画と実績評価

　　　　　　　　環境経営活動計画　　　　 評  価 令和3年7月～令和4年6月の度取組内容

①二酸化炭素排出量の削減

前年度比、事業所+現場の電力消費量は

▲9.28％、ガソリン使用量3.09％増となり、

CO2排出量が前年比▲1.12％となった。

ガソリン使用量は営業活動の増加や建築工事の受注増加

があり22.2％増、電力についてはこまめな電源切替の励行

や、エアコンの温度設定の管理を実施した結果、削減が図

れた。

※電力使用量の削減　（各部門）
※ガソリン使用量

・電力使用量：事業所は前年比1,393kwh増、

建設現場は15,243kwh増

・ガソリン使用量：事業所は666.61L減少、建設

現場は3607.68L減少している。

※神奈川西の使用量が21.4ｋｗｈ増加したものの他5事業

所はすべて減少

※本社・ビルド・工務・土木・建築で削減が図られた。

　a.エアコン設定温度　冷房28±
1℃　暖房23±1℃

啓蒙ポスター貼付して、設定温度の周知を

図った
啓蒙ポスターを貼り設定温度の注意喚起を促した

　ｂ.クールビズ・ウォームビズの推奨 クールビズ、ウオームビズの啓蒙を行った。 イントラ・ポスターにより社員に周知した

　c.不要な照明の消灯、待機電力の
削減

節電啓蒙を行い、実施できている。
事務局便りで周知し、電源スィッチ近くに節電シール

を貼付した

　※燃料消費量の削減　（総務部・営業

部・ビルド）

ガソリン使用量▲297.85L減少、▲1.55％と

する事ができた。

省エネ運転の励行を引き続きイントラ、月例会議等で

周知しました

　a.不必要なアイドリングの禁止 省エネ運転を推奨した 月例会のテーマとして周知した

　b.不要な荷物は積んでおかない 　　　　　〃 　　　　〃

　c.急発進･急加速の禁止 　　　　　〃 　　　　〃

　d.タイヤの空気圧のこまめなチェッ
ク

　　　　　〃 　　　　〃

  ｅ.エコｶｰ導入を図る 新車購入時、車輌をエコｶｰ車輌にする。 車両入替時、2台ハイブリッド車を購入。

②廃棄物排出量の削減
大型の解体工事の受注があり、

5544.159ｔ排出、前年比2500.823ｔ増加

産業廃棄物は分別して排出している。排出量は工事

内容により大きく変動するが、引続き削減に努める。

　※産業廃棄物排出量削減　（工事

部・工務部・ハウジング部）

大型の解体工事の受注があり、

5544.159ｔ排出、前年比2501.23ｔ増加
　　　　〃

　a.産業廃棄物の分別に努める 各現場で分別が推進されている。
建設本部の廃棄物ＢＯＸを分別し、安全パトロール時

に適正に処理されているかをチェックしている

　b.マニフェストを基に産業廃棄物の
適正な処理を行う

適正に管理している 適正に管理している

　c.建設副産物のリサイクル促進 建設発生土は全てリサイクルしている 建設部会でリサイクル促進を指示しました

  ｄ.建設現場での廃棄物排出予算
の管理、対応状況の評価

工事反省会を実施した。
廃棄物排出予算と実績を工事反省会において検証し

た

　※一般廃棄物排出量削減
(各部門）

古紙リサイクルの意識付けが図られた。
古紙回収業者へ回収を委託し廃棄物排出量が減っ

た。（月2回回収）

　a.分別の徹底によるごみの減量 建設現場での分別が浸透した 各建設現場で分別置き場が設置された

　b.社内イントラ、メールを活用した
ペーパーレス化推進

WEB上の回覧文書が増加した
EA21活動の周知によりペーパーレス化が意識付けさ

れた

　c.事務用品は詰替、補充ができる
製品を優先する

購入時に留意しました 総務部購入品はグリーン購入を優先しました。

③排水量の削減　　　(各部門)
今年度から建設現場の水使用量を算入し

たため、対前年度比724㎥増加
社員への啓蒙活動を引き続き実施している。

　a.節水の啓蒙活動の実施 節水の啓蒙シールを貼付した EA21活動の周知により意識付けされた

　b.手洗い、洗い物等で水道の出
しっぱなしをしない

節水の啓蒙シールを貼付した EA21活動の周知により意識付けされた

　c.工事現場における水の適正使用 現場パトロール時に周知を図った EA21活動の周知により意識付けされた

④省エネ提案の推進　　　(営業部）
各種省エネ機器、断熱性能向上する施工

を提案した
蓄電池1件、エコキュート5件の工事実績

　a.省エネ対策・省エネ設備の提
案、受注

省エネ提案営業を積極的に展開しました
エコ関連設備の情報収集と提案を実施して工事受注

につなげることが出来た。

　b.環境配慮型製品・設備の情報収
集、検討

各種勉強会参加して情報収集に努めました 省エネ機器の情報収集を実施しました

⑤社員・協力会社への教育及び啓
蒙活動

月例会・イントラを利用して周知しました
社員向：月例会等を利用して実施しました
協力会社：現場パトロール実施時に指導しました

⑥新社屋建設計画に環境配慮した
設備を導入する

ＢＥＬＳ認定を取得した 建物外皮性能基準に適合した建物とした
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当社の事業活動に伴い関連する環境の法規等として下記の項目が考えられる。 

１．環境関連法規等の遵守状況とチェック結果 作成日　令和4年8月18日

届出書

学校保健安全法 学校環境衛生基準の遵守 基準の遵守、検査の実施 ○

フロン排出抑制法 エアコン設備の点検 エアコン簡易点検実施 ○

指定家電の適正処分

地球温暖化対策推進法

○

静岡県産業廃棄物の適正な
処理に関する条例（第10条）

中間処理場の現地確認

建築基準法20条の7 ホルムアルデヒド規制 フォースター製品の購入

静岡県生活環境保全等に関する条例 規制値の遵守 届出書

PCリサイクル法 PCの適法処理

現地確認の実施 ○

建築基準法、道路法、
上下水道法、河川法

都市計画法

法規制基準の遵守
各種申請手続きの適正処理

シックハウス対策の実施

工事基準の遵守
納入業者への指示

○

建設基準法12条3項 ○エレベーター定期点検 法定点検実施

法規･条例･規制 適用内容・規制基準値

及び産業廃棄物処理計画実施状況

提出期限6月末日

報告期限6月末日

B2表・D表・E表の管理

掲示板設置済み

○

評価項目 評価

○

契約書・許可書

保管場所の掲示板設置（60㎝×60㎝以上）

○

運搬･処分業者との委託契約 契約書・許可書

〇

騒音規正法 特定建設作業の届出、基準値の遵守 届出書 ○

マニフェストの保管 5年間保存

〇

○

マニフェスト年間集計と報告 報告期限6月末日

〇

振動規正法 特定建設作業の届出、基準値の遵守 届出書 ○

建設リサイクル法 分別解体の実施･報告･記録 ○

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

多量排出事業者による産業廃棄物処理計画

○

労働安全衛生法 石綿等の適正な処理 計画届・測定記録 ○

家電リサイクル法 指定家電の適法処理 指定家電の適正処分 ○

○

○

自動車リサイクル法 自動車の適法処理 自動車の適正処分 ○

環境基本法 一般的な自主努力 一般的な自主努力 ○

建設業法 工事業者登録と更新及び技術士登録
登録5年毎の更新

資格者登録
○

温室効果ガス抑制処置 自治体施策に協力 ○

環境型社会形成推進基本法 ３Rへの努力 廃棄物等の循環的な利用促進

 

 

2.違反、訴訟、苦情等の有無 

関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟、苦情もありませんでした。 
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環境関連法規等の取りまとめ 

制定 23.12.1 改訂 26.8.18 改訂 27.8.24 

改訂 R02.10.01 改訂  改訂  

改訂  改訂  改訂  

環境関連法規等の遵守状況のチェック結果 
最新記録日 令和 4 年 8 月 18 日 

記録者 EA21 活動事務局 



 

事故及び緊急事態の想定結果及びその対応策 

制定 23.12.1 改訂  改訂  

改訂  改訂  改訂  

改訂  改訂  改訂  

 

新社屋新築移転により建物内の設備の設置状況と本社で業務する社員数が増加して役割分担を確認

し、緊急事態発生時に適切な対応がとれるよう準備する。 

 

環境上の緊急事態の試行及び訓練の結果 
最新記録日 令和 4 年 8 月 18 日 

記録者 EA21 活動事務局 

 

令和 4 年 5 月 6 日 

 

令和 3 年度渡辺建設(株)地域貢献活動及び防災訓練 企画書 

【裾野・長泉地区清掃活動】 
 

担当者：営業部 原 誠治（地域貢献活動） 

     総務部 大川勝範（防災訓練）   

1．趣  旨 

静岡県発注工事の総合評価落札方式物件において、「企業として自発的な地域貢献活動の取り組み」の一環とし

て、例年通り下記奉仕活動を計画します。 

また、BCP（事業継続計画）に準じた防災訓練を実施し、会社としての災害時、非常時における行動を確認し、

本社に備蓄してあります非常食炊き出しの方法、停電時の対応など災害時、緊急時に実際にどのように行動する

かを訓練していただきます。 

 

2．開 催 日 

 令和 4 年 5 月 21 日（土） 7：50～12：00（雨天決行） 

 

3．主な活動内容 

  地域貢献活動：渡辺建設社屋周辺道路沿いの清掃活動 

  本社芝刈り ：駐車場の芝刈り及び草取り 

  防災訓練  ：災害対策本部の設置、LP ガス発電機の作動方法の確認 

         総務班（炊き出し）、資材班（備品の確認）、復旧班（応急救護）の訓練 

 

4．参加対象者 

  全社員：時間調整の上ご協力願います。 

 

5．実施場所 

  地域貢献活動：国道 246 号沿い両側 南一色交差点～富沢南交差点 

         南一色交差点～長泉工業団地方面 

         富沢南交差点～クリーニングのサトウ富沢倉庫前交差点 

  本社内芝刈り：本社駐車場の芝刈り及び草取り 

  防災訓練  ：本社及び深良倉庫 
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6．新聞記事の対応 

  建通新聞社：土曜日の為現地取材は無し。 

  写真、実施要領を送付し建通新聞に掲載。 

 

7．スケジュール（計画） 

   ７：５０        重大災害発生、安否確認 

   ８：００～１０：００  防災訓練（各班ごと） 

  １０：００～１０：３０  防災訓練の全体総評 

  １０：３０～１０：４０  休憩 

  １０：４０～１２：００  地域貢献活動、本社内芝刈り 

  １２：００        終了 

 

 

 

実 施 結 果 

 

1．防災訓練（7：50～10：30） 

  

【訓練内容】 

   (1) 電子施錠使用不能時の開錠方法確認 

   (2) ラインワークスによる安否確認の送信及び集計 

   (3) 101 会議室に災害対策本部設置までの行動確認及び鍵の保管場所の周知 

   (4) 本部の電源確保 

     （LP ガス発電機の作動訓練、太陽光発電の切替による総務の電源確保） 

   (5) 101・201 の固定電話着信コールの切替 

   (6) 各班ごとの役割確認と実践訓練の実施 

 

  7：50 災害発生（訓練開始） 

    ① ラインワークスによる安否確認を一斉送信（総務部長） 

    ② 通用口の電子錠使用不能時における解錠方法の確認 

      ・本社周辺を含む地域が停電状態になった場合、静脈認証鍵が使用不能となるので通常の鍵にて開

錠を行う。 

      ・外部に暗証番号付きキーボックスを設置してあるので、設置場所の確認周知と鍵を取り出す。 

    ➂ 災害本部を設置（101 会議室内） 

      ・101 会議室に災害本部を設置するまでの行動確認 

      ・101 会議室鍵の保管場所周知（総務部キャビネット側面に掛けてある） 

      ・安否確認の結果を集計 

    ➃ 災害本部電源の確保（LP ガス発電機・太陽光発電） 

      ・発電機による電源を確保したと仮定し、パソコン及びプロジェクターの立ち上げを行う。 

    ⑤ 101・201 会議室の固定電話に着信音が鳴るようにする。 

      ・総務部長席にある固定電話の「災害時（黄色テープ）」のボタンを押下⇒赤く点灯する。 

 

  8：45 役割別訓練開始 

    ① 災害本部（取締役 4 名・執行役員 3 名・総務部） 

      ・状況把握と安保確認（各部からの報告による取りまとめ）・・ラインワークスによる 
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    ② 総務班（営業部・総務部） 

      ・保存食の調理方法、炊き出し用備品・保存食の数量確認 

（社員に配布する保存食の準備） 

    ➂ 資材班（工務部・ハウジング部） 

      ・本社及び深良倉庫の備品確認 

      ・携帯用発電機（本社・深良）試運転及び投光器の点灯確認 

    ➃ 復旧班（建設本部） 

      ・救護方法の模擬訓練 ～ 毛布で担架作成、三角巾による応急処置 

      ・LP ガス発電機の作動確認 

 

  10：30 防災訓練終了 クロージングミーティング 

      【課題】 ・安否確認を行う際、回答者の氏名が確認できるようにする。 

           ・総務班、資材班、復旧班のメンバーをローテーションして、全員がまんべんなく出来

るようにする。 

           ・本社の緊急事態宣言が発令できるように制度等を検討する。 

           （台風などで修理依頼等が大量にあった場合等の手順を検討する。） 

 

2. 地域貢献活動 

 10：30～11：30 社員 40 名により、本社周辺の清掃（草取り・草刈り・ごみ拾い）を実施する。 

地域貢献活動風景 

 

 

１４ 



環境レポート 

制定 23.12.1 改訂  改訂  

改訂  改訂  改訂  

改訂  改訂  改訂  

 

取得時においては、活動期間の平成 23年 12月～平成 24年 6月に対し、平成 24年 8月に環境活動

レポートの作成を行う。 

認証登録後については、当社事業年度 7 月 1 日から 6 月 31 日の活動期間に対する環境経営レポー

トを 8月 31日までに作成する。 

 

「環境への負荷の自己チェック」の結果 
最新記録日 令和 4 年 9 月 1 日 

記録者 EA21 活動事務局 

 

１．事業規模 

   

 

 

 

 

２．環境への負荷の状況 
環境への負荷 単位 R2 年 7 月～R3 年 6 月 R3 年 7 月～R4 年 6 月 

① 温室効果ガス排出量 二酸化炭素 kg-CO2 222,403.85 220,050.50 

  (                         ) kg-CO2   

  (                         ) kg-CO2   

② 廃棄物排出量及び 

一般廃棄物 

再資源化量 t 2.08 1.94 

廃棄物最終処分量 （      ） t   

  最終処分量 t 0.05 0.05 

  再資源化率 ％ 97.65 97.48 

  

産業廃棄物 

再資源化量 t 5,094.22 6,272.75 

  （      ） t   

  最終処分量 t 37.06 106.48 

  再資源化率 ％ 91.9 88.6 

③－１ 総排水量 公共用水域 m3 1,306.80 722.85 

  下水道 m3 1,711.20 946.55 

③－２ 水使用量 上水 m3 3,018.00 1,669.40 

  工業用水 m3   

  地下水 m3   

④ 化学物質使用量   kg   

    kg   

    kg   

⑤ エネルギー使用量 購入電力（新エネルギーを除く） Kwh 171,638.00 155,704.60 

  化石燃料 L 63,193.73 65,117.83 さ 

  新エネルギー MJ    

  その他 MJ    

⑥ 資源等使用量 資源使用量 t    

  循環資源使用量 t     

⑦ 総製品生産量または 製品生産量等 t     

  総商品販売量 環境負荷低減に資する製品等 t     

          

 

１５ 

活動規模 単位 R1.7.1～R2.6.30 R2.7.1～R3.6.30 R3.7.1～R4.6.30 

売上高 百万円 4,058 3,523 4,255 

従業員数 人 71 64 71 

床面積 ㎡ 1417.15 1417.15 1417.15 



「環境への取組の自己チェック」の結果 
最新記録日 令和 4 年 8 月 18 日 

記録者 EA21 活動事務局 

・ 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部からの苦情等の受付結果 
最新記録日 令和 3 年 8 月 20 日 

記録者 EA21 活動事務局 

取組期間中において外部からの苦情等は無し。 

苦情等発生の場合は受付票にて対応を行う。 
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問題点の是正処置及び予防処置の結果 
最新記録日 令和 4 年 8 月 18 日 

記録者 EA21 活動事務局 

 

1. 環境活動計画及び実施上の問題点 

・ 今期は全体の CO2 排出量においては、目標値比▲129.31ｋｇ-ＣＯ２、率で▲0.06％となった。 

使用料においては 

➀ 電力は事業所で目標値比 249.43ｋｗｈ増（0.28％増）、現場で▲14,466.45ｋｗｈ（▲

17.70％）、合計で▲14,217.02ｋｗｈ（▲8.36％）となっている。 

➁ ガソリンは事業所で▲106.27Ⅼ（▲0.56％）、現場で 2,692.01Ⅼ増（6.18％増）、合計で

2,585.74Ⅼ増（4.12％増）となっている。 

➂ 水道料は 1,348.6 ㎡減少している。 

電力が減少したことについては、一昨年の猛暑に比べ、天候が不順で気温も低めだったことが

大きく影響しており、現場の削減が顕著だった。 

ガソリンについては、事業所では減少したものの、現場においては工事受注量の増加もあり、

6.18％の増加となった。 

EA21 活動については全社員に対し月例会等で周知を図っているため、十分に浸透してき

ており、社員一人一人が EA21 を意識した行動を心がけていると思いますが、業種柄、工事受

注の多寡、受注工事の内容や工期等により、電力、ガソリン等の使用量は大いに影響されるこ

とはあります。 

そのような状況下ですが、社員・協力会社全体での積極的な取り組みを継続することで、環境

方針の実現を図ってまいります。 

 

・ 産業廃棄物排出量は今期 7,078.01ｔとなっており、目標値に比べ 1,592.01ｔ（28.5％）の増加と

なっている。 

産業廃棄物排出量についても、受注工事の内容により大きく変動するもので、今期は前期比

売上高が 732 百万円増加したことが増加の要因となっている。しかしながら、各工事現場での

分別が推進されており、3R の意識は十分に浸透しています。 

また、建設現場実行予算策定時にコスト項目へ産廃排出量予算を加え、工事反省会での評価

対象とし、削減を図っていくことは勿論、安全パトロールの機会に、現場行動指針に則した活

動ができているか点検を行い、混合廃棄物 BOX のチェックと指導を継続し 5S の行き届いた

清潔で安全な現場づくりを継続します。 

 

・ 低炭素認定を取得した新本社新築への移転により、新型設備、機器等設置されＣＯ2 排出量

の削減が図られるが、機器類の効果的な使用・運用を研究し、また新車購入時にはエコカーを

積極的に導入するようにし、より有効な環境経営が実現できるよう努力いたします。 
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代表者による全体の評価と見直し・指示 
最新記録日 令和 4 年 9 月 7 日 

記録者 EA21 活動事務局 

 

「全体評価と見直し・指示」              作成日  令和 4 年 9 月 7 日 

 

評 価 期 間 ： 令和 3 年 7 月～令和 4 年 6 月 

評 価 者：  代表取締役 渡辺 正高  

見直し実施日： 令和 4 年 9 月 7 日   

 

収集した資料 ① エコアクション 21 システムの構築内容 

② 評価期間のシステム運用状況 

③ 目標達成状況と活動計画実施状況 

評価内容 ① システムが有効に機能しているか 

② 適切な取り組みを行っているか 

環境経営管理責任者の改善意見  全社員に対して EA21 活動の周知を図っていることで、社

員一人一人がEA21を意識した行動を心がけていると思いま

す。当期において CO2 排出量においてはガソリン使用量は

増加したものの電力使用量が減少したことから全体で▲

1.06％となった。（対前年実績値） 

 産業廃棄物排出量においては当期工事受注量の増加（売上

高 732 百万円増加）が主要因で増加した。工事の多寡、受注

内容により変動するものですが、引続き省エネの啓蒙活動を

通して環境経営活動が有効に機能していくよう社員・協力会

社への教育を推進し、積極的な取組を継続してまいります。 

社長の評価結果  記録的な円安や世界的な経済の混乱など、厳しい外部環

境にも関わらず、エネルギーの使用量を削減することがで

きたのは非常に大きな功績であると考えます。特に令和 3

年度は会社の業績としても、増益増収となり、工事量も増

えたにも関わらずこのような結果を出すことができたの

は、これまでの EA 活動で培ってきた知見経験が現場レベ

ルにまで浸透している結果だと考えます。 

 今後もエネルギーのコストは上昇傾向が続きと予想さ

れます。経営的な側面からより積極的な削減を目指してい

きたいと考えます。  

変更の必要性の判断 ① 環境方針  必要 不要 

② 環境目標  必要 不要 

③ 実施体制  必要 不要 

④ その他計画 必要 不要 

(社長所見)  

環境経営管理責任者への指示事

項 

 今期は神奈川方面の工事が増加し、エネルギー使用量の

増加の可能性があります。過度な削減要求による安全面へ

の配慮不足には注意しながらも、効率的なエネルギーの使

用量管理の徹底をお願いしたいと考えます。 
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