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幸進建設株式会社 

 

発行日：2022年 9月 1日 



１．組織の概要と対象範囲

（１） 名称及び代表者名

幸進建設株式会社
代表取締役　伊藤　末美

（２） 所在地

本　　　社 兵庫県西宮市甲子園三番町10番45号
工事部・営業部 兵庫県宝塚市高司2丁目16番10号
資材倉庫 兵庫県宝塚市安倉中

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

環境管理責任者 工事部 大原　鎬
環境管理担当者 営業部 米谷　彰史
連絡先： TEL　0798-40-9811

FAX　0798-40-9818

（４） 事業内容

土木工事業・舗装工事業

（５） 事業の規模

工事完工高 5.248億円 （税込） （2021.6.1～2022.5.31）

本社
工事部
営業部

資材倉庫

1名 7名 0名
226㎡ 248㎡ 469㎡

（６） 事業年度 ６月～５月

（７） 認証・登録の対象組織・活動

登録事業者名： 幸進建設株式会社
対象事業所： 本社、工事部・営業部、資材倉庫
対象外： なし
活動： 土木工事業・舗装工事業

（８） 組織図
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代表者

環境管理責任者

月例会議・週間工程会議

環境事務局

経理部 工事部 営業部 資材倉庫

延べ床面積　　　
従業員　　　　　
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制定日： 2011年6月1日

改訂日： 2020年6月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役 伊藤　末美
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環境関連法規制及びその他の環境関連要求事項の遵守を徹底します

再生材の優先利用及び環境配慮に係る提案をします

計画的な機械配置・運搬計画を立て、二酸化炭素排出量（電力・ガソリン・軽油）の削減

地域環境に根付いた施工計画を立案し、環境負荷を低減します

本方針を従業員及び協力会社社員に周知し、社外へも公開します

グリーン製品の購入を促進します

環境経営の継続的改善を誓約します

幸進建設株式会社

環 境 経 営 方 針

当社の経営理念である、「活かそう資源、創ろう未来」を通じて、限られた資源の有効利用と再
生資源の利用を促進し、環境にやさしい建設会社を目指します。

水の有効利用を促進し、排水量を削減します

一般廃棄物及び産業廃棄物、それぞれの分別を徹底し、一般廃棄物及び産業廃棄物
を削減します



３．主な環境負荷の実績

単位
2019年度

（2019.6～2020.5）
2020年度

（2020.6～2021.5）
2021年度

（2021.6～2022.5）
kg-CO2 104,742 104,891 98,948

電力（※１） ｋWh 9,657 9,615 9,197

ガソリン L 7,420 9,560 7,921

軽油 L 28,618 30,501 29,466

都市ガス Nm3 320 280 326

t

一般廃棄物 ｔ 0.211 0.245 0.197

産業廃棄物
(混合ごみ）

ｔ 6.76 8.06 9.36

産業廃棄物
(Ａｓ殻、Ｃｏｎ殻）

t 3,374 2,410 4,802

m3 125 141 152

（※１）電力の二酸化炭素排出係数について
  2018年度以降：0.418kg-CO2/kWhとする。

二酸化炭素総排出量

廃棄物総排出量

排水量
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４．環境目標及び環境活動の結果と次年度以降の計画

環境目標
基準年度

（2018年度）
実績

2022年度
目標

2023年度
目標

取組結果（2021年度）の
評価

次年度の取組内容

1 二酸化炭素排出量の削減 105,549 目標（※１）
(基準年度×97％)

102,383 目標 159,717 101,327 100,272

（※１） （kg-CO2） 実績 98,243 実績 98,243 （kg-CO2） （kg-CO2）

達成率 達成率 162.6%

2 電力使用量の削減 4,622 目標
(基準年度×97％)

4,483 4,437 4,391

（kg-CO2） 実績 3,844 （kg-CO2） （kg-CO2）

達成率 116.6%

11,057 目標 10,725 10,615 10,504

※電力の二酸化炭素排出係数； ｋWh 実績 9,197 （kg-CO2） （kg-CO2）

0.418kg-CO2/kWh 達成率 116.6%

3 ガソリン使用量の削減 15,931 目標
(基準年度×97％)

15,453 目標 24,107 15,294 15,134

（kg-CO2） 実績 18,377 実績 18,377 （kg-CO2） （kg-CO2）

達成率 達成率 131.2%

6,867 目標 6,661 目標 10,391 6,592 6,524

※ガソリンの二酸化炭素排出係数； （L） 実績 7,921 実績 7,921 （L） （L）

2.32kg-CO2/L 達成率 達成率 131.2%

4 軽油使用量の削減 83,548
目標
(基準年度×97％)

81,042 目標 126,425 80,206 79,371

（kg-CO2） 実績 76,022 実績 76,022 （kg-CO2） （kg-CO2）

達成率 達成率 166.3%

32,383 目標 31,412 目標 49,002 31,088 30,764

※軽油の二酸化炭素排出係数； （L） 実績 29,466 実績 29,466 （L） （L）

2.58kg-CO2/L 達成率 達成率 166.3%

5 総排水量の削減 141 目標
(基準年度×97％)

137 135 134

（ｍ3） 実績 152 （ｍ3） （ｍ3）

達成率 90.0%

6 一般廃棄物の削減 0.245
目標
(基準年度×97％)

0.238 0.235 0.233

(t) 実績 0.197 (kg) (kg)

達成率 120.6%

7 産業廃棄物（建設資材系混合ごみ）の削減 8.94 目標
(基準年度×97％)

8.67 8.582 8.493

（※３） (t) 実績 9.36 (kg) (kg)

2014年度より 達成率 92.6%

8 余剰建設廃棄物（AS殻、CON殻）の削減 109 目標 106 105 104

設計数量に対し余剰処分率の削減 (％) 実績 105.1 (％) (％)

（※４）（※６） 2014年度より 達成率 101%

9 環境配慮提案 2 目標 3 3 3

（※５） (件) 実績 3 (件) (件)

2016年度より 達成率 100.0%

※電力の二酸化炭素排出係数；0.418kg-CO2/kWh

（※１）電力、ガソリン、軽油の二酸化炭素排出量の合計値

ただし都市ガスは数値が微量なため環境目標設定の対象としない。

03.別表１ （建設業者向け）環境への負荷の自己チェックシートに記載

（※２）売上補正値＝当年度売上/基準年度（2018年）売上＝5.248億/3.360億＝1.56

売上補正値は売り上げにより大きく変動するガソリン、軽油の使用量に適用する。（2014年度より試行）

（※３）単位体積質量（t/㎥）＝0.26t

（※４）再資源化率で管理{2021年度目標：目標値4,844/設計数量4,570ｔ＝余剰処分率106％}

（※５）発注者への提案により再生資材・再利用品の優先使用による産業廃棄物の削減、環境配慮施工による二酸化炭素排出量の削減を行う。

（※６）再資源化率で管理{2021年度実績：実績値4,802/設計数量4,570ｔ＝余剰処分率105.1％}
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単純数量では目標未達成
であるが、工事内容により
大きく変動する。
引き続き分別の意識付け
を行うこととする。

発注者への積極的な提案
により、目標を達成するこ
とができた。

目標未達成であるが、工
事内容により本社にて貯
水タンクに水を汲み現場
で使用する場合がある
為、大きく変動する

目標達成に向け使用機械
の効率的な配置、アイドリ
ングストップの徹底などを
強く意識付けすることとす
る。
売上補正を掛けると大幅
な目標達成となったが、外
注の比率もその分大きく
なっているので、単純な比
較はできない。

電力、ガソリン、軽油
の削減の取組内容参
照

コピー用紙の両面利用・
電子メールへの移行の徹
底等、無駄な紙の使用が
なくなり目標達成すること
が出来た。

取り組みを継続

・環境負荷の少ない施
工計画
・使用機械の効率的な
配置

無駄に処分量を多くしない
ように管理した結果、目標
達成となった。

・環境負荷の少ない施
工計画
・使用機械の効率的な
配置
・エコドライブの徹底

目用機械の効率的な配
置、アイドリングストップの
徹底などを強く意識付け
することにより目標達成す
ることができた。

・分別の徹底
・型枠材、木材等の再
使用の推進
・ｺﾝｸﾘｰﾄ殻等再生可
能なもの再利用する

2021年度実績

・貯水タンクの使用を
検討
・資材置場について地
下水の優先利用

クールビズ・ウォームビズ
の推奨によるエアコン使
用時間の減少により目標
達成することができた。

・省エネ製品の導入
・各PCの省エネ設定の
見直し

・作業ミスによる廃棄
量の削減
・廃棄物分別の徹底
・型枠材、木材等の再
利用の推進

・分別の徹底
・社内書類のデータ化
の徹底
・縮小コピーの積極活
用

2021年度実績
（売上補正値＝

1.56）（※２）
売上補正を掛けると大幅
な目標達成となったが、外
注の比率もその分大きく
なっているので、単純な比
較はできない。



５．環境活動計画の手段、日程、担当部署

環境目標 環境活動計画（手段）（2021年度） 環境活動計画（手段）（2022年度）

（担当部署） (2021.6.1～2022.5.31) 6月 9月 12月 3月 (2022.6.1～2023.5.31) 6月 9月 12月 3月

1 電力使用量の削減 空調温度の適正化 空調温度の適正化

（経理部） 空調・電灯の使用場所の管理 空調・電灯の使用場所の管理

省エネタイプのエアコンへの更新 省エネタイプのエアコンへの更新

省エネ製品の導入 省エネ製品の導入

クールビズ・ウォームビズの推奨 クールビズ・ウォームビズの推奨

各PCの省エネ設定の見直し 各PCの省エネ設定の見直し

2 ガソリン、軽油 アイドリングの禁止 アイドリングの禁止

使用量の削減 効率的なルートでの運搬 効率的なルートでの運搬

（工事部） 過積載の禁止 過積載の禁止

環境負荷の低い施工計画 環境負荷の低い施工計画

使用機械の効率的な配置 使用機械の効率的な配置

車両等の省燃費運転の促進

3 総排水量の削減 貯水タンクの使用を検討 貯水タンクの使用を検討

（経理部） 資材置場について地下水の利用 資材置場について地下水の利用

4 一般廃棄物の削減 分別の徹底 分別の徹底

（経理部） コピー用紙の両面利用 コピー用紙の両面利用

帳票見直しによる印刷ミスの削減 帳票見直しによる印刷ミスの削減

社内書類のデータ化の徹底 社内書類のデータ化の徹底

FAXから電子メールへの移行 FAXから電子メールへの移行

コピー済み用紙のメモ用紙への転用

5 産業廃棄物の削減 作業ミスによる廃棄量の削減 作業ミスによる廃棄量の削減

（工事部） 廃棄物分別の徹底 廃棄物分別の徹底

木材等の再利用推進 木材等の再利用推進

6 環境配慮提案 発注者への提案 発注者への提案

（工事部）

日程日程
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６．環境関連法規 等の遵守 状況 の確認及び評価結果並びに 違反、訴訟等の有無

（１）当社に適用される主な環境関連法規等の遵守状況
下記のとおり、環境関連法規及び条例を事業所、作業所ともに遵守しており、違反はありません。
また関係当局より違反等の指摘もありません。

法律名 遵守すべき主な要求事項 遵守状況
廃棄物処理法 産廃収集運搬・処理業者の許可の確認、契約 遵守

マニフェスト伝票の管理 遵守
建設リサイクル法 計画書の作成及び届出、報告書の提出 遵守
騒音規制法 特定建設作業の届出 遵守
振動規制法 特定建設作業の届出 遵守
自動車NOｘ・PM法 対策地区内で排気ガス規制に適合した自動車の使用 遵守
河川法 河川への排水 遵守
オフロード法 基準適合標示の付された建設機械の導入 遵守
国土交通省排ガス３次規制基準適合標示の付された建設機械の導入 遵守
消防法 消火器の設置 遵守
西宮市環境基本条例 事業者の責務 遵守

廃棄物の発生抑制等に係る措置 遵守
環境への負荷の低減に資する物品等の利用の促進 遵守
地球温暖化対策の推進 遵守

西宮市火災予防条例 作業中の防火管理 遵守
宝塚市火災予防条例 作業中の防火管理 遵守

（２）環境関連訴訟等の有無
環境関連訴訟等に関して1件も発生しておりません。

７．代表者による全体評価と見直し・指示
代表取締役

見直し実施日：2022年7月30日
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(2021.6.1～2022.5.31)

伊藤

　本年度は産業廃棄物（混合ごみ）の削減、水道水の削減の項目で目標達成することができな
かった。

　産業廃棄物（混合ごみ）の削減に関しては工種により数値は大きく変動するが、各々の分別意
識の低下もありこのような結果になったと思われる。
対策については分別の意識付けのみではなく、見える化（バッカンに「分別徹底！」「～は分別し
よう！」等、張り紙をするなど）を行い、分別徹底に取り組むべきである。
また、月２回程度バッカン内を確認し、作業員により分別作業を行うことも有効だと思われる。

　水道水に関しては昨年に続き、本社にて貯水タンクに水道水を汲み現場で使用することが多
かったため、このような結果になったと思われる。その中でも現場での使用量を削減する等対策
を取ることとする。

　その他廃棄物の削減の項目についても工事量、工種によって大きく変動する項目ではある
が、目標達成に向けてさらに取り組みを強化していく。


