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ガイドライン（審査時）の要求事項 名称 有効期限 保存期間 評価・見直し時期

環境経営レポート 環境経営レポート（レポート1～7） １年 代表者の見直し後

1.取組対象組織・活動
1.取組対象組織・活動（環境経営レポートに含
む）

2.環境経営方針 3.環境経営方針（環境経営レポートに含む） 改訂まで 代表者の見直し時

4.環境への負荷の自己チェック
4-1.4-2.環境への負荷の自己チェック（基準
年）（取組年）

― ４年 期末評価後

4.環境への取組の自己チェック
4-3.環境への取組の自己チェック（建設業）（そ
の他）

― ２年
EA21取組開始時、環境経
営方針・目標等改定時

5.環境関連法規の取りまとめ
環境関連法規等の遵守状況のチェック結
果

5.環境関連法規等の取りまとめ表（遵守評価
記録）

１年 定期見直し時

6.環境経営目標 6-1.環境経営目標設定書 １年 期末評価後

6.環境経営計画（実施）書
環境経営目標の達成状況及び環境経営
計画の実施状況、
その評価結果

6-2.環境経営計画（実施）書 １年 期末評価後

7.実施体制（役割等） 7.実施体制組織図 見直しまで 組織変更時

8.環境教育訓練計画（実施）書 8.教育訓練計画/実績記録表 １年 期末評価後

9.外部からの苦情・要望等の受付結果 9.環境コミュニケーション記録 ― ２年 適時

10.環境への取り組みに必要な手順書
10-01「電力の二酸化炭素削減手順書」、10-
02「自動車燃料の二酸化炭素削減手順書」、
10-03「産業廃棄物管理手順書」

見直しまで 問題発生時

11.緊急事態の想定結果及びその対応策
「緊急事態への準備及び対応手順書」
11-01（事務所・現場の火災等）、11-02（台風・
豪雨など天災）、11-03（重機車輛事故等）

見直しまで
緊急事態発生・訓練・
テスト後

11.環境上の緊急事態の訓練結果 11緊急事態発生・訓練及び試行記録 ― ２年
緊急事態発生・訓練・
テスト時

12文書記録類一覧表 12文書記録類 ４年 期末評価後

13.問題点の是正処置及び予防処置の結
果

13.問題点処置記録 ― ５年 問題点発生時

14.代表者による全体の取組状況の評価
及び見直し・指示の結果

14.代表者による全体評価と見直し・指示記録 ― ４年 期末評価後

サイトの建物及び施設配置図、給水及び
排水経路図

施設配置図、給水及び排水経路図 変更まで 変更時
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エコアクション２１文書類一覧表（目次）

要求事項に対応して別途一覧表の文書を整備しており、それぞれの有効期限、評価・見直し時期等についても規定している。

文
書
・
記
録
類

営業年度：毎年5月2１日～翌年5月20日

記録の保存期間が過ぎたものは廃棄する。但し、管理責任者が必要と認めた場合は理由及び新たな保存期日を明記し継続
保存する。



1 取組対象組織・活動

1 事業者名及び代表者名
株式会社　三立建工
代表取締役　奥村　弘崇

2 所在地
本社 〒520‐3017　滋賀県栗東市六地蔵188-3
資材置き場 〒520‐3017　滋賀県栗東市六地蔵220-3

3 環境保全関係の責任者及び担当者連絡先（電話番号等）
環境管理責任者　常務取締役：斉藤　明彦

連絡先： 077-553-4900
連絡担当者　総務部：服部　美和

連絡先： 077-553-4900
FAX：
http://www.sanritsu-kenko.jp

4 事業活動の内容（認証・登録範囲）
特定建設業 滋賀県知事許可番号（特－２）第２０８６１号
　　舗装工事業・土木工事業・とび・土工工事業・建築工事業
    石工事業・鋼構造物工事業・しゅんせつ工事業・水道施設工事業

5 事業の規模 （従業員数は年度初めで記載）
単位 2018年 2019年 2020年 2021年

売上高 百万円 1,043 634 1,046 789
工事件数 件 199 202 121 125
全従業員 名 22 23 21 22

環境活動実績は、㈱三立建工と㈱ユーケンの合計です。

6 関連事業所
① 関連事業所名及び代表者名

株式会社　ユ－ケン
代表取締役奥村　弘崇

② 所在地 〒520-3017　　 滋賀県栗東市六地蔵188-4

③ 環境保全関係の責任者（電話番号等）
環境管理責任者　常務取締役：斉藤　明彦

連絡先：
FAX：

④ 事業活動の内容（認証・登録範囲）
一般建設業 滋賀県知事許可番号（般-30）第22359号
　土木工事業・舗装工事業・とび・土木工事業

⑤ 事業の規模 （従業員数は年度初めで記載）
単位 2018年 2019年 2020年 2021年

売上高 百万円 205 243 105 239
工事件数 件 25 20 11 12
全従業員 名 3 3 3 3

7 事業組織
面積：㎡ 資材置き場

事務所床面積 -
倉庫床面積 -
資機材置場面積 169
駐車場面積 881
従業員 名 -
認証・登録

8 過去3年間の環境負荷の実績
単位 2019年 2020年 2021年
Kg-CO2 280,162 160,606 256,248

Kg-CO2/百万円 355.1 139.5 249.3
ｔ 2,144 3,532 1,990
㎥ 224 240 250

077-552-5473

077-575-7740
077-552-5524

株式会社 三立建工

-

200
株式会社 ユ－ケン

25
-
-

＊環境活動実績は、㈱三立建工と㈱ユーケンの合計です。
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70

1,267
-

＊この表では取組の継続性を比較するため、購入電力の排出係数は、㈱エフエネ2019年
調整後排出係数0.637kg-CO₂/kWh及び北陸電力2019年度調整後排出係数0.574kg-CO₂
/kWh、関西電力2019年度調整後排出係数0.418kg-CO₂/kWhを2020年から2022年までの3ケ
年間固定して取り組みます。

＊化学物質の使用量はありません。

3
○

二酸化炭素排出量百万円原単位

22
○

水の使用量、排水量

二酸化炭素の排出量

廃棄物の排出量

http://www.sanritsu-kenko.jp/
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EA2１実施体制組織図

代表取締役

環境管理責任者

ＥＡ２１事務局

舗装部 土木、とび・土工部

㈱ユ－ケン ㈱三立建工

④環境経営方針の策定・見直し及び従業員への周知を行なう。

⑤代表者による全体の評価と見直し・指示を実施する。

工事現場 工事現場 工事現場

工事現場代理人 工事現場代理人 工事現場代理人

※全従業員は、当社に構築された環境経営システムを理解し、策定された環境経
営方針の下、環境目標の達成に向けて、環境経営計画に基づき、一致協力して環
境取組を行う。

役割、責任及び権限一覧
担　　当 内　　　　　　容

①環境経営システムに関する全ての責任と運用についての権限を持つ。

全従業員
①環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

②決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

各部門長及び
工事現場代理人

①責任範囲の環境目標及び環境活動計画の実施とＥＡ２１事務局への達成
状況の報告。

②責任範囲の問題点の発見、是正、予防処置。

①環境経営システム運営のすべての事務を行なう。

②環境への負荷及び取組の自己チェックを作成し、環境管理責任者へ報告
する。

③「環境関連法規等の取りまとめ及び遵守状況チェックリスト」を作成
し、環境管理責任者へ報告する。

④環境経営計画並びに運用手順書を作成し、実施達成状況を集計し、環境
管理責任者へ報告する。

⑤文書及び記録の管理保管。

⑥外部コミュニケーションの窓口。

⑦内部コミュニケーションの運営管理。

⑧従業員に対する教育訓練の実施。

⑨特定された緊急事態に対する項目の手順書作成、テスト・訓練・記録。

環境管理責任者

代表取締役

➅環境経営レポートを承認・許可する

ＥＡ２１事務局

⑩環境経営レポートを作成する

①環境経営システムを構築し、実施し、管理する。

②作成された環境への負荷及び取組の自己チェックを確認し承認する。

③法規制等の遵守状況をチェックする。

④環境経営方針及び自己チェック等に基づき環境経営目標を設定し、作成
された環境経営計画を確認し承認する。

⑤環境活動の取組状況を確認し、環境経営目標の達成状況を評価する。

⑥問題点の是正、予防処置に対する指示と改善や見直しに必要な処置を行
なう。

⑦環境活動の取組結果を代表者へ報告する。

⑧ＥＡ２１に関する運用管理の体制を構築し、各責任者を任命する。

②環境経営システムの構築・運用・管理に必要な資源を用意する。

(資源には、人材、設備、費用、時間、専門的な技能、技術を含む。)

③環境管理責任者を任命する。



1．

2．

☆
事務所や建設現場で使用する電気・燃料・ガス等のエネルギー使用量

を低減し、二酸化炭素の排出量を削減します。

☆
事業活動で発生する産業廃棄物は分別を積極的に実施することにより
建設リサイクルを推進します。

☆ 建設現場から排水する水の汚染、汚濁を防止し、事業所での節水に努

☆ 環境に配慮した建設工事を行います。

☆ 環境活動の社会貢献を推進します。

3．

          制定　2012年10月1日
          改訂　2020年 6月1日

    代表取締役　　奥村　弘崇

行動指針

　当社は、滋賀県の湖南地域を中心とした舗装工事、土木工事、とび・
土工の事業を行っています。この事業活動における環境への影響を理解
し、環境経営を優先課題と位置づけて、従業員と協力し、EA21環境経営
システムを構築運用し、継続的改善と汚染の予防に努め、以下の事項に
ついて自主的、積極的に取り組みます。

環境関連法規等を遵守します。

当社は、次の環境活動を計画的に取組み実施します。
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株式会社　三立建工

環 境 経 営 方 針

環境理念

　当社は、地域に生かされ、地域と共に生きる企業であることを自覚
し、事業活動において、環境に配慮した循環型社会の構築に貢献しま
す。

この環境経営方針は全従業員に周知、徹底します。



3 環境経営目標とその実績

次年度 次々年度

年度 2019年 2022年 2023年

単位 （基準） （目標） （目標） （目標）

目標・基準年比
達成率

- 98% 97% 97%

使用量 26,593 26,061 25,795 25,795

(kg-CO₂) 16,233 15,908 15,746 15,746

目標・基準年比
達成率 - 98% 97% 97%

使用量 15,684 15,370 15,214 15,214

(kg-CO₂) 36,387 35,660 35,296 35,296

目標・基準年比
達成率 - 98% 97% 97%

使用量 86,883 85,146 84,277 84,277

(kg-CO₂) 224,159 219,676 217,435 217,435
目標・基準年比

達成率
- 98% 97% 97%

使用量 1,208 1,184 1,172 1,172

(kg-CO₂) 3,624 3,551 3,515 3,515

目標・基準年比
達成率

- 98% 97% 97%

(kg-CO₂) 280,403 274,795 271,991 271,991
目標・基準年比

達成率
- 97% 96% 96%

CO2/百万円 320 310 307 307

目標・取組年比
達成率 - - - -

リサイクル率 99.7 98% 98% 98%

目標・基準年比
達成率 - 99% 97% 97%

(㎥) 224.0 219.5 217.3 217.3

目標・取組年比
達成率 - - - -

（％） 100 100% 100% 100%

目標・取組年比
達成率 - - - -

（％） 100% 100% 100% 100%

目標・取組年比
達成率 - - - -

（回） 12 12回 12回 12回

1

2 環境活動実績は、㈱三立建工と㈱ユーケンの合計です

3

4

5

6

7

8

9

環境活動の社会貢献を
推進します。

環境に配慮した建設工
事を行います。

水使用量については、事務所における水使用量の削減について取り組む。また建設現場では100％濁水監視に取組みます

地域の美化活動に
参加する。(単位:
回)

化学物質の使用はないが、使用がある場合はSDSで適正管理を努めます

取組年　2021年

（実績）

102.1%

27,148

16,476

84.7%

13,291

環境配慮施工は、低騒音・低振動型重機と排ガス規制適合車両100%使用に取組みます

環境活動は美知メセナ活動や滋賀県・栗東市の美化活動に参加に取組みます

目標の説明や補足事項

2023年度の目標は仮目標です

上記の目標のほか、作業現場の環境及び品質安全向上ために３Ｓ活動（整理、整頓、清掃）に取組みます

この表では取組の継続性を比較するため、購入電力の排出係数は、㈱エフエネ2019年調整後排出係数0.637kg-CO₂
/kWh及び北陸電力2019年度調整後排出係数0.574kg-CO₂/kWh、関西電力2019年度調整後排出係数0.418kg-CO₂/kWhを
2020年から2022年までの3ケ年間固定して取り組みます

廃棄物排出量は、建設現場からの廃棄物に対して総量で把握し、性状を勘案して建設リサイクル率で取組みみます

ページ：5

分別及びリサイクル
の推進 （単位：％)
建設現場

環境配慮施工の推進
（単位：％）
建設現場

エコアクション２１は２０１３年より取組しています。このレポートでは、２０１９年度までの実績を自己チェック等により
把握し、その結果を基準値として、２０２０年度から２０２２年度までの目標を下記の通り設定し、２０２１年５月２１日か
ら２０２２年５月２０日までの運用実績について取りまとめました。

取組項目

電力使用量の削減
（kWh）

ガソリン使用量の
削減
（単位：L)

環境経営方針

事業所利用水の節
水
(単位:㎥)

事務所や建設現場で使
用する電気・燃料・ガ
ス等のエネルギー使用
量を低減し、二酸化炭
素の排出量を削減しま
す。

LPG使用量の削減
（単位：kg)
建設現場

二酸化炭素排出量
の削減(kg-CO₂)

軽油使用量の削減
（単位：L)
建設現場

事業活動で発生する産業廃棄
物は分別を積極的に実施する
ことにより建設リサイクルを
推進します。

30,835

92.1%

80,029

206,476

67.9%

820

2,461

91.4%

256,248

建設現場から排水する
水の汚染、汚濁を防止
し、事業所での節水に
努め、水の使用量を削
減します。

濁水発生防止監視
（単位：％）
建設現場

二酸化炭素排出量原
単位（CO2/百万円）

二酸化炭素排出量原単
位

100%

100%

12

78.0%

249.3

102.0%

99.98%

111.6%

250.0

100%

100%

100%



4 環境経営計画

濁水発生防止監
視
（単位：％）
建設現場

環境配慮施工の
推進
（単位：％）
建設現場

取組の紹介

1 ・エネルギー使用量の削減をめざし、外気温が29度を超えてからエアコンをつける。

2 ・再生資源の利用として、裏紙を利用している。

① エコドライブの励行
② 重機の環境に配慮した効率的な稼働
③ 暖機運転・アイドリングストップ
④ 不要積載物の有無、タイヤ空気圧の確認

軽油使用量の削
減
（単位：L)
建設現場

電力使用量の削
減
（kWh）

① 不用時の消灯
② 機械設備・OA機器などのスイッチオフ
③ エアコンの温度管理（夏季28℃±１℃）

工事部

LPG使用量の削
減
（単位：kg)
建設現場

ガソリン使用量
の削減
（単位：L)

責任部門・担当者環境経営計画の内容取組項目

工事部① 建設現場では、濁水監視を実施する

工事部

事務部

事務部

事業所利用水の
節水
(単位:㎥)

① 洗車の水使用量を減らす。
② 水を流しながらの洗い物はしない。

① アスファルト合材の適正温度管理

廃棄物
① 建設廃棄物を分別し、リユース・リサイクルを徹底す
る。
② 建設混合廃棄物を削減する
③ 無駄な資機材を購入しない。

分別及びリサイ
クルの推進
（単位：％)
建設現場

環境経営方針

環境に配慮した建設工
事を行います。

地域の美化活動
に参加する。
(単位:回)

① 環境対策型重機の使用
② 排ガス規制適合車の使用
③ 植栽のある施工
④ 再生資源利用施工

事務部

環境活動の社会貢献を
推進します。

建設現場から排水する
水の汚染、汚濁を防止
し、事業所での節水に
努め、水の使用量を削
減します。

営業部
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事務所や建設現場で使
用する電気・燃料・ガ
ス等のエネルギー使用
量を低減し、二酸化炭
素の排出量を削減しま
す。

事業活動で発生する産
業廃棄物は分別を積極
的に実施することによ
り建設リサイクルを推
進します。

① 地域の清掃活動に参加する。
② 美知メセナ（剪定・除草）活動に参加する



5 環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

年度 2019年度

単位 （基準） （目標） （実績）

目標・基準年比
達成率

- 98% 102.1%

使用量 26,593 26,061 27,148

(kg-CO₂) 16,233 15,908 16,476

目標・基準年比
達成率 - 98% 84.7%

使用量 15,684 15,370 13,291

(kg-CO₂) 36,387 35,660 30,835

目標・基準年比
達成率 - 98% 92.1%

使用量 86,883 85,146 80,029

(kg-CO₂) 224,159 219,676 206,476
目標・基準年比

達成率 - 98% 67.9%

使用量 1,208 1,184 820

(kg-CO₂) 3,624 3,551 2,461
目標・基準年比

達成率 - 98% 91.4%

(kg-CO₂) 280,403 274,795 256,248

目標・基準年比
達成率 - 97% 78.0%

CO2/百万円 319.7 310.1 249.3

目標・取組年比
達成率

- - 102.0%

リサイクル率 100 98% 99.98%

目標・基準年比
達成率

- 99% 111.6%

(㎥) 224.0 219.5 250.0

目標・取組年比
達成率 - - 100%

（％） 100 100% 100%

目標・取組年比
達成率 - - 100%

（％） 100% 100% 100%

目標・取組年比
達成率

- - 100%

（回） 12 12 12

今年度の主な取組内容

1

2

3

4

5

6

二酸化炭素排出量
の削減(kg-CO₂)

工事部

環境配慮施工の推
進
（単位：％）
建設現場

取組項目環境経営方針

環境に配慮した建設工
事を行います。

事業活動で発生する産業廃棄
物は分別を積極的に実施する
ことにより建設リサイクルを
推進します。

環境配慮施工は、低騒音・低振動型重機と排ガス規
制適合車両100%使用に取組した。
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上記の目標のほか、作業現場の環境及び品質安全向
上ために３Ｓ活動（整理、整頓、清掃）に取組し
た。

水使用量については、事務所における水使用量の削
減について取組した。また建設現場では100％濁水監
視に取組した。

廃棄物排出量は、建設現場からの廃棄物に対して総
量で把握し、性状を勘案して建設リサイクル率で取
組した

エネルギー使用量削減では、節電、エコドライブ、
重機の効率的な稼働に取組した。

取組年　2021年度

事務部

二酸化炭素排出量原
単位（CO2/百万円）

建設現場から排水する
水の汚染、汚濁を防止
し、事業所での節水に
努め、水の使用量を削
減します。

電力使用量の削減
（kWh）

ガソリン使用量の
削減
（単位：L)

担当責任者

事務部

環境活動は、美知メセナ活動や滋賀県・栗東市の美
化活動に参加に取組した。

☓

事務所や建設現場で使
用する電気・燃料・ガ
ス等のエネルギー使用
量を低減し、二酸化炭
素の排出量を削減しま
す。

濁水発生防止監視
（単位：％）
建設現場

工事部

地域の美化活動に
参加する。(単位:
回)

環境活動の社会貢献を
推進します。

○

○

〇

〇

○

☓

〇

○

○

○

営業部

事業所利用水の節
水
(単位:㎥)

軽油使用量の削減
（単位：L)
建設現場

分別及びリサイク
ルの推進 （単
位：％)
建設現場

事務部

LPG使用量の削減
（単位：kg)
建設現場

取組の評価

評価：〇達成　　△基準年値を達成　×未達成

厳寒と事務作業の増加
により暖房機器の使用
頻度が増え、電力使用
量が増加した。不用時
の消灯、機械設備・OA
機器のスイッチオフ、
エアコンの温度管理を
実施した。

エコドライブ
アイドリング
ストップにつ
いては、高い
意識を持って
実施した。
重機の効率的
な稼働に努
め、車両の点
検をこまめに
実施したた
め、ガソリ
ン・軽油の使
用量が削減で
きた。

建設廃棄物の分別・リ
ユース・リサイクルを
徹底し、建設混合廃棄
物を削減できた。ま
た、無駄な資機材を購
入しなかった。

洗車・洗い物の水量削
減に努めたが、2022年
2月に従業員用シャ
ワールーム・トイレ・
洗面台を新たに設置し
たことにより、水の使
用量が増加した。

建設現場にて、
濁水監視を実施
した。

環境対策型重機・
排ガス規制適合車
の使用、再生資源
利用施工を実施し
た。

美知メセナの活
動に参加した。

評価



次年度の主な取組内容
1 エネルギー使用量削減では、節電、エコドライブ、重機の効率的な稼働に取組みます

2

3

4

5

6

6

　環境関連法規への違反、訴訟はありません。又、過去３年間に関係当局からの違反、訴訟等

の指摘はありません。

　適用される法規制等と遵守状況

遵守評価

廃棄物処理法 遵守

建設リサイクル法 遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

7 代表者による全体の評価と見直し・指示

環境経営方針 ☑ 変更なし
環境経営目標・計画 ☑ 変更なし
実施体制他 ☑ 変更なし

一般廃棄物及び産業廃棄物の３Ｒ及び管理、排出

騒音規制法

環境配慮施工は、低騒音・低振動型重機と排ガス規制適合車両100%使用に取組みます

対象特定施設及び特定建設作業の届出、規制値の遵守

環境活動は美知メセナ活動や滋賀県・栗東市の美化活動に参加に取組みます

上記の目標のほか、作業現場の環境及び品質安全向上ために３Ｓ活動（整理、整頓、清掃）に取組みます

廃棄物排出量は、建設現場からの廃棄物に対して総量で把握し、性状を勘案して建設リサイクル率で取組みます

水使用量については、事務所における水使用量の削減について取り組む。また建設現場では100％濁水監視に取組
みます

自動車リサイクル法 廃自動車のリサイクル券

　今後も引き続き、朝礼等を通じて各担当責任者より周知徹底していきます。　

一般廃棄物の分別、収集、排出

対象危険物保管の届出と適正保管

環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

法規制等の名称 該当する要求事項

第1種特定製品の簡易点検、廃棄、点検記録の保存、特定解
体工事に係る事前確認や書面による説明

地域ごみ出しルール

消防法
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対象特定施設及び特定建設作業の届出、規制値の遵守振動規制法

フロン排出抑制法

・今回の電力使用量が前回と比較して増えてしまいました。今後は不要時の消灯、エアコンの適切な温度
管理、機械設備・OA機器のスイッチオフに努めるよう社員全員に指示しました。
・節水に努めましたが、水の使用量は2022年2月に従業員用シャワールーム・トイレ・洗面台を新たに設
置したことにより、水の使用量が増加しました。今後も節水に努めるよう再度社員全員に指示しました。
・各教育訓練などは予定通りに実施できました。今後も引き続き、朝礼等を通じて各担当責任者より周知
徹底していきます。
・法規制、利害関係者などの苦情、違反はありませんでした。
・電気使用量、水使用量が目標を超過していましたが、次年度も環境経営目標、環境経営計画は変更せず
に取組します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

大気汚染防止法 建築物等の解体・補修時には石綿含有建材の事前調査

建設副産物の管理、排出


