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　１．　組織の概要及び対象範囲

□組織の概要
（１）名称及び代表者

株式会社　福島工務所
代表者 ：代表取締役　福島　秀孝　

（２）所在地
本店　　　 ：香川県高松市福岡町4丁目20番19号

作業所   ：旧事務所前作業所：香川県高松市福岡町4丁目5－8

北資材置場     ：香川県高松市福岡町3丁目17-25・17-27
　　　　　　　　
新川資材置場 ：香川県高松市春日町1182-1

福岡町駐車場 ：香川県高松市福岡町4丁目23-19・23-18

木太町駐車場・借家 ：香川県高松市木太町2735-3

香西北町土地 ：香川県高松市香西北町156-1

（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
TEL：087－851－6481 FAX：087-851-7021

（４）事業内容
建築工事業、土木工事業、舗装工事業、とび・土工工事業、解体工事業
二級建築士事務所、宅地建物取引業

（５）業務許可
①建築工事業
香川県知事許可　（特-1）　第2130号
②土木工事業、舗装工事業、とび・土工工事業
香川県知事許可　（般-1）　第2130号
③解体工事業
香川県知事許可　（特-1）　第2130号
④二級建築士事務所登録
香川県知事登録　第3431号
⑤宅地建物取引業免許
香川県知事　（11）　2444

（６）事業の規模
売上高　 16,600万円 (2021年度)
従業員　 11人
延べ面積

（７）事業年度
2021年6月1日 から 2022年5月31日

□認証・登録の対象範囲
・登録事業所

①本店　②作業所　③北資材置場 ④新川資材置場　⑤福岡町駐車場
・事業活動：建築工事業、土木工事業、舗装工事業、とび・土工工事業、解体工事業

二級建築士事務所、宅地建物取引業
・全組織、全活動（木太町駐車場・借家、香西北町土地は環境負荷無しのため対象外とする）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
本店 作業所 北資材置場 新川資材置場 福岡町駐車場 木太町駐車場・借家 香西北町土地

従業員 10人 無人 無人 無人 無人 無人 無人

延床面積 271.78㎡ 209.82㎡ 290.7㎡
1,250㎡

（敷地面積）
132.35㎡

（敷地面積）
132.66㎡（敷地面積）
97.08㎡（2階建借家）

334㎡
（敷地面積）
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　　２．株式会社　福島工務所　組織図

*事務所

*建設現場

・環境負荷の自己チェック及び、環境への取り組みの自己チェックの実施

総務部

環境管理
責任者

・環境経営目標、環境経営計画書を承認

・全従業員に対する教育・訓練の実施

代表取締役

福島　秀孝

下請等の協力会社

各現場責任者

従業員

　□組織図　　　

・環境経営システムの実施に必要な、人、設備、費用、時間を準備

・環境管理責任者を任命

建築部
（作業所・
資材置場）

・環境経営に関する統括責任

・環境活動の取り組み結果を代表者に報告

・環境経営方針の策定、見直し及び全従業員への周知

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・環境経営レポートの作成

・環境経営レポートを確認し、承認

代表取締役

・環境関連法規等取りまとめ表の承認

役割・責任・権限

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・環境管理責任者の補佐

・環境活動の実績集計部
門
長

・環境経営目標、環境経営計画書を作成

建築部
・自部門に関連する環境経営計画の実施及び達成状況の報告

総務部

環境管理責任者

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連法規等取りまとめ表の作成

・従業員に対する教育訓練の実施

・決められたことを守り、自主的、積極的に環境活動へ参加

・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
全従業員
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基本理念

行動指針

1．　二酸化炭素排出量(電気使用量・自動車等の燃料）の削減

2．　廃棄物の削減及びリサイクルの推進

3．　水使用量の削減

4．　環境に配慮した施工

5．　環境関連法規・条例・規則の遵守

上記方針達成の為に、目標を設定し、定期的に見直し、環境経営の
継続的改善活動に取り組み、環境負荷の低減を行います。

　環境経営方針は、全従業員へ周知し、環境経営レポートを広く一般
に公開します。

制定日：2013年  6月18日
改訂日：2020年　8月27日

株式会社　福島工務所
代表取締役　福島　秀孝

環　境　経  営　方　針

株式会社福島工務所

  (株)福島工務所はお客様の意向を第一に捉え「常に一歩高い品質
向上を」めざし、お客様がいつも安心し、信頼して注文ができるよう品
質マネジメントシステムに従って仕事を行い、顧客満足度の高い作品
を提供することで地域社会に貢献することを目指しています。
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４．環境経営目標
　□中・長期目標（2021～2023年）

○事務所

単位
基準年

（２０２０年度）
100％

２０２１年度
99％

２０２２年度
98％

２０２３年度
97％

kg-CO2 11,333 11,220 11,106 10,993

kWh 15,806 15,648 15,490 15,332

ℓ 771 763 755 748

㎏ 64 64 63 62

kg 232 230 227 225

m3 56 56 56 56  

○現場

単位
基準年

（２０２０年度）
100％

２０２１年度
99％

２０２２年度
98％

２０２３年度
97％

kg-CO2 23,850 23,612 23,373 23,135

kWh 5,004 4,979 4,954 4,929

ℓ 7811 7,733 7,654 7,576

ℓ 1183 1,171 1,159 1,148

％ 93 93 94 94

実施率 100% 100% 100% 100%

＊１．電力のCO2 発生量については、
(株)ハルエネの調整後排出係数0.509（kg-CO2 /kWh）を使用。
　　　　　　(環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度　電気事業者別排出係数一覧　令和３年提出用」より。)

＊２．電力のCO2 発生量については、
四国電力（株）の調整後排出係数0.574（kg-CO2/kWh）を使用。

　(四国電力２０２０年度　実績。)

＊３．産業廃棄物再資源化率の向上については、過去3年間の平均値が85.7%であり、
      90％以上に目標値を設定。※毎年0.5％向上

＊4．環境に配慮した施工として、手戻り工事を撲滅するための取り組みを行う。

二酸化炭素排出量の削減＊２

目的

目　　標

二酸化炭素排出量の削減＊1

電気使用量の削減

灯油使用量の削減

液化石油ガス使用量の削減

一般廃棄物排出量の削減

水総使用量の削減

目的

目　　標

環境に配慮した施工＊４

電気使用量の削減

ガソリン使用量の削減

軽油使用量の削減

産業廃棄物再資源化率の向上＊３
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５．環境経営計画

実施責任者

(事務所)
 ①不要な箇所の照明の消灯の徹底
 ②適正なエアコンの温度設定

(現場)

 ①現場事務所の不要電気の節電

(現場)

 ①車両に余分なものを載せない

 ②タイヤ空気圧の点検の呼びかけと実施

 ③定期的な保守点検の実施

(事務所)

 ①暖房器具を適温で使用

(事務所)

 ①水道の給湯器を使用を控える

①ペーパーレス化の推進

②不要用紙の裏をコピー等に再使用

③迷惑FAXの対応処置

④ごみの適正分別

⑤簡易包装商品の購入

(事務所)

 ①手洗い場等の付近に節水ポスターを貼る

 ②使用頻度が少ない水道を使用禁止にする

(現場)

 ①手洗い場等の付近に節水ポスターを貼る

削減項目 実施内容

二酸化炭素

電気使用量の削減 環境管理責任者

ガソリン・軽油使用量
の削減

各現場責任者

灯油使用量の削減 総務部長

液化石油ガス使用量
の削減

環境管理責任者

①着工前の打ち合わせを十分に行う
②工程管理の強化

①適正数量の部材購入
②部材の有効利用を考慮した施工計画
③材料のロス率を測る

水使用量 節水
　

各現場責任者

環境に配慮
した施工

手戻り工事の撲滅 社長

廃棄物

一般廃棄物の削減 総務部長

産業廃棄物再資源化率
の向上

各現場責任者
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　６．環境経営目標の実績結果と評価

○全社（事務所と現場の合算）

目的 単位

二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2

○事務所

目的 単位
基準年

（２０２０年）
目標 実績

二酸化炭素排出量の削減＊1 kg-CO2 11,333 11,220 10,429 7%減 ○

電気使用量の削減 kＷh 15,806 15,648 16,478 5%増 ×

灯油使用量の削減 ℓ 771 763 746 2%減 ○

液化石油ガス使用量の削減 ㎏ 64 64 61 3%減 ○

一般廃棄物排出量の削減 kg 232 230 223 3%減 ○

水総使用量の削減 m3 56 56 54 4%減 〇

○…達成 ×…未達成

○現場

目的 単位
基準年

（２０２０年）
目標 実績

二酸化炭素排出量の削減＊２ kg-CO2 23,850 23,612 22,778 4%減 〇

電気使用量の削減 kＷh 5,004 4,979 4,388 12%減 〇

ガソリン使用量の削減 ℓ 7,811 7,733 7,257 6%減 〇

軽油使用量の削減 ℓ 1,183 1,171 1,327 13%増 ×

産業廃棄物再資源化率の向上＊３ ％ 93 93 94 1%向上 〇

環境に配慮した施工＊４ 実施率 100% 100% 100% 増減なし ○

 ○…達成 ×…未達成

＊１．電力のCO2 発生量については、
(株)ハルエネの調整後排出係数0.509（kg-CO2 /kWh）を使用。
　　　　　　(環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度　電気事業者別排出係数一覧　令和３年提出用」より。)

＊２．電力のCO2 発生量については、
四国電力（株）の調整後排出係数0.574（kg-CO2/kWh）を使用。

　(四国電力２０２０年度　実績。)

＊３．産業廃棄物再資源化率の向上については、過去3年間の平均値が85.7%であり、
      90％以上に目標値を設定。※毎年0.5％向上

＊4．環境に配慮した施工として、手戻り工事を撲滅するための取り組みを行う。

実績

33,207

　　　　取組期間　2021年6月　～　2022年5月

評価

評価
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□実績結果に対するコメント（事務所）

□実績結果に対するコメント(現場）

二酸化炭素排出量の削減
電力の二酸化炭素発生量について、調整後排出係数が前回の
数値から下がったこと、また、灯油とガスの使用量が削減できたこ
とで目標達成となった。

- 7 -

昨年は未達成だったが今年は目標達成となった。給湯器の使用
を必要最低限にする取り組みを継続する。

目標達成となった。節水の意識が会社全体に浸透している。水総使用量の削減

５年連続で目標達成となった。冬場はサーキュレーターとファン
ヒーターを併用し効率良く快適な温度を保つことができた。

液化石油ガス使用量の削減

昨年に引き続き目標達成となった。工事書類のペーパーレス化や
裏紙の使用に取り組み、備品や材料の注文は簡易包装にした。

現場事務所を設置した工事が２件のみであり、小規模の現場事
務所であること、現場見回り時は消灯及びエアコンのスイッチを
切る取組みにより大幅に削減、目標達成となった。

ガソリン使用量の削減

二酸化炭素排出量の削減
電力の二酸化炭素発生量について、調整後排出係数が前回の
数値から下がったこと、また、ガソリンの使用量が少なかったこと
で目標達成となった。

軽油使用量の削減

分別を意識して取り組んだ結果、５年連続目標を達成できた。
水銀使用物と建設混合廃棄物が埋め立てとなったが、その他は
すべて再資源化できている。

現場では、手戻り作業撲滅のための作業内容の見直しや工程の
精査、協力先との打ち合わせを必ず実施している。

電気使用量の削減

環境に配慮した施工

自社の重機を使用したり、産廃を自社で運搬する機会が多くあ
り、使用量が増加し目標未達成となった。

産業廃棄物再資源化率の向上

一般廃棄物排出量の削減

灯油使用量の削減

電気使用量の削減
目標未達成となった。6～10月の猛暑の影響及び事務所が2階建
の建物の2階にあるため気温が上がりやすく、設定温度を低めに
して空調を運転する時間が多かった。

近場（高松市内）での工事が多く、工事車両のガソリン使用量が
抑えられたため、目標達成となった。



7．環境経営計画の実施状況及びその評価結果 2021年6月～2022年5月

6～8月 9～11月12～2月3～5月 総合評価

〇 〇 〇 〇 〇

△ 〇 〇 〇 〇

現場 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

灯油使用量
の削減

総務部長 事務所 ― 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇

各現場責任者 現場 〇 〇 〇 〇 〇

□評価コメントと次年度の取組内容

・2階及び1階事務所の照明は、社内で協議のうえ、不必要な箇所は消灯している。

現場 ・現場事務所では、現場見回り時には消灯するなど、節電が習慣化できている。

灯油 事務所

・総務部主導で常に4項目を意識するように取り組んでいる。
分別は徹底できており、習慣化している。

・分別は徹底できており、習慣化している。

・全員が意識して取り組んでおり、2項目ともによくできている。

・協力先を含め、節水の意識が現場全体に行き渡るように呼び掛けている。

・下請け業者と細やかに打ち合わせを行っている。

現場

二酸化炭素

廃棄物

水使用量

環境に配慮し
た施工

一般廃棄物
の削減

産業廃棄物の削
減。並びに再資源
化率の向上

総務部長

項目

手戻り作業の
撲滅

②使用頻度が少ない水道を使用禁止にする節水
事務所

①手洗い場等の付近に節水ポスターを貼る

①手洗い場等の付近に節水ポスターを貼る

削減項目

〇 〇 〇 〇

実施内容実施責任者

①不要な箇所の照明の消灯の徹底

②適正なエアコンの温度設定
事務所

①現場事務所の不要電気の節電

現場

〇

電気使用量
の削減

ガソリン・軽油
使用量の削
減

環境管理
責任者

各現場責任者

液化石油ガス
使用量の削
減

①車両、重機等の適切なアイドリングストップの推進

②エコドライブの励行

③定期的な保守点検の実施

①暖房器具を適温で使用

〇 〇 〇

事務所

事務所

現場

環境管理
責任者

総務部長

各現場責任者

④再利用できるもの（使用済み封筒など）は使うようにする

①水道の給湯器の使用を控える

①分別の徹底 〇 〇

〇 〇

〇 〇

①印刷ミス注意の呼びかけ

②不要用紙の裏をコピー等に再使用

③分別の徹底　お菓子の箱はつぶしてダンボールで出す
などして、なるべくリサイクル資源に回す

〇

次年度の取り組み内容

・照明の点灯時間や空調の運転時間
について年に1回程度見直す機会を
設ける。

・定期的に社内で周知し、継続して節
電に取り組む。

・習慣化したので別の取り組みを決
定する。

・継続して取り組む。

・習慣化するまで継続して取り組む。

現場 ①綿密な工程管理を行い、手戻り作業の撲滅に努める社長

評価コメント

・窓にサンシェードを設置したが、猛暑が続き、エアコンの温度は作業環境に配慮
し低めに設定することが多かった。

・3項目ともに5年連続で達成、習慣化の傾向にある。
協力先にも上記3項目を呼び掛けている。

・冬場はファンヒーターとサーキュレーターを使用した。

・夏場の給湯器不使用は問題なく実施できている。

〇〇 〇〇 〇

一般廃棄物

産業廃棄物

〇：取組できている　　　△：一部できていない　　×：できていない　　―：該当なし

廃棄物

水使用

環境に配慮し
た施工

現場

電気

手戻り作業の
撲滅

現場

事務所

事務所

現場

ガソ
リン・軽油

二酸化炭素

節水

事務所

ガス

事務所

・習慣化したので別の取り組みを決
定する。

・新型コロナウイルスが終息するまで
状況を踏まえた水の使い方を考え
る。

・習慣化するまで継続する。

・工程管理とコミュニケーションの強
化を図る。
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９．次年度の環境経営計画

実施責任者

(事務所)
 ①不要な箇所の照明の消灯の徹底
 ②適正なエアコンの温度設定

(現場)

 ①現場事務所の不要電気の節電

(現場)

 ①車両に余分なものを載せない

 ②タイヤ空気圧の点検の呼びかけと実施

 ③定期的な保守点検の実施

(事務所)

 ①暖房器具を適温で使用

(事務所)

 ①水道の給湯器を使用を控える

①ペーパーレス化の推進

②不要用紙の裏をコピー等に再使用

③迷惑FAXの対応処置

④ごみの適正分別

⑤簡易包装商品の購入

(事務所)

 ①手洗い場等の付近に節水ポスターを貼る

 ②使用頻度が少ない水道を使用禁止にする

(現場)

 ①手洗い場等の付近に節水ポスターを貼る

①適正数量の部材購入
②部材の有効利用を考慮した施工計画
③材料のロス率を測る

水使用量 節水
　

各現場責任者

環境に配慮し
た施工

手戻り工事の撲滅 社長
①着工前の打ち合わせを十分に行う
②工程管理の強化

廃棄物

一般廃棄物の削減 総務部長

産業廃棄物再資源化率
の向上

各現場責任者

削減項目 実施内容

二酸化炭素

電気使用量の削減 環境管理責任者

ガソリン・軽油使用量
の削減

各現場責任者

灯油使用量の削減 総務部長

液化石油ガス使用量
の削減

環境管理
責任者

- 9 -



9．環境関連法規等の遵守状況

※環境法規制等遵守 チェックリストより抜粋

　　・遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした
　　・関係機関からの指摘、利害関係者及び近隣からの訴訟は過去3年間ありませんでした。

１0．代表者による全体の評価と見直し・指示

遵守

高松市環境基本条例 遵守

大気汚染防止法 遵守
オフロード法 遵守
フロン排出抑制法 遵守

廃PCB特措法 遵守

振動規制法 遵守

香川県環境基本条例 遵守

　環境経営目標の実施として今期は二酸化炭素排出量の削減を、事務所及び現場ともに
達成できた。事務所では、電気の使用量は猛暑の影響もあり、目標達成にはならなかった
が、環境経営方針が浸透しており、他の項目は目標を達成することができた。
　近場での工事が多く、ガソリンの使用量の削減に繋がったが、自社の重機の使用や大型
車両で産廃を運搬する機会が多く灯油は使用量が増加した。現場での電力については、現
場事務所を設置した工事が２件であり、事務所が小規模だったこともあり大幅に削減でき
た。産業廃棄物は分別がよくできており、再資源化率については目標達成となった。
　
　環境経営計画の取り組み状況は、各項目でおおむねできており、習慣化の方向に向かっ
ている。今期より現場での緊急対策に熱中症対策を加え、全員に周知した。環境経営方針
と実施体制は、次年度以降も継続していく。

リサイクル法 遵守
再生資源利用省令
指定副産物利用促進省令

遵守
遵守

建築基準法

建設リサイクル法

法規制 遵守確認
廃棄物処理法 遵守
騒音規制法 遵守

遵守

- 10 -


	表紙
	目次
	組織の概要
	実施体制
	環境経営方針
	環境経営目標
	環境経営計画
	実績結果と評価
	具体的取組と報告　評価コメ
	次年度の環境経営計画
	環境関連法規

