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１． 会社概要

１－１

１－２

本　　　社 静岡県牧之原市堀野新田１６１

資材倉庫 静岡県牧之原市堀野新田１５１

残土処分場 静岡県牧之原市笠名字膳棚57-1

１－３

資　本　金

活動規模 単位 28年 29年 30年 1年 2年 3年 4年

売上高 百万円 827 951 655 930 945 1015 1090

従業員 人 14 14 14 16 19 18 17

法人設立

１－４

責任者 兼 担当者 鈴木　真弓

連 絡 先 Ｔｅｌ： 　０５４８－５８－０１０４

Ｆａｘ：　０５４８－５８－１３６３

E-mail： bell-doken@vcs.wbs.ne.jp　
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株式会社　鈴木土建
代表取締役　鈴木　徹

事業者名及び代表者名

環境管理責任者氏名及び担当者連
絡先

所在地

事業規模

20,000,000円

昭和46年11月15日



１－５

① 総合建設業 静岡県知事許可　（特・般-２８）第４１８０号

許可年月日

有効年月日 令和4 年1月19日～令和9年1月18日

② 産業廃棄物収集運搬業 許可番号 第02201114687号

許可年月日

有効年月日

事業区分 収集運搬（積替え保管行為を除く）

産業廃棄物取扱品目

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類

（運搬する産業廃棄物は自社現場発生品に限る）

③ 公共建設残土の受け入れ処分事業

建設残土埋立処分（土地利用事業）
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事業内容

令和3年12月10日

特定建設業
（土木・建築・とび土工・石・鋼構造物・ほ装・しゅんせつ・塗装・造園・水道施設・
鋼構造物・解体）

一般建設業
（管）

令和1年11月29日

令和6年11月28日



２． 対象範囲

２－１

本　　　社

資材倉庫

残土処分場

２－２

① 建設業

②

（327.92m2）

　　（土木･建築・とび土工・石･舗装・しゅんせつ・造園・水道施設・鋼構造物・
解体・管）

公共建設残土の受け入れ処分事業

全組織　全活動を対象としています。
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対象組織

対象活動

株式会社　鈴木土建

（敷地面積2000m2　延床面積　235.72m2）



２－３ 全ての社員で取組み、運用する 

・総責任者としての権限を持つ
・システム構築・運営・維持
・全体計画の立案
・実績を代表者に報告

実施体制

代表取締役
鈴木　徹

環境管理責任者
鈴木　真弓

・環境方針を定める
・環境管理責任者を指名する
・資源（人材・資金・技術）の用意
・システムの全体評価と見直し
・課題とチャンスを明確にする
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全　社　員

基本方針及びシステムを理解し、
環境活動等に積極的に取り組む

エコアクション２１
推進事務局

長谷川　真由

・文章の作成管理

総務部

（総務課･営業課･経理課）
総務部責任者

工事部
（工事課、各工事現場）

工事部責任者
各現場責任者

・部署の計画立案・実施
・部署の実施状況確認・記録
・部署の教育訓練の実施

・部署の計画立案・実施
・部署実施状況の確認・記録
・部署の教育訓練の実施
・新規入場時の環境教育等



３． 環境経営方針

企業理念

基本方針
1.

2.

3. 自然環境に配慮し環境負荷の低減を進めていく為に、省資源活動

・省エネルギー推進・建設廃材のリサイクル推進に取り組みます。

4.

代表取締役　鈴木　徹

株式会社　鈴木土建

この基本方針を全社員及び協力会社に周知する。

併せて外部関係者に対しても公開し、取組を推進していく。
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環境教育を推進し環境に対する意識向上に努め、環境負荷の軽減活動

や環境に配慮した工法を実践するよう積極的に取り組みます。

改訂（第2版）：令和3年4月5日

制定　：　　平成24年10月22日

努めます。

①　電気、軽油、ガソリン等の使用量を管理し、二酸化炭素排出量の
　　削減に努める。
②　ゴミの分別と削減を徹底し、リサイクル活動を推進する。
③　上水道の使用量節約等、資源の節約に努める。
④　地域に根ざした貢献・活動を積極的に推進する。

私たちは自然の恵みに感謝し、地域の人々と共に
「自然との共生・共存」をめざして、環境保全に取り組みます。

環境目標を掲げ環境活動を計画・実行し、その結果を評価する。

その結果を踏まえ定期的に見直し、継続的な改善に努めます。

環境関連法規制、その他要求事項を尊守し、地域社会との調和に



４． 環境経営目標

基準

H28年度実績

H27.8～H28.7

kg-CO2 91,286 89,369 -2.1% 88,547 -3.0% 87,635 -4.0% 86,722 -5.0%

kwh 19,565 19,154 -2.1% 18,978 -3.0% 18,782 -4.0% 18,587 -5.0%

ガソリン ℓ 12,572 12,308 -2.1% 12,195 -3.0% 12,069 -4.0% 11,943 -5.0%

軽　油 ℓ 19,632 19,220 -2.1% 19,043 -3.0% 18,847 -4.0% 18,650 -5.0%

灯　油 ℓ 217 212 -2.1% 210 -3.0% 208 -4.0% 206 -5.0%

㎥ 195 191 -2.1% 189 -3.0% 187 -4.0% 185 -5.0%

㎏ 150 147 -2.1% 146 -3.0% 144 -4.0% 143 -5.0%

t 315 308 -2.1% 305 -3.0% 302 -4.0% 299 -5.0%

％ 99.82 97%以上 ー 97%以上 ー 97%以上 ー 97%以上 ー

件 3 3 ー 3 ー 3 ー 3 ー

件 1 1 ー 1 ー 1 ー 1 ー

点 - ー 80 80 80

目　　標

水資源

環境目標はH28年度（H27.8～H28.7）の目標を基に毎年マイナス1％を目指す。

単位

R3年度 R4年度 R6年度

目　　標 目　　標

購入電力消費量

R2.8～R3.7
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公共工事の点数

平成29年度中部電力　排出係数：0.472kg-CO2/kWh

環境に配慮した工法提案

一般廃棄物単純焼却

産業廃棄物排出量

建設廃棄物の
リサイクル率

化
石
燃
料

R5年度

目　　標

R4.8～R5.7

地域貢献

R3.8～R4.7 R5.8～R6.7

二酸化炭素排出量
（電力+化石燃料）



５．環境経営活動
項目 活動内容 担当部署 責任者 対応実施事項 スケジュール

不要な照明・空調
ＯＡ機器の電源を切る

各部署 鈴木

省エネ推進表示による
活動の周知

各部署 鈴木

空調の設定温度を
省エネ温度に設定する

各部署 鈴木

空調機器の定期清掃
メンテナンス

総務部 鈴木 フィルター清掃 随時

省エネタイプの電化製品
ＯＡ機器への切替

総務部 鈴木 買い替え時に検討する 通年

不要な温水を使用しない 総務部 鈴木
ステッカー等の掲示による
喚起

１月～３月
１０月～１２月

過積載の防止 各部署 薮田

アイドリングストップの
周知・徹底

各部署 薮田

空ぶかしをしない 各部署 薮田

建設機械・車両の点検
及び整備の実施

工事部 薮田 洗車と同時に確認 第2.4土曜日

車両・建設機械等の
低燃費タイプへの切替

総務部 社長
買い替え時に積極的に
検討する

通年

ストーブ、ヒーターの
こまめな消火

各部署 秋定
ステッカー等の掲示による
喚起

１月～３月
１０月～１２月

手洗い時の節水に努める 各部署 鈴木

洗車時の節水に努める 各部署 鈴木

節水奨励の表示による
活動の周知

総務部 鈴木

漏水の点検及び
防止措置、修繕

各部署 鈴木 毎月の点検 毎月初め

ペーパーレスの推進
及び啓発活動

各部署 鈴木

コピー紙の両面利用 各部署 鈴木

廃棄物の分別の徹底
及び再資源化の徹底

各部署 鈴木

産業廃棄物の再資源化
及び再利用の推進

工事部 秋定

産業廃棄物の分別の
徹底

工事部 秋定

マニュフェストを活用した
管理の徹底

工事部 秋定

産業廃棄物の再資源化
及び再利用の推進

工事部 秋定

産業廃棄物の分別の
徹底

工事部 秋定

地元の新溝川の環境保全
活動の継続

各部署 鈴木
地元自治会と協力・連携して
年２回程度の活動の実施

4月～7月

所属団体等の環境保全
活動への参加

各部署 鈴木

協力業者への環境教育
及び啓発活動

各部署 鈴木

令和4年度（令和3年8月～令和4年7月）

再利用ボックスの設置
回収箱の設置
リサイクル推進啓発の為の
ポスター等の掲示

朝礼・安全大会時に注意喚
起
及び車内にステッカー等を
掲示

再資源化計画の作成・実施 通年

随時対応していく

水資源消費量
の削減

ステッカー等の掲示による
喚起

通年

化石燃料消費量
の削減

購入電力使用量
の削減

通年

通年

通年

節水活動推進のステッカー
の掲示による喚起

一般廃棄物排出量
の削減

産業廃棄物排出量
の削減
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各団体の
予定通り

公共民間に関わらず環境に
配慮した工法があれば注文
者に提案

環境に配慮した工法提
案

工事部 秋定 随時対応していく 通年

藪田 随時対応していく 通年

建設廃棄物の
リサイクル率

公共工事の点数
施工体制、施工状況、出来形
等点数アップのための工夫

工事部

地域貢献

廃棄物を分別してできるだけ
リサイクルできるように努力

する
通年



６． 環境経営目標実績

基準

Ｈ２8年度実績

Ｈ27.8-Ｈ28.7

kg-CO2 91,286 88,547 -3.0% 113,939 128.7% △

kwh 19,565 18,978 -3.0% 22,138 116.7% △

ガソリン ℓ 12,572 12,195 -3.0% 12,518 102.6% △

軽　油 ℓ 19,632 19,043 -3.0% 28,834 151.4% △

灯　油 ℓ 217 210 -3.0% 22 -89.5% 〇

㎥ 195 189 -3.0% 231 122.1% △

ｋｇ 150 146 -3.0% 125 -13.8% 〇

t 315 305 -3.0% 1043 241.7% △

％ 99.82 97%以上 ー 99.80 ー 〇

件 3 3 ー 3 ー 〇

件 1 1 ー 0 ー △

点 ー ー 82 ー 〇

平成2９年度中部電力　排出係数：0.472kg-CO2/kWh

取組み結果△の理由

〇：達成　　△：未達成

公共工事の点数

環境に配慮した工法提案
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産業廃棄物排出量

今年の売り上げは昨年とほぼ同じくらいだった為昨年の取組結果と似た結果になった。
取組結果の△が多いのは、工事の増減、並びに工事現場の距離、内容等(重機使用の
増減等）にもよるので一概に言えないが、目標はクリアできなくても、単純な数値では昨
年より減っているものもある。また、コロナ禍で換気の為にエアコンをかけていても何箇
所か窓を少し開けているので電気量が余分にかかっているとも思われるが、次年度は
新しいエアコンにする為二酸化炭素排出量が減る希望が持てる。工事点数に関しては
評価がよかった。　地域貢献は例年通りできている。社員の意識づけが大切なので、今
後も努力したい。

取組結果

二酸化炭素排出量
（電力+化石燃料）

産業廃棄物の
リサイクル率

地域貢献

購入電力消費量

水資源

一般廃棄物単純焼却

化
石
燃
料

適用項目 単位

R4年度

目　　標

R3.8～R4.7

R4年度

実　　績

R3.8～R4.7



７－１．環境経営活動の取組結果及び評価

項　　目 活動内容 評価 コメント

不要な照明・空調ＯＡ機器の電源を切る ○ 良

省エネ推進表示による活動の周知 ○ 良

空調の設定温度を省エネ温度に設定する ○ 良

空調機器の定期清掃メンテナンス ○ 良

省エネタイプの電化製品ＯＡ機器への切替 ○ 良

不要な温水を使用しない ○ 良

過積載の防止 ○ 良

アイドリングストップの周知・徹底 ○ 良

空ぶかしをしない ○ 良

建設機械・車両の点検及び整備の実施 ○ 良

車両・建設機械等の低燃費タイプへの切替 ○ 良（低排出ガス車）

燃費の集計と活用 〇 良

ストーブ、ヒーターのこまめな消火 ○ 良

手洗い時の節水に努める ○ 良

洗車時の節水に努める ○ 良

節水奨励の表示による活動の周知 ○ 良

漏水の点検及び防止措置、修繕 ○ 良

ペーパーレスの推進及び啓発活動 ○ 良

コピー紙の両面利用 ○ 良

廃棄物の分別の徹底及び再資源化の徹底 ○ 良

産業廃棄物の再資源化及び再利用の推進 ○ 良

産業廃棄物の分別の徹底 ○ 良

電子マニュフェストを活用した管理の徹底 ○ 良

産業廃棄物の再資源化及び再利用の推進 ○ 良

混廃の分別を徹底してリサイクル率をあげる ○ 良

地元の新溝川の環境保全活動の継続 ○ 良

所属団体等の環境保全活動への参加 ○ 榛南クラブ、建友会、港湾協議
会、豊岡区等の清掃活動参加

協力業者への環境教育及び啓発活動 ○ 良

環境に配慮した工法
提案

外内断熱工法による住宅建設 △
営業努力をしたがｺｽ

ﾄ面で無理だった

公共工事の点数 完成工事点数のアップ 〇 良

産業廃棄物排出量
の削減

産業廃棄物のリサイク
ル率

地域貢献
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購入電力使用量
の削減

化石燃料消費量
の削減

水資源消費量
の削減

一般廃棄物排出量
の削減



７－２. 環境経営活動の次年度の取組

項　　目 活動内容

不要な照明・空調ＯＡ機器の電源を切る

省エネ推進表示による活動の周知

空調の設定温度を省エネ温度に設定する

空調機器の定期清掃メンテナンス

省エネタイプの電化製品ＯＡ機器への切替

不要な温水を使用しない

過積載の防止

アイドリングストップの周知・徹底

空ぶかしをしない

建設機械・車両の点検及び整備の実施

車両・建設機械等の低燃費タイプへの切替

燃費の集計と活用

手洗い時の節水に努める

洗車時の節水に努める

節水奨励の表示による活動の周知

漏水の点検及び防止措置、修繕

ペーパーレスの推進及び啓発活動

コピー紙の両面利用

廃棄物の分別の徹底及び再資源化の徹底

産業廃棄物の再資源化及び再利用の推進

産業廃棄物の分別の徹底

電子マニュフェストを活用した管理の徹底

産業廃棄物の再資源化及び再利用の推進

産業廃棄物の分別の徹底

地元の新溝川の環境保全活動の継続

所属団体等の環境保全活動への参加

協力業者への環境教育及び啓発活動

産業廃棄物の
リサイクル率

工事の出来栄え点数
工法の改善提案や工事の施工能率をあげ工期短縮に努める。
公共工事のできばえ点の向上に努める

注文住宅建設依頼が来た時に外内断熱や低炭素住宅をすすめる

購入電力使用量
の削減
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一般廃棄物排出量
の削減

産業廃棄物排出量
の削減

地域貢献

水資源消費量
の削減

化石燃料消費量
の削減

環境に配慮した工法
提案



８． 環境関連法規への違反・訴訟の有無

1. 環境関連法規等の遵守状況

適用される法規制等の名称 適用内容 管理部門 遵守状況 評価日

適正な処分業者・運搬業者
との委託契約

○ 6/20

委託契約書の保管（５年間） ○ 6/20

マニュフェストの管理・保管
（伝票A・B2・D・Eを５年間保管）

○ 6/20

期日までに返却されなかった場合
30日以内に報告書を県知事に提出

○ 6/20

産業廃棄物管理票交付等状況報告
（全て電子マニフェストの為提出不要）

該当なし 6/20

産業廃棄物多量排出事業者の処理計画及
び実施状況報告

該当なし 6/20

廃棄物保管場所への掲示板の設置 〇 6/20

特別管理産業廃棄物管理責任者の選任と
登録

○ 6/20

特定建設資材廃棄物の分別 ○ 6/20

特定建設資材廃棄物の再資源化 ○ 6/20

分別解体等の計画の作成及び届出 ○ 6/20

再資源化等が完了した時点での
記録の届出

○ 6/20

廃棄物保管場所の表示 ○ 6/20

産業廃棄物管理責任者の選定 ○ 6/20

産業廃棄物処理委託先の現地確認 ○ 6/20

産業廃棄物管理責任者の選定 ○ 6/20

産業廃棄物処理委託先の現地確認
（委託前及び１回/年）
及び記録の保管（５年間）

○ 6/20

基準適合機械の使用及び基準適合表示 ○ 6/20

適正燃料の使用 ○ 6/20

定期検査及び点検整備の実施 ○ 6/20

検査結果の記録・保存（検査後３年間） ○ 6/20

排出ガス抑制のための教育 ○ 6/20
 

静岡県産業廃棄物の
適正な処理に関する条例

工務部

建設機械の排出ガス対策に
関する法律

（オフロード法）
工務部

11

当事業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。

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

建設工事に関わる資材の
再資源化等に関する法律

（建設リサイクル法）

総務部

工務部



適用される法規制等の名称 適用内容 管理部門 遵守状況 評価日

資源の有効な利用の促進に
関する法律

指定副産物の再資源化利用促進措置 工務部 ○ 6/20

特定建設作業の届出 該当なし 6/20

騒音基準の遵守 ○ 6/20

特定建設作業の届出 該当なし 6/20

振動基準の遵守 ○ 6/20

浄化槽の設置・変更の届出（市長宛） ○ 6/20

法定点検の実施
（保守点検・清掃・水質検査）

○ 6/20

廃棄物の減量と適正処理 ○ 6/20

占有又は管理する土地・建物の
清潔を保つように努める

○ 6/20

フロン排出抑制法 エアコンの漏れチェック（4半期に1回） 総務部 ○ 6/20

家電リサイクル法 家電商品の適正な処理 総務部 〇 6/20

自動車リサイクル法 自動車リサイクル 総務部 〇 6/20

2. 訴訟等

12

現在までいずれの法規においても過去３年間に関係諸機関からの
指導・指摘は無く訴訟等もありません。

牧之原市環境基本条例 総務部

振動規正法
(静岡県生活環境の
保全に関する条例）

工務部

浄化槽法 総務部

騒音規正法
(静岡県生活環境の
保全に関する条例）

工務部



　9．代表者による評価と見直し

評価と見直し

対象期間　　　　令和3年8月～令和4年7月

記号

〇

〇

〇

〇

〇

△

〇

〇

全体の評価と見直し指示事項

環境関連法規の遵守状況、訴訟の有無

その他の活動（環境保全活動等）

15

　本年度の反省点としては、まず「二酸化炭素排出量」が目標より28.7%(昨年30.0%)も
増加し、「軽油の使用量」が目標より51.4%(昨年51.6%)も増大してしまったことです。
　どちらも昨年度よりは微妙に減少したものの、目標にはとても追いつかない数値となり
ました。その原因としては、土木部の繰り越し大型工事に伴い多数の大型重機を稼働させ
と同時に、本社運営の残土処分場が予想外に多忙となり重機稼働日が増大したことが大き
いと思われます。
　また、電気消費量も目標より16.7%の増加になってしまったのも、コロナによる換気過
大の為の事務所エアコンの電気量が増大してしまったと考えられます。
　しかしながら、社員の「エコドライブ」の意識は上がってきていると思いますし、環境
ボランティアに関しては、例年通り近隣河川堤防の除草作業を行い、地域奉仕活動と協働
しながら努力しております。さらに、年末には事務所の古いエアコンを「省エネタイプ」
に取り替え、電気消費量削減に向けて努力する所存です。
　次年度は各目標を達成できるよう、具体的な対策を考案し行動すると共に、活動内容を
常にチェックし、見直す事は随時改善しながらこの活動を社員一丸となって尽力して行き
たいと思います。

令和4年10月1日

株式会社　鈴木土建

 代表取締役　鈴木徹

環境経営活動計画及び実施事項

環境経営活動の取組結果の評価

（記号　○問題無い　△一部見直しが必要　×全体的に見直しが必要）

評価項目

環境経営方針

実施体制

環境経営目標

環境経営目標と活動実績


