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□ごあいさつ

　　　　　　　　　　　　 株式会社　共栄建設工業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表取締役　　沼田　茂

１． 環境関連法規制を遵守します。

２． 二酸化炭素排出量の削減に努力します。

３． 廃棄物の削減に努めます。

４． 水使用量の削減に努めます。

５． 環境に配慮した事業への取組みを推進します。

６． 地域ボランティアに積極的に参加します。

７． 環境経営システムの継続的改善に努めます。

８． 環境経営方針は全従業員に周知する。

重要事項は、１～４項に示す

制定日：
改訂日：

代表取締役　　沼田　茂

　現在の大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済システムは、私たち人類に便利で快適
な暮らしを提供しましたが一方で、自然環境に多大な負荷を与えたために、バランスが崩
れ、このままでは人類の生存そのものが脅かされる可能性さえ出てきています。温室効果
ガス排出量を大幅に削減する「低炭素社会」資源の消費や廃棄物を削減し再使用し再資源
化する3Rを通じた資源循環による「循環型社会」自然の恵みの享受を継承する「自然共生
社会」の3つを統合した持続可能な社会の構築のために取り組みたいとおもいます。

環 境 経 営 方 針

2019年9月1日

株式会社　共栄建設工業

株式会社共栄建設工業は、共存共栄の精神でお客様との信頼を大切にし、喜んでいただけ
る、本業である土木・建築の設計施工を通じて、地球温暖化問題への取り組みや地域の環
境活動に自主的・積極的に取り組みます。

2013年9月1日

2



□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

株式会社　共栄建設工業
代表取締役　沼田　茂

（２） 所在地
本　　　社 兵庫県豊岡市日高町国分寺２５４
大工作業場 兵庫県豊岡市日高町山本１０５-１
四十傳作業所 兵庫県豊岡市日高町国分寺四十傳７７-１
261作業所 兵庫県豊岡市日高町国分寺２６１
現場 毎年現場リストを作成（別紙）

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 吉野徳也 TEL：0796-42-3131
担当者 吉野由美 TEL：0796-42-3131

（４） 事業内容
 建築工事、土木工事、とび・土工工事、管工事、舗装工事、 塗装工事、解体工事

（５） 事業の規模
年商 1,041  百万円（2020年2月1日～2021年1月31日）

本社 大工作業場 四十傳作業所 261作業所 合計
18 無人 無人 無人 18

495.9 104.76 542.61 400 1543.27

（６） 事業年度 会計年度(2月～1月)、EA21の活動年度(9月～8月)

（７） 太陽光発電 規模 中郷(1期)48.4kWh 　中郷(2期)39.9kWh　石井 49.2kwh
年間発電量

合計

□認証・登録の対象組織・活動
登録組織名： 株式会社共栄建設工業
対象事業所： 本社

大工作業場、四十傳作業所、261作業所

対象外： なし

対象活動：

【組織図】 （本社）

従業員　　　　　
延べ床面積　　　

　　　51,421kwh　       45,438kwh        57,542kwh
154,401kwh（全量売電）

建築工事、土木工事、とび・土工工事、
管工事、舗装工事、 塗装工事、解体工事

代表者
社長

環境管理
責任者

吉野徳也

EA21
推進委員会

建築部門 土木部門 総務部門
（建築、管、塗装、解体） （土木、とび・土工、舗装）
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□主な環境負荷の実績

単位 2018年度 2019年度 2020年度
kg-CO2 90,421 94,355 90,768

CO2/kwh 0.418 0.334 0.318

t 0.36 0.72 0.59
t 698 927 3,724
㎥ 526 266 144
kg ― ― ―

□環境経営目標及びその実績 0.318 kg-CO2/kWh
基準値 2021年度 2022年度

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）

kWh 25,153 24,650 21,538 24,147 23,895
kg-CO2 7,999 7,839 6,849 7,679 7,599

基準年比 2017年 98% 96% 95%
目標比 87%

ℓ 15,205 14901 16994 14597 14445
kg-CO2 35,276 34506 39424 34242 33889
基準年比 2017年 98% 96% 95%
目標比 114%

ℓ 18,164 17,801 16,382 17,619 17,437
kg-CO2 46,863 45,926 42,265 45,457 44,989
基準年比 2017年 98% 97% 96%
目標比 92%
kg-CO2 90,137 88,271 88,538 87,378 86,476

t 0.34 0.32 0.59 0.35 0.34
基準年比 2017年 95% 93% 92%
目標比 184%
％

ﾘｻｲｸﾙ率 85% 85% 95% 80% 75%
㎥ 734 719 144 675 661

基準年比 2017年 98% 92% 90%
目標比 20%
件 37 36 58 4 5
件 ※ 1 0 3 4

・化学物質の使用はない。
・二酸化炭素合計には灯油は含まない

・エコ商品の提案とは、開口部の断熱改修、外壁・屋根・天井又は床の断熱改修、エコ住宅
　　　　　　　　　　 設備（節水型ﾄｲﾚ・高断熱浴槽・高効率給湯器・節湯水栓）の設置等

産業廃棄物のリサイクル

エコ商品の提案件数
ボランティア参加件数
(注)実績の基準日は目標値に対する比率を示す

ｶﾞｿﾘﾝ

上記二酸化炭素排出量合計

  産業廃棄物排出量
総排水量
化学物質使用量の削減

電力における二酸化炭素排出係数 :
　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2020年度

電力による二酸化炭素排出
量削減

自動車燃料に
よる二酸化炭
素排出量削減

軽油

一般廃棄物排出量の削減

水道水の削減

項　目
二酸化炭素総排出量
(電力の二酸化炭素排出係数)

廃棄物排出量
　一般廃棄物排出量
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□環境経営活動計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容
数値目標：○達成　×未達成

　 活動：◎よくできた　○まあまあできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況
次年度の

取組

数値目標 〇(87%) 　
△ 継続
○ 継続

.△ 継続

ｶﾞｿﾘﾝ 数値目標 ×(114%) 基準年見直し

○ 継続

○ 継続

軽油 数値目標 〇(92%) 基準年見直し

〇 継続

〇 継続

○

○ 継続

数値目標 ×(184%) 　
○ 継続
.△ 継続
.△ 継続

数値目標 〇(112％) 　
○ 継続
○ 継続
○ 継続

数値目標 〇(20％) 　
○ 継続

数値目標 〇(161％)
○ 継続
○ 継続
○ 継続
○ 継続

全体的にみると、目標を大きく更新
しているので、今後もこの調子で継
続していきたいです。
・内窓提案・二重窓提案・節水型ト
イレ提案・太陽光の提案・外壁材の
提案・保温浴槽の提案・LED照明の
提案

・省資源設計
・再生資源の利用
・省エネ設計
・環境配慮製品の販売促進

定期的に使用量をチェックすること
により、水漏れがないかなどを把握
したいです。

・節水シールの貼り付けとポスター掲示

エコ商品の提案件数

水道水の削減

二酸化炭素排出量合計

　　　　数値目標 電力はほぼ目標達成である。次年度
も継続する・エネルギー消費の削減

一般廃棄物排出量の削減

現在、シュレッダーゴミも一般廃棄
物として処理していますが、廃品回
収、古紙回収などでリサイクル出来
ないか検討します。

・分別の徹底
・帳票見直しによる印刷物の削減
・梱包材の再利用

取り組み計画 取組結果とその評価

電力による二酸化炭素排出量削減
累計結果をみると目標達成できてお
り、すごく良い結果だと思います。・空調温度の適正化（冷房２7℃　暖房２２℃）

産業廃棄物のリサイクル
ほぼ目標達成できたので、継続して
いきます。・作業ミスによる廃棄量の削減

・素材別ボックスの設置
・リサイクル業者の開拓

重機を新しく導入し、燃費の良いタイ
プになっていることで、軽油使用料は
大分下がってきていると思います。・アイドリングストップ

・効率的なルートで移動

・アイドリングストップ

・重機のエコモード操作の徹底

・不要照明の消灯

・ノー残業デーの実施

自動車燃料による二酸化炭素排出量削減
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□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

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。 (遵守評価日：2021年9月2日)

順守評価

○

○

○

○

○

○

なお、関係当局よりの違反、訴訟等の指摘は、過去３年間ありませんでした。
また、環境関連の訴訟も過去３年間ありません。

□代表者による全体の評価と見直し・指示

□環境活動の紹介
太陽光発電を設置し、環境活動に取り組んでいます。

　株式会社　共栄建設工業
　　代表取締役　沼田　茂

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。

2014年から取組を開始したEA21 活動は従業員の日常業務に根付いてきたと思います、EA21 活動の結果、色々な方
面でデータ化することにより意識が高まって来ていると思います。今後も継続して取組を実施します。
知恵を出し合い、一人一人がエコを意識していくことが、重要であることを肝に銘じ、更に環境負荷の低減に努め、新
エネルギーの太陽光発電の普及、快適健康生活住宅・エコ建物の研究をして、健康と持続可能な社会の構築に今後
も貢献して行きたいと思います。
また、国が推奨しているSDGｓへの取組みも視野にいれていきたいと思っております。

・環境経営方針・環境経営目標・実施体制に変更はない。

2022年1月7日

振動規制法 対象特定建設作業実施の届出、規制値の遵守

消防法 消火器の設置(危険物の保管はない)

フロン排出抑制法 業務用空調機及びフロン類の適正管理

廃棄物処理法 一般廃棄物、産業廃棄物の適正処理、(分別、処分など)

建設リサイクル法 建設副産物の届出、竿資源化等の実績、報告

騒音規制法 対象特定建設作業実施の届出、規制値の遵守

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

法令規制等の名称 順守すべき要求事項
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