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エコアクション２１

【環境経営レポート】 ：第１０版

対象期間： ２０２１年９月１日～２０２２年８月３１日

泉 設 備 株 式 会 社
〒４３３－８１２４

静岡県浜松市中区泉三丁目１５番１号

ＴＥＬ： ０５３－４７３－２４０１

ＦＡＸ： ０５３－４７３－２４０２

発行日 ２０２２年（令和４年）１０月１日

対象範囲： 泉設備(株)本社事業所における建設業

（管・水道施設・土木工事業）及び該当施工現場

IZUMI Plumbing
Equipment Co.,Ltd
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１．　事業所名及び代表者

◆ 　 泉　設 備 株 式 会 社
◆ 代表取締役　山本　正吉

２．　所在地

◆ 静岡県浜松市中区泉三丁目１５番１号

３．　事業内容

◆ 管工事業・水道施設工事業・土木工事業　

４．　従業員数

◆ 10名

５．　環境管理の責任者及び担当者氏名・連絡先

◆ 環境管理責任者　　営業部　　  若松　清隆
◆ 環境実務責任者　　工務部　　  鎌倉　剛
◆ 担当者　事務所・経理部門　　　村田　和代

　　　　　 エコアクション事務局　小川　直人
◆ 連絡先　 ＴＥＬ　　０５３－４７３－２４０１

ＦＡＸ　　０５３－４７３－２４０２

６．　許可・免状の種類
（H:平成、R:令和）

種別 許可番号 許可期限
建設業

静岡県産業廃棄物収集運搬業　　※1 第０２２０１１０１９９９号 H30. 2.26～R5. 2.25
※１自社発生分の産業廃棄物のみ運搬している。

※建設業許可業種
建設業許可業種 管工事業　土木工事業　水道施設工事業

※産業廃棄物の種類

産業廃棄物収集運搬業

７．　事業の規模

◆ 設立 昭和　５７年　８月　２３日

◆ 事業規模 ※事業年度は毎年９月１日～翌年８月３１日まで。

区分 単位 　令和３年（2021) 　令和4年（2022)
（西暦年月） 2019/9～2020/8 2020/9～2021/8 2021/9～2022/8

工事件数 件
売上高 百万円
従業員 人
床面積 ㎡
倉庫床面積 ㎡
資材置場面積 ㎡

◆ 保有車両・資機材等
・３ ｔ ダンプ　１台 ・タイヤショベル　　２台 ・バックホウ　２台
・２ ｔ ダンプ　２台　　 ・１．５　ｔ　トラック　２台　 ・軽トラック　 １台
・社有車　　　５台

（特定建設業）（特－3）第　７０３０　号
（一般建設業）（搬－3）第　７０３０　号

R3.10.26～Ｒ8.10.25
R3.10.26～Ｒ8.10.25

同左

同左
同左
同左
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523

同左
同左26

廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁
器くず、がれき類、紙くず、木くず、繊維くず　　　（以上７品目）

213
297
10
261

204
263
10

令和２年(2020)

194
168
10

１． 事業の概要



泉設備株式会社　　環境経営方針

〚企業理念〛

〚環境経営方針〛

１．当社は、顧客要求事項の実現に向けて事業と環境とのかかわりを考慮して、経営と環境への取組みの
方向性を一致させる「環境経営システム」を構築し、事業活動が環境に与える負荷を軽減すると共に
環境経営に即した継続的な活動を展開します。

【環境への取組みの重点分野】
積極的な環境への取組みと安全に配慮した水道施設工事に積極的に取組みます。

１） 二酸化炭素排出量削減のための各種省エネ活動を行います。

２） 廃棄物排出量削減と建設リサイクル率の維持・向上及び、水使用量削減活動を推進します。

３） 環境関連法規に関する遵守すべき内容及び、その他の関連する規制・協定及び要求事項を遵守
し、遵守義務を満たすために、定期的に監視をします。
又、外部コミュニケーションを適時・適切に取組みます。

４） 環境上の事故・緊急事態を想定した「リスク管理」に取組みます。

５） 工事期間の短縮化に対応するため、生産性向上活動を推進します。
（内部コミュニケーション含む）

６） 「環境経営レポート」を公表するなどして、当社の環境経営に関する
情報提供を行い、地域や社会貢献活動の推進に努めます。

２．顧客要求事項の実現に向けて環境経営を効果的且つ効率的に実践するための環境経営目標の策定
　 及び、達成するための環境経営計画を設定し、環境経営目標の達成状況を定期的に確認、・評価し、
環境経営システムを継続的に改善します。

３．環境経営システムを適切に運用するために方針、目標、計画を教育・訓練を通じ、従業員全員に周知し、
意識の向上を図ります。

４．環境経営システムを適切に運用するために方針、目標、計画を教育・訓練を通じ、新型コロナウイルス感染防止策の徹底。

　-４－

３． 環境経営方針

泉設備（株）は、経営上の様々な課題やチャンスを考慮しながら持続的に発展するこ

とと、工事現場で発生させる環境負荷の低減に努め、優良な環境の創出・保全を目指

す積極的な環境への取組みを一致させることにより生活・自然・地球環境の保全に配

慮した水道施設工事を通じ顧客要求事項の実現及び、顧客に安心・安全な水を供給す

ることと、よりよい環境を未来に持続させる企業を目指します。

平成２６年 ９月 １日

静岡県浜松市中区泉三丁目１５番１号

泉 設 備 株 式 会 社
代表取締役 山本 正吉

令和４年 １０月１日

制 定

見直し



【定量的目標値】
項目 　　　単位 ２０２１年度 ２０２２年度

実績値 目標※１

二酸化炭素排出量 軽油抜き ｋｇ－ＣＯ2 21,397.00 19,517.00 （電気＋ガソリン）

（内訳） 購入電力 ｋｗｈ 10,519.00 10,099.00 排出係数

ガソリン ｌ 7,205.00 6,465.00

二酸化炭素排出量 軽油含む ｋｇ－ＣＯ2 33,081.00 32,845.00 （電気＋ガソリン＋軽油）

（内訳） 軽油 ｋｗｈ 4,529.00 5,218.00 　排出係数

廃棄物排出量　※２
建設リサイクル率の維持・向上 ％ 100% 100.00 　ガソリン：2.32Kg-CO2/L

一般廃棄物 t 0.48 0.48 　軽油：2.58Kg-CO12/L

産業廃棄物 t ※建設リサイクル率１００％に置換 ※受注内容によって異なる。

水使用量 267.00 264.33

燃費向上目標 車両名 年平均燃費(km/l) 基準燃費(km/L) （エコドライブ上の基準燃費を流用）
※３ 軽油 ３ｔダンプ483 7.00 6.70

軽油 ２ｔダンプ22 6.44 6.30
ガソリン トヨタダイナ122 6.28 5.90
ガソリン トヨタダイナ8064 7.77 6.60
ガソリン ホンダフリード9113 8.90 9.00
ガソリン スズキエブリイ2972 12.62 12.40
ガソリン ダイハツアトレー5941 11.12 10.10

　※１：目標値の二酸化炭素排出量、購入電力・ガソリン・軽油は、２０１8年～２０20年実績の３ケ年平均値*0.99とした。
※２：産業廃棄物は受注内容により大きく異なるため、削減目標値は「建設リサイクル率１００％」に置き換えて活動する。
※３：該当車輌、燃費データはエコドライブ実績報告データを用い、中期目標値は202０年基準燃費を維持することとします。
中期環境目標：2022年度を基準値とし、毎年そこから－１％（減）を目標とした。
　尚、2022年（基準年)目標値は2019年～2021年実績の３ケ年平均値＊0.99とした。

　　　別紙、2022年度環境経営目標値及び目標値計算シート参照

項目 　　　単位 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度
（実績） （目標）（基準年） （目標） （目標）

二酸化炭素排出量 軽油抜き ｋｇ－ＣＯ2 21,396.42 19,517.00 19,321.83 19,126.66

（内訳） 購入電力 (係数0.445) ｋｗｈ 10,519.00 10,099.00 9,998.01 9,897.02

ガソリン L 7,204.94 6,465.00 6,400.35 6,335.70

二酸化炭素排出量 軽油含む ｋｇ－ＣＯ2 33,081.86 32,845.00 32,516.55 32,188.10

（内訳） 軽油 L 4,529.24 5,218.00 5,165.82 5,113.64

廃棄物排出量　※２ （目標）（基準年） （目標） （目標） （目標）

％ 100.00 100.00 100.00 100.00

一般廃棄物 t 0.48 0.48 0.47 0.47

産業廃棄物 t ※２建設リサイクル率１００％に置換

水使用量 267.00 264.33 261.69 259.07

燃費向上目標 車両名 基準燃費(km/L) （目標(km/L)） （目標(km/L)） （目標(km/L)）

※３ 軽油 6.70 6.70 6.70 6.70

軽油 6.30 6.30 6.30 6.30

ガソリン 5.90 5.90 5.90 5.90

ガソリン 6.60 6.60 6.60 6.60

ガソリン 9.00 9.00 9.00 9.00

ガソリン 12.40 12.40 12.40 12.40

ガソリン 10.10 10.10 10.10 10.10

月間又は年間エコドライブ報告上の燃費＝∑走行距離（ｋｍ）／∑消費量（Ｌ）＝平均走行距離（ｋｍ）／Ｌ

2022年電気：0.457Kg-CO2/Kwh

2021年度電気：0.445Kg-CO2/Kwh

スズキエブリイ2972

ダイハツアトレー5941

　-５-

ホンダフリード9113

建設リサイクル率の維持・向上

３ｔダンプ483

２ｔダンプ22

トヨタダイナ122

トヨタダイナ8064

４． 環境経営目標（削減数値目標）

3m

3m



【定性的目標値】

定性的目標 活動の考え方
ａ）グリーン購入 環境に配慮した商品の購入

何回も使える物の購入確認
グリーン対象品の優先使用

ｂ）環境配慮製品の提案 環境配慮工事の推進
環境配慮工事の提案活動
環境対応型重機の活用

ｃ）環境法遵守

① 外部からの苦情等の受付け結果　報告書
ｄ)外部コミュニケーション ② 外部からの要望等の受付け結果　報告書

③ 工事に伴う地域の皆さまへのお願い（住民説明会文書含む）
が文書として期末に纏められていること。

ｅ）リスク管理

ｆ）生産性向上活動

（内部コミュニケーション含む）

②新しい管理アプリの導入提案があること。
上記を最終的に期末に確認・評価する。

ｇ）教育・訓練及び資格取得

新型コロナウイルス感染防止策として以下を徹底する。
ｈ）新型コロナウイルス感染防止策 １）社内及び工事現場はマスク着用とする
　として時限目標（2020年～２０２１年）２）手洗い・うがい・消毒を随時行うこととする
　を設定 ３）３密回避

４）外出・会食・感染域への立ち寄り等の自粛

　　以下余白

　　　　　活動対象期間：２０２0／９～２０２3／８／末まで　　（中期計画）

②業務の見直しや改善が自発的にやられていることを内部コミュニケーション
時に把握できること。

資格取得については、申告制のため、取得時に本人努力を朝礼等で評価す
る。（随時）

　－６－

環境関連法規の遵守義務は毎月実施している「環境チェックシート」が適切に
運用されていること。（毎月・半期及び期末）

別紙「事故及び緊急事態の想定結果及びその対応結果」及び「環境上の緊急
事態の対応に関する試行及び訓練の結果」が文書として作成・管理されてい
ること。（期末）

①生産効率の良い設備機器類の調査・分析が実施され、内部コミュニケーショ
ン時に報告されていること。



【定量的目標値】

　　　二酸化炭素排出量削減のためにエネルギー資源の使用量削減活動を推進する。・二酸化炭素排出量単位：kg-CO2

目的 環境経営目標項目単位 目標 担当 主な活動計画 第一四半期 第二四半期 第三四半期

全二酸化炭素排出量 32,845以下

19,517以下

電力消費量 ｋWｈ 10,099以下 村田 不要時の消灯を徹底するステッカー貼付※②

エアコンフィルターの定期清掃 １１月 ５月

１１月 ２月 ５月、８月

低消費電力家電品の購入提案 必要な都度

エアコン室温温度調整 １１月 ５月

ガソリン使用量 Ｌ 6,465以下 鎌倉 エコ運転、ドライブを朝礼で指導

車検等定期整備の実施 　　　　　　　指定時期に実施

各員 日常点検の実施

最短移動ルートの採用

鎌倉 排ガス対応車への更新

各員 不要資機材を降ろす

重機のアイドリングストップ

燃費管理（エコドライブの維持）

軽油使用量 Ｌ 5,218以下 鎌倉 エコ運転、ドライブを朝礼で指導

車検等定期整備の実施 　　　　　　　指定時期に実施

各員 日常点検の実施

最短移動ルートの採用

不要資機材を降ろす

重機のアイドリングストップ

燃費管理（エコドライブの維持）

上水使用量                                                            の削減㎥ 264.33以下 各員 流しっぱなしで使用しない

村田 節水への注意喚起ステッカー貼付

毎月の使用量確認、漏水チェック

洗い物はまとめて行う。

ｔ 0.48以下 村田 コピー用紙の両面使用

封筒の再利用

裏紙再利用

工事排出物の分別と再使用の推進

廃棄物の分別

ｔ 291.58以下 鎌倉 廃棄物の分別

仮設資材等の再使用

建設副資材のリサイクル推進

再資源化処分場への処分委託推進

分別ルート（収集業者）の新規開拓

　　100%達成 鎌倉 建設副資材のリサイクル推進

再資源化処分場への処分委託推進

分別ルート（収集業者）の新規開拓

環境に配慮した資材 村田」環境対応ラベル品の購入確認

／商品の購入 随時対応 何回も使える物の購入確認

※③ 鎌倉 グリーン対象品の優先使用

若松 特定工事への施工計画反映活動
随時対応 環境配慮工事の提案活動

※③ 鎌倉 環境対応型重機の活用

環境配慮工事の推進

　　※ ①R2.1.7環境省：経済産業廃棄物処理業公表「中部電力（㈱）調整後排出係数　

　　　　②ステッカーとは注意を喚起する場合に貼付したものを云う。　

        ③定性的目標値から移動させた。

（購入電力CO2係数※①：0.457ｋｇ－ＣＯ２／ｋｗｈ）

環境配慮工事の推進

施工方法等の提案

　－７－

軽油抜き二酸化炭素排出量

エアコン及び室外機の簡易定期点検

パソコン、コピー機エコモード設定維持

一般廃棄物削減

産業廃棄物削減

建設リサイクル率

の維持・向上

グリー
ン購入

発生都
度

５． 環境経営計画

二
酸
化
炭
素
の
削
減

廃
棄
物
の
削
減
・
再
使
用
・
再
生
利
用



【定性的目標値】

※１この目標は、月ごとに所定の記録を作成することや期末に全体の状況をまとめる報告書を作成したり、
　　　ｈ）項にある行動について各人に行動を求める目標である
※２)グリーン購入及び環境配慮工事の推進の提案については、具体的な活動計画をたて、定量的目標値に含めた。

取組むテーマ 主な担当者 主なアウトプット作成及び、ｉ）項の実行第一四半期 第二四半期 第三四半期

ｃ）環境法遵守 若松　清隆
（事務局）

毎月実施している「環境チェックシート」

ｄ）外部コミュニケーション
若松　清隆
（事務局）

鎌倉　剛

ｆ）生産性向上活動 （計画段階）
（内部コミュニケーション含む） 若松　清隆 （朝礼又は、社内打ち合わせ時）

（実施段階）
鎌倉　剛
若松　清隆 随時、口頭報告
全員 ①マスク着用

②手洗い・うがい・消毒の励行
③３密回避

以下余白

ｇ）教育・訓練及び資格取得

ｅ）リスク管理

h)新型コロナ感染防止策の徹底

② 外部からの要望等の受付け結果報告書

① 外部からの苦情等の受付け結果報告書

　－８－

内部コミュニケーション時の発言・検討内容等

④外出・会食・感染域への立ち寄り等の自粛

　（２０２０年～２０２３年）

「事故及び緊急事態の想定結果及びその対応結
果」及び「環境上の緊急事態の対応に関する試
行及び訓練の結果」の文書類

③ 工事に伴う地域の皆さまへのお願い（住
民説明会文書含む）



経営責任者
（代表取締役）

山本　正吉

環境管理責任者

若松　清隆

エコアクション21
事務局
（顧問）

小川　直人

事務所・経理

村田　和代

【施工現場】

『環境管理組織における機能等』
役職 　　　責任・権限及び役割

経営責任者

環境管理責任者 ①環境経営活動の推進、朝礼、打合せ会議等の実施
②環境経営目標及び環境経営計画の作成
③環境関連法規等のとりまとめ及び遵守状況チェック
④協力会社への協力要請、指導及び、経営者への報告
①エコアクション２１における文書及び手順書類の作成

➂環境関連法規等の抽出 　
④環境負荷の自己チェック、取組の自己チェックの実施
⑤環境活動レポート案の作成
①環境経営計画の推進及び実績集計
②自部門の問題点のチェックと予防措置の提案、実施
③環境方針、目標の周知とその達成のための活動のフォロー
④協力会社への協力要請、指導及び、管理責任者への報告

全従業員 ①各個人における環境方針・目標の達成のための活動
②活動を妨げる問題点等の打上げ及び対策の検討・実施　等

①環境経営全般に対しての責任と権限
②環境経営方針の作成と社員への周知及び見直し

④実施体制の構築及び維持・見直し
⑤経営資源の準備

　※朝礼（毎朝）、打合せ会議（都度）とは環境目標の達成状況の把握等環境に関する内部コミュニケーションを図る会合をいう。

環境実務責
任者・事務
所・経理

　-９-

③環境経営目標、環境経営計画の評価、環境関連法規等の遵守状況の確認・見直し

②環境目標及び環境活動計画案作成及び環境管理責任者、環境管理者サポート
エコアクショ
ン21事務局

６． 実施体制・範囲

全 従 業 員

協力会社

への指導

（施策へ

の協力要

請・教育

環境実務責任者兼

施工現場責任者

鎌倉 剛

協力会社



項目 　　　単位 ２０２2年度 ２０２2年度 全項目 軽油抜き

目標※１ 実績 評価(1) 評価(2)

二酸化炭素排出量 軽油抜き ｋｇ－ＣＯ2 19,517.00 19,903.19 　－ できなかった

（内訳） 購入電力 ｋWｈ 10,099.00 11,026.00 　－ できなかった

ガソリン ｌ 6,465.00 6,407.03 　－ できた

二酸化炭素排出量 軽油含む ｋｇ－ＣＯ2 32,845.00 31,021.24 良くできた (軽油含む)

（内訳） 軽油 ｋｗｈ 5,218.00 4,309.32 良くできた

廃棄物排出量　※２ 評価基準
建設リサイクル率の維持・向上 ％ 100.00 100.00 良くできた 良くできた＝Ｘ=100%又は100%以上

一般廃棄物 t 0.48 0.48 良くできた できた＝109%≧X≦１００％

産業廃棄物 ※２建設リサイクル率１００％に置換 良くできた あまりできなかった

水使用量 264.33 298 できなかった 　＝100≧X≦90.0%

燃費向上目標 車両名 （目標(km/L)） 実績燃費 評価 できなかった

※３ 軽油 ３ｔダンプ483 6.70 6.40 できなかった 　＝Ｘ≦89.90%
軽油 ２ｔダンプ22 6.30 6.69 できた

ガソリン トヨタダイナ122 5.90 9.01 良くできた

ガソリン トヨタダイナ8064 6.60 7.23 良くできた

ガソリン ホンダフリード9113 9.00 9.01 できた

ガソリン スズキエブリ2972 12.40 12.54 できた

ガソリン 12.90 15.80 良くできた

【１）軽油抜きCO2排出量の推移・・・軽油抜き排出量】

２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年
　　　軽油抜き排出量 Kg-CO2 16,672 17,295 20,321 21,396.42 19,903.19
　　　　　　　　購入電力 KWH 10,630 9,666 10,111 10,519.00 11,026.00
　　　　　　　　ガソリン L 5,024 5,488 6,702 7,204.94 6,407.03

運用期間目標とその実績及び評価（２０22年度（令和3年９月～令和4年８月末）

※１：目標値は二酸化炭素排出量のみとし、２０１７年～２０１９年実績の　３ケ年平均値とした。
※２：前年実績値であり、２０２２年は削減目標ではなく、発生状況を把握して異常値の有無を確認する。
※３：該当車輌及び燃費データはエコドライブ実績報告データを用いる。

ホンダＮバン

※４：排出係数：電気（中部電力調整後）：0.457kg-CO2・ｋｗｈ、ガソリン：2.32kg-CO2/L、軽油：2.58kg-CO2/L

　-１０-

７－１．環境経営目標の実績（削減数値目標の実績）

・環境経営目標の実績推移
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【2）軽油含む全CO2排出量の推移・・・軽油含む全発生量推移】

2018年 2019年 2020年 202１年 202２年
　　　軽油含む排出量 Kg-CO2 38,008 37,069 29,248 33,081.86 31,021.24
　　　　　　　　購入電力 KWH 10,630 9,666 10,111 10,519.00 11,026.00
　　　　　　　　ガソリン L 5,024 5,488 6,702 7,204.94 6,407.03

L 8,269 7,664 3,460 4,529.24 4,309.32

　項目 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 ２０２１年 ２０２2年
一般廃棄物（Ｋｇ） 480 480 480 480 480
水使用量 256 280 305 267 298

　項目 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 ２０２１年 ２０２２年
産業廃棄物発生推移 68,780 294,531 513,510 733,380 742,160
（完成工事高:千円） 242 212 297 263 168
・廃棄物排出量は受注金額ではなく、受注内容により大きく左右されるが、再資源化（リサイクル）率の向上に
　努めるとともに、極力発生を減らすことも工夫したい。尚、削減目標は再資源化（リサイクル）率１００％である。

　　　　　　　　　　　軽油

　-１１-
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【事務用品類ではインクカートリッジが多い】 　　　　　　【リサイクル材料の活用】

【リサイクル材料の活用
必要な資機材を再活用している】

【太陽光発電システムによる環境に配慮した工事の施工状況】

【施工時に発生した土砂を再生資源化
【施工現場での「改良土(砂)」の使用例】 プラントへ持ち込み再資源化を図る】

　-１２-

７－２． 環境経営活動計画の取組状況

Ｎｏ１：グリーン購入の実践

Ｎｏ２：環境保護・安全・配慮型工事への取組み

改良土(砂)



【廃棄物を分別するための容器等】
　-１３-

Ｎｏ３：二酸化炭素排出量削減への取組み

浜松市エコドライブ

事業所認定制度に

トライして、２０１８

年２月２６日にエコ

ドライブ実践事業

所に認定されまし

た。

いままで以上にエ

コドライブに関する

取組を継続的に実

践し、全員で二酸

化炭素排出削減し

ます。

浜松市エコドライブ実践事業所（認定取得）

エコドライブ勉強中

Ｎｏ5：節水への取組みＮｏ４：３Ｒ推進の取組み



【定量的目標値】 注）次年度定量的目標値は４頁「環境経営目標値」に記載済

目的 環境経営目標項目 担当 主な活動計画 評価 次年度取組み内容

電力消費量削減 村田 ○ 不具合箇所再貼付する

○ 11月、5月実施

○ 11.2.5.8月実施

○ 必要な都度提案する

○ 11月、5月実施

○ 継続

ガソリン使用量削減 鎌倉 エコ運転、ドライブを朝礼で指導 ○ 継続

車検等定期整備の実施 ○ 指定時期に実施

各員 日常点検の実施 ○ 継続

最短移動ルートの採用 ○ 継続

鎌倉 排ガス対応車への更新 ○ 継続
各員 不要資機材を降ろす ○ 継続

重機のアイドリングストップ ○ 継続
燃費管理（エコドライブの維持） ○ 継続

軽油 使用量削減 鎌倉 エコ運転、ドライブを朝礼で指導 ○ 継続
車検等定期整備の実施 ○ 指定時期に実施

各員 日常点検の実施

○ 継続

最短移動ルートの採用

○ 継続

不要資機材を降ろす
○ 継続

重機のアイドリングストップ ○ 継続
燃費管理（エコドライブの維持） ○ 継続

各員 流しっぱなしで使用しない ○ 継続
村田 節水への注意喚起ステッカー貼付 ○ 継続

毎月の使用量確認、漏水チェック ○ 継続
洗い物はまとめて行う。 ○ 継続

村田 コピー用紙の両面使用 ○ 継続
封筒の再利用 ○ 継続
裏紙再利用 ○ 継続
工事排出物の分別と再使用の推進 ○ 継続
廃棄物の分別 ○ 継続

鎌倉 廃棄物の分別 ○ 継続
仮設資材等の再使用 ○ 継続
建設副資材のリサイクル推進 ○ 継続
再資源化処分場への処分委託推進 ○ 継続
分別ルート（収集業者）の新規開拓 ○ 継続

建設リサイクル率 鎌倉 建設副資材のリサイクル推進
の維持・向上 再資源化処分場への処分委託推進 ○ 　　継続

分別ルート（収集業者）の新規開拓 　　※１
グリーン 環境に配慮した商品 村田 環境対応ラベル品の購入確認
　　購入 の購入 何回も使える物の購入確認 ○ 　　継続

鎌倉 グリーン対象品の優先使用
環境配慮 若松 特定工事への施工計画反映活動
工事の 環境配慮工事の提案活動 ○ 　　継続
提案 鎌倉 環境対応型重機の活用

環境配慮工事の推進
※１：１００％達成を確認した。その他は随時実行していたのを確認した

パソコン、コピー機エコモード設定維持

不要時の消灯を徹底するステッカー貼付

エアコンフィルターの定期清掃

エアコン及び室外機の簡易定期点検

低消費電力家電品の購入提案

エアコン室温温度調整

　－１４－

一般廃棄物削減

産業廃棄物削減

上水使用量
の削減

環境配慮工事の推進

７－３．環境経営計画の実績と評価

及び次年度への取組

二
酸
化
炭
素
の
削
減

廃
棄
物
の
削
減
・
再
使
用
・
再
生



【定性的目標値】

取組むテーマ（目的） 主な担当者主なアウトプット作成及び、ｉ）項の実行の確認 評価 次年度取組み内容

ｃ）環境法遵守
若松　清
隆
（事務局）

毎月実施している「環境チェックシート」を確認した ○ 継続

○ 継続

ｄ）外部コミュニケーション
若松　清
隆
（事務局）

○ 継続

○ 継続

ｅ）リスク管理 鎌倉　剛 ○ 継続

（計画段
階）

若松　清隆
（実施段階）

鎌倉　剛
ｇ）教育・訓練・資格取得若松　清隆 随時、口頭報告された ○ 継続

全員 ①マスク着用 ○ 継続
②手洗い・うがい・消毒の励行 ○ 継続
③３密回避 ○ 継続
④外出・会食・感染域への立ち寄り等の自粛 ○ 継続

以下余白

　－１５－

③ 工事に伴う地域の皆さまへのお願い（住民説
明会文書含む）確認した

「事故及び緊急事態の想定結果及びその対応
結果」及び「環境上の緊急事態の対応に関する
試行及び訓練の結果」の文書類確認した

① 外部からの苦情等の受付け結果報告書を確認した

② 外部からの要望等の受付け結果報告書を確認した

ｈ）新型コロナ感染防
止策への取組

　（２０２０年～２０２3年）

ｆ）生産性向上活動（内
部コミュニケーション
含む）

内部コミュニケーション時の発言・検討内容等確
認できた

○ 継続



１．環境関連法規等の遵守状況
　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。

2022/10/1
環境管理責任者
　若松　清隆

適用内容 遵守状況 備考

事業者の責務 ○

○

○

○

該当なし

該当なし

○

該当なし

該当なし

地球温暖化対策推進法 第5条 温室効果ガスの発生抑制 ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
第8条第1項 産業廃棄物管理責任者の選任 ○
第8条第5項 同上責任者の設置・変更報告 ○
第10条第1項 処分委託先施設の実態確認の実施 ○
第10条第2項 同上確認結果の記録と保存 ○

○

２．違反・訴訟等の有無
　関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟もありません。又、過去３ケ年間ありませんでした。

2022/10/1
環境管理責任者
　若松　清隆

注）建設リサイクル法では、

第4条 事業者の責務

第18条 県知事への状況報告の提出（毎年6月末まで)

産業廃棄物とは

排出事業者責任

委託契約（書）の締結・保存

多量排出事業者の処理計画書作成・提出

同上処理実績報告書の提出

　－１６－

浜松市産業廃棄物
適正処理条例

分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準については、1)建築物の解
体工事では床面積80m2以上、2)建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上、3)建築物の修繕・模様
替え等の工事では請負代金が１億円以上、4)建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金
が500万円以上と定められています。

建設リサイクル法
（下段コメント参照）

グリーン購入法

消防法

下水道法

第5条

第10条第1項

第18条第1項

第5条

第17条第1項

第10条

廃棄物発生抑制と再資源の使用

対象建設工事の届出

対象建設工事終了時の発注者への報告

法規・条例・規制

第12条第10項

条　　項

循環型社会形成推進基
本法

廃棄物処理法

第12条第6項

第12条第9項

第12条の3第1項
及び第6項

第11条

第2条4項

第３条1項

騒音・振動規制法
第14条第1項

第15条第1項

特定建設作業の届出

特定建設作業に係る騒音・振動規制基準の遵守

環境物品の購入努力義務

消防用設備の設置及び維持

排水設備の設置等

○

第12条の3第7項 管理票交付状況報告書の提出

産業廃棄物管理票交付及び保存

第12条

第16条

対象建設工事受注者(対象工事の届け出)

際資源化等実施義務

８．環境関連法規などの取りまとめ及び遵守状況



【１．見直し情報】
見直し情報項目 見直し 見直し時のコメント又は指示事項等

確認済

1 ✔ 内容的に継続させる。

1 ✔ 同上

1 ✔

2 環境経営計画の実施及び運用結果 ✔ 継続させる。
3 環境関連法規の遵守状況 ✔ 手順に従い継続します。
4 外部コミュニケーション対応状況 ✔ 利害関係者からの苦情や新規要望はありません。
5 その他文書・記録関係 ✔ 別紙報告の通りです。継続させる。

6 その他推進事項、関連事項等の状況 ✔

・ エコアクション２１建設業者向けガイドラインが２０１７年版に移行し、それに対応して環境経営システムを見直しながら
２０２２年度実績を環境経営レポートに纏めました。

・

又、特に定性的目標値に設定した、新型コロナウイルス感染防止策が全員で守られたことも良かった点だった。

・ まず、軽油使用量が目標５，２１８Ｌ→実績４，３０９Ｌだったことが、ＣＯ２排出量に大きな影響を与えた。

これにより、軽油を含めた全ＣＯ２排出量は目標３２，８４５kg-Co2→実績３１，０２０kg-Co2となり、

目標達成した。

但し、軽油抜きのCO2排出量では目標１９，５１７kg-CO2→実績１９，９０３」kg-CO2で目標未達となった。

その大きな要因は、購入電力量が冷暖房による消費量が大幅に増加したことにより、目標の１０９％増しで、

Ｃｏ２に換算すると、目標を約２％超えてしまった。（目標19,517→実績19903.12㎏-Co2）

・ 二酸化炭素排出量の総量推移は２０１８年比81.6％を示していて減少傾向を示しています。

目標値を過去３ケ年平均値から算出しているため、経営環境が著しく変化すると目標逸脱になってしまう。
軽油は受注内容により大きく振れる傾向にあるが、省エネ建機の導入やエコ運転を工夫することにより
総量削減を継続させることを目指します。

　　次年度も、顧客要求事項を実現させながら、新しい環境経営方針・目標の下で従業員全員が環境負荷を軽減
　　する目標を立て、その実現に向かって意見交換や提案を出し合う等、環境問題に対する意識を持ち日々の業務に
取り組みます。又、以下の項目に対して変更の必要性について指示します。

見直し項目 「有」の場合の指示又は指摘事項

1 環境経営方針 有 無 現状の考え方を継続させ、意識の浸透を図る。

2 環境経営目標 有 無 目標値を見直すこと。

3 環境経営計画 有 無 新環境経営目標に合わせ見直しを行うこと。

4 環境管理体制（組織） 有 無 現状役割分担を維持する。

5 その他手順関係（文書見直し） 有 無 継続させる。

6 外部コミュニケーション対応 有 無 継続させる。

7 その他関連事項 有 無 朝礼等で状況を全員に報告・確認すること。

環境経営目標及び目標達成状況(新型コ
ロナウイルス感染防止策含む)

ＣＯ2排出量削減を軽油抜きと含むにしている事、目標値を過去３ケ年平均とし
ている事を継続させる。新型コロナウイルス感染防止策の継続。

今年度も継続して環境経営目標を「定量的目標」と「定性的目標」に分け、定量的目標では、二酸化炭素排出量削
減活動のための各種省エネ活動の推進をあげた。定性的目標では、実績が数値で把握しにくい内容だが、環境経営
的には重要と考えられる内容を明確にし、役割分担をしながら取り組んだ。

　-１７-

経営における課題とチャンス及びその展開構
想の内容

ガソリン、軽油の燃費向上活動をエコドライブチャレンジを推進す
ることにより継続させる。

環境経営方針

変更の
必要性

９． 代表者による全体評価と見直し・指示

令和４年１０月１日

泉 設 備 株 式 会 社
代表取締役 山本 正吉IZUMI Plumbing

Equipment Co.,Ltd
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１０． 環境保全・維持向上活動風景

勉強会風景

排出ガス対策型の

建設機械を使用

環境への配慮（生垣養生）

用土飛散

防止対策

環境への配慮（LED照明）
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二 酸 化 炭 素 の 削 減 活 動


