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●事業所及び代表者●

　株式会社　ＳＥＴＯ

　代表取締役　　世 登 國 保

●所在地●

　静岡県静岡市清水区折戸4丁目7番7号

●環境管理の責任者及び担当者●

　天 野 友 博

　ＴＥＬ：054-334-8769

　ＦＡＸ：054-334-8760

　Ｅ-mail： t.amano@s-seto.jp

●設　立●

平成13年12月4日

●事業内容●

　土木・ほ装工事業　とび・土工工事業　鋼構造物工事業

　塗装業・石工事業　水道施設工事業　しゅんせつ工事業

　（許可番号）：静岡県知事許可（般-18）第31806号

　解体

　（許可番号）：静岡県知事許可（般-4）第31806号

　安全用品の販売（セーフティーコーン、保安灯など）

　産業廃棄物収集運搬業許可　第02201117547号（自社運搬のみ）

●事業規模●

　資本金　1,000万円

　従業員　14名

　売上高　60.000万円　（2021年度：2020年12月～2021年11月）

●登録範囲●

　安全用品（セフティーコーン、保安灯等）の販売

　全社・全活動

1.　組織の概要
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　一般建設業（土木・舗装、とび・土工）



代 表 者

管理責任者

部門担当

従 業 員
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現場事務所

（下請業者への協力依頼）

2.　実施体制

代表取締役
（統括責任者）
世　登　國　保

環境管理責任者

天　野　友　博

事務部門

世　登　美　栄
久　米　美　沙　緒

工務部門

佐　藤　康　弘
天　野　友　博

環境経営に関する統括責任、環境方針の策定・見直し及び全従業員への周知
現場管理責任者の使命、環境目標・活動計画・環境レポートを承認し評価と見直しを行う
経営における課題とチャンスの明確化

環境管理システムの管理及び実施
環境目標・活動計画表の取りまとめと報告
各部門とのスムーズな連携

部門における環境経営システムの周知
部門における環境経営システムの実施及び管理
部門に関する達成状況、問題点などの報告

環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚
決定事項を守り、自主的に活動に参加する

役割・責任・権限



【基本理念】

【基本方針】

　①　電力、燃料等の消費に伴う二酸化炭素排出量の削減

　②　廃棄物の削減と再利用、再資源化を推進します

　③　水資源の有効活用ならびに、使用料を削減します

　④　事務用品等のグリーン購入を推進します

　⑤　環境関連法規等を遵守します

　⑥　地域の社会貢献活動への取り組みに努めます
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制定日　　平成25年　8月　1日

改訂日　　令和3年　1月　25日

3.　環境経営方針

　当社は、土木建設業及び、関連する事業活動を行う中で、環境に与える影響を認識し、環
境保全に積極的に取り組みます。
　環境経営システムの継続的改善を図ります。

株式会社　ＳＥＴＯ

代表取締役　　世　登　國　保



（1）　短期目標及び中期目標

単　位
2016年
基準年

2019年度
目標

2020年度
目標

2021年度
目標

2022年度
目標

2023年度
目標

㎏-CO2 35267 34208 33856 33503 33150 32750

kwh 15857 15381 15222 15064 14905 14000

L 7903 7665 7586 7507 7428 7300

L 3065 2973 2942 2911 2881 2850

L 278 269 266 264 261 258

㎏ 分別排出 分別排出 分別排出 分別排出 分別排出 分別排出

％ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ｔ 実績 － － － 1396ｔ
（実績）

m3 604 585 579 573 567 560

品
ｸﾞﾘｰﾝ購入

励行
ｸﾞﾘｰﾝ購入

励行
ｸﾞﾘｰﾝ購入

励行
ｸﾞﾘｰﾝ購入

励行
ｸﾞﾘｰﾝ購入

励行
ｸﾞﾘｰﾝ購入

励行

件 2 2 2 3 3 3

本 37 156 180 200 220 -

（2）　短期目標（2022年度）の実績及び評価結果

単　位
2016年
基準年

2022年度
目標

2022年度
実績 評　価

㎏-CO2 35267 33150
53845

（162.4％）
×

kwh 15857 14905
6879

（46.1％）
〇

L 7903 7428
4294

（57.8％）
〇

L 3065 2881 15406
（5345.5％）

×

L 278 261
342

（131.0％）
×

㎏ 分別排出 分別排出 分別排出 〇

％ 100% 100% 100% 〇

m3 604 567
601

（105.9％）
×

品
ｸﾞﾘｰﾝ購入

励行
ｸﾞﾘｰﾝ購入

励行
ｸﾞﾘｰﾝ購入

励行
〇

件 2 3 3 〇

件 37 220 150 ×

産業廃棄物排出量把握

注）①CO2排出量の電力の実排出係数は、2016年中部電力0.462（㎏-CO2/kwh）を使用

　　②一般廃棄物は、少量で分別して排出しているので、目標値は定めず
　　③ｾｰﾌﾃｨｰｺｰﾝの販売は2023年度は一時中止

産業廃棄物のリサイクル

水使用量

グリーン購入

ボランティア活動参加

セーフティーコーンの販売（エコ商品）

Co2総排出量

電気使用量

ガソリン使用量

軽油使用量

一般廃棄物排出量

ボランティア活動参加
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4.　環境経営目標の設定

グリーン購入

セーフティーコーンの販売（エコ商品）

灯油使用量

項　目

Ｃｏ2総排出量

電気使用量

ガソリン使用量

軽油使用量

灯油使用量

一般廃棄物排出量

産業廃棄物のリサイクル

水使用量

項　目



期間：2021年12月～2022年11月

※評価は、計画通り実施〇、ある程度実施△、未実施× 評価者：天野 友博

取組項目 担当 評価 今後の取組内容

天野 〇 継続

天野 〇 継続

天野 〇 継続

久米 〇 継続

天野 〇 継続

天野 〇 継続

天野 〇 継続

天野 〇 継続

久米 〇 継続

久米 〇 継続

久米 △ 継続

久米 〇 継続

久米 〇 継続

久米 〇 使用後の確認

天野 〇 継続

天野 〇 今後年１回実施

天野 〇 継続

久米 〇 継続

久米 〇 分別確認徹底

天野 〇 継続

久米 〇 継続

久米 〇 継続

天野 〇 継続

天野 〇 継続

達成項目

電力量
（達成： -53.9％）

ガソリン
（達成： -42.2％）

未達成項目

二酸化炭素排出量
（未達成： +62.4％）

軽油
（未達成： +5245.5％）

灯油
（未達成： +31％）

水
（未達成+5.9％）

達成要因 継続していく為に必要なこと

事務所の節電を徹底的に行った。 事務所の省エネ活動を継続する。

エコドライブによりガソリン使用量が減少した。
工事状況により変動するが、常にエコドライブを心
掛ける。

昼間はストーブを止め、ブラインドを上げ太陽の光
を取り入れる。防寒着を着用する。

漏水が無いように点検は定期的に行い、節水活動
も継続する。

未達成の原因 今後の処置

台風15号災害復旧工事のため10月11月使用
料が増えてしまった。

台風15号災害復旧工事のため10月11月使用
料が増えてしまった。

重機のエンジンをこまめに止める。エコ走行を心掛
ける。

重機等のエンジンをこまめに止めることを心掛け
る。お互いに呼びかける。

１日中ストーブを付けているため。

花壇を始めた為、朝晩と水を使うようになった
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5.　環境経営計画及びその評価、次年度の取組内容

ガソリン使用量の削減

軽油使用量の削減

灯油使用量の削減

電気使用量の削減

水資源使用量の削減 点検実施

ストッパーホースに変えた

送られてくる用紙を使用

常時、徹底強化している

前日、打ち合わせをする

朝、声掛けを確認する
毎日、車両日報を付けている

常時、徹底強化している

前日、打ち合わせをする

朝、安全確認する
月曜朝、車両日報を付けている

6.　環境経営目標　達成要因　と　未達成の原因是正措置について

販売時、努めている

購入時、努めている

地域清掃、すなくりん

終了時に清掃

地域ボランティアへの参加に努める

前年度購入した防寒着着用

作業効率を考えながら実施

徹底している

設定

常時徹底

定期的に確認する

現場周辺の環境美化に努める

一般廃棄物の削減

産業廃棄物リサイクル率向上

エコ商品購入販売促進

環境ボランティアの参加促進

日々確認

現場確認している

天候状況に関して不注意

分別処理を徹底しリサイクルに努める

エコ商品の販売に努める

事務用品は可能な限りエコ商品を購入

ゴミの分別の徹底

建設機械等の設備による燃費向上

天候状況による暖房時間の削減

厚着、防寒着による暖房削減

エアコンの設定（冷房28度、暖房20度）

不在時、及び昼休みの電気消灯

パソコンの省電力化設定

未使用時の電源のオフ

漏水のチェック

漏水防止のための点検

洗車はストッパー付ホースを使用

コピー用紙はなるべく両面印刷とする

建設機械、重機のこまめなエンジン停止

活動内容 活動状況

アイドリングストップ、エコ走行の徹底

現場への相乗り

建設機械、重機のこまめなエンジン停止

日報を運行表にて燃料、点検をチェック

アイドリングストップ、エコ走行の徹底

現場への相乗り



評価日：2022年12月1日

評価者：天野 友博

Ｎｏ 遵守状況評価

1 〇

2 〇

3 〇

4 〇

5 〇

6 〇

7 〇

8 〇

9 〇

10 〇

11 〇

12 〇

13 〇

14 〇

15 〇

16 〇

17 〇

18 〇

19 －

20 －

　当社の事業活動に直接適用する環境関連法規の遵守状況の結果、違反等はありませんでした。

また関係当局からの指摘や、地域住民からの苦情当もありませんでした。

環境法規名

騒音規制法

振動規制法

廃棄物処理法

マニフェストの報告書の提出

掲示板の設置（６０ｃｍ×６０ｃｍ以上の大きさ）

建設リサイクル法

グリーン購入法

労働安全衛生法

大気汚染防止法

土壌汚染対策法

道路交通法

建設業法

河川法

下水道法

フロン排出抑制法

分別解体の促進、建設副産物リサイクル計画書

空調機の3か月毎の簡易点検の実施
機器廃棄後に記録を３年間保管

備品、事務用品などグリーン購入に努める

毎年定期的に定期健康診断を行う

該当する業務はなし
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該当する業務はなし

7.　環境関連法規の遵守状況の確認及び評価の結果

再資源化に努める（再資源化完了報告書）

特定施設工事作業管理・工事の届出、騒音の抑制

特定施設工事作業管理・工事の届出、騒音の抑制

中間処理場の確認（県条例）

投棄禁止・不法投棄は行わない

マニフェストの期間内の返却・90日又は180日以内

摘要内容又は遵守状況の確認

廃棄物搬出事業所との委託契約書の締結

マニフェストの管理・Ｄ票、Ｅ票の返却

1日50ｍ3以上の汚水を河川に排出する場合、
河川管理者にあらかじめ届出提出

1日50ｍ3以上の汚水を公共下水道に排出する場合公共下水
管理者にあらかじめ届出提出、排出基準の遵守

工事業者登録と更新、請負契約、技術者の登録

過積載の禁止など道路交通法の遵守



見直し項目 変更の必要性

環境経営方針 有　　無

環境経営目標 有　　無

環境経営計画 有　　無

実施体制 有　　無

その他 有　　無
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2022年　12月6日　 　　代表取締役　　世登 國保

8.　代表者による全体の評価と見直し・指示

　本年度のエコアクションは昨年度の結果を元に、改善点を事前に把握し取り組んだ。
　月初会議でエネルギーの使用量の確認をすることにより、従業員一人ひとりのエコ意識
が上がってきている。
　軽油については、台風15号災害復旧工事が、10・11月と急ピッチで進められている為、
使用料が大幅に増えてしまった。最低限できるアイドリングストップ、エコ走行等を昨年に
引き続き実施し、減少に繋げる努力をしている。
　灯油については、防寒着を着用するなどして仕事に影響がない程度に対策をした。
その結果、灯油に関しては目標値を達成することができた。

未達成の数値を確認し、目標の立て方の見直し・確認

未達成の原因を確認し、達成に向けて新たな計画を立て直す

緊急事態の訓練結果を記録し、何のために行っているか再確認する

「有」の場合の指示事項等



1.緊急時（地震、火災等）の想定とその対応策

（1）地震発生

訓練の結果・・・

自分自身の身を守る訓練は、特に問題なくできた

（2）火災発生

訓練の結果・・・

現場施工距離によって消火器の配置を１台だけでなく、２台必要である。

（3）緊急事態の訓練
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9.　事故及び緊急事態の想定結果及びその対応策

①地震等の緊急事態が発生したら屋内では、丈夫な机の下など安全な場所に避難し、慌てて外に
出ない

②屋外にいる場合、現場が山や、がけ付近では、落石やがけ崩れに注意をしその場から遠ざかるよ
うにする。街中では、ブロック塀などから離れ、看板や割れたガラスなどの落下に注意し、近くに丈
夫な建物があればその中に一時避難する。

③車に乗っている場合は慌ててスピードを落とさず、ハザードライトを点滅させ周りの車に注意を促
し、緩やかに速度を落とす。大きな揺れを感じたら、道路の左側に停止する。

　①2021年度同様、2022年度も2ヶ月に1回訓練を実施した。

　※地震等が治まったことを確認し、人命、怪我人等の確認後ガス、電気関係の電源をオフにし火
災による二次災害を防止する。

①大声で周りの人に危険を知らせ、場合によっては、応援を要請し消防署へ連絡する。

②対応不可能と判断した場合、迅速に安全な場所、駐車場等に避難し点呼を取り、社員の安全を
確認する。

④掘削中、玉掛け作業中地震が発生したら、慌てずゆっくりバケットをおろす。揺れがおさまった
ら、通行の邪魔にならない場所へ機械を移動させる。

実際の揺れの大きさによって玉掛け作業中の荷物がどのくらい揺れるのか想像が難しかった。最悪
の状況を何パターンか想定し、対応策を話し合うことが必要。



1.苦情・問い合わせをされた方

日付：　　年　　　月　　　日

ふりがな

氏名

住所

自　　宅

連絡先

携　　帯

※上記のように受付票に内容を明記し、外部から苦情を迅速に処理し、内容を補完する事により

今後の苦情て対する対応や、処理方法、原因を審査して苦情自体をおこさないようにする。

◎2022年は苦情、問い合わせはありませんでした。
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問い合わせ・苦情　受付票

対応内容

連絡先

内　　容

原　　因


