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2021年度環境経営レポート
（対象期間：2020年10月1日～2021年9月30日）

福富工業　株式会社



様式：１-01（2013/08/08)

１．組織概要

（１） 名称及び代表者名

福富工業株式会社

代表取締役　福富　正和

（２） 所在地

本社 徳島県阿南市宝田町川原127-1

資材倉庫 徳島県阿南市長生町西方394-3

（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 代表取締役　福富　正和 TEL: 0884-22-0408

　　 担当者 総務部　　　　福富　清香　 TEL: 0884-22-0408

（４） 事業内容

土木工事業 水道施設工事業

建築工事業 　徳島県知事許可（特-02）第3563号

管工事業 　有効期限　令和8年2月14日

板金工事業

（５） 事業規模 　

売上高 20135万円（2021年度）

本社 倉庫

7名 無人

94.9㎡ 1962.53㎡

（６） 事業年度 10月～9月

２．認証・登録の対象組織及び活動

全組織、全活動を対象とする

認証・登録事業者名： 福富工業株式会社

対象事業所： 本社、資材倉庫、建設現場

事業活動範囲：土木工事業 水道施設工事業

建築工事業 　徳島県知事許可（特-02）第3563号

管工事業 　有効期限　令和8年2月14日

板金工事業

３．環境に関する苦情等の受付窓口

担当者 代表取締役　福富　正和 TEL: 0884-22-0408

延べ床面積

取組の対象組織・活動

従業員





実施体制図及び役割・責任・権限表

（本社）

福富　清香

代表者
代表取締役　福富　正和

環境管理 責任者
代表取締役　福富　正和

環境事務局

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

総務部 設備部 倉庫 現場事務所
現場代理人

役割・責任・権限

代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任

・環境管理責任者を任命
・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知
・環境経営目標、環境経営活動計画を承認
・代表者による全体の評価と見直しを実施
・環境経営活動レポートの承認

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理
・環境関連法規等の取りまとめ表を承認、遵守評価の実施
・環境経営目標、環境経営活動計画を確認
・環境経営活動の取組結果を代表者へ報告
・環境経営活動レポートの確認

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、EA21の事務局
・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
・環境経営目標、環境経営活動計画原案の作成
・環境経営活動の実績集計
・環境関連法規等取りまとめ表の作成
・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口
・環境経営活動レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）
・緊急事態への対応のための手順書作成　試行、訓練を実施、記録の作成

部門長 ・自部門における環境経営システムの実施
・自部門における環境経営方針の周知
・自部門の従業員に対する教育訓練の実施
・自部門に関連する環境経営活動計画の実施及び達成状況の報告

全従業員 ・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
・決められたことを守り、自主的・積極的に環境経営活動へ参加

・特定された項目の手順書作成及び運用管理
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施



◇主な環境負荷の実績

単位 R1年度基準値 R3年度実績 R4年度実績 R5年度実績 R6年度実績

㎏-CO2 20642 20919

ｔ 0.0984 0.0532

％ 89.49 92.64

㎥ 346 351

品目 8 8

％ 36 76

回 6 6

◇環境経営目標及びその実績

令和１年度 令和3年度 達成 令和4年度 令和5年度 令和6年度
（基準値） 状況

削減率（0％） 削減率（0％） 削減率（0％） 削減率（0％）
二酸化炭素排出量 6142

実績 6465
達成率% 94%

事 上水使用量 346

務 実績 351
達成率％ 98%

所 一般廃棄物排出量 0.0984

実績 0.0532
達成率％ 145%

グリーン調達 8

実績 8
達成率％ 100%

地域貢献活動 6

実績 6
達成率％ 100%

二酸化炭素排出量 14500

現 実績 14451
達成率% 100%

産業廃棄物の 89.49
リサイクルの推進

場 実績 92.64
達成率% 103%

再生資源の積極的 36
   利用

実績 76
達成率% 153%

電力換算係数0.7kg－CO2/KWh 

注：達成状況　◎充分出来ている（100％以上）

　　　　　　　△未だ不十分（100％未満）　　 　×出来ていない（80％未満）
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◇環境経営計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容

取組項目 結果 評価/次年度の環境経営計画

  

電力使用量の削減

 

燃料使用量の削減 ・作業停止時は、建設機械のエンジンを停止する

・過積載のチェックの徹底

・近距離の移動には自転車を利用する

交通事故で怪我をし自転車は休止。

上水使用量の削減 ・すすぎの水をためて植物への水やりに使う

一般廃棄物排出量の削減

産業廃棄物のリサイクル ・詰め替え可能な製品の利用や備品の修理等により、

　の推進 製品等の長期使用を進めていく

グリーン調達の推進 ・グリーンマーク対象商品の購入

再生資材の使用 ・再生砕石の利用

地域貢献活動 ・年６回以上の実施

社屋と資材倉庫の ・整理整頓を心掛ける
維持保全 ・現場が忙しくないときに建物の補修を少しずつ行う

注：達成状況　◎充分出来ている　△未だ不十分　×出来ていない

・手洗い時、洗い物は、節水を励行することを心がけ
る 手を怪我したため、節水できなかった。

・すだれやサンシェード、ブラインドやカーテンの利用
を推進

〇

コロナ対策に加湿器を設置しているが、
電気使用量は特に増えていないと思う。

・天井埋込型エアコンの吹き出しにファンを付け、風を
攪乱させる

レーザープリンターを新しく１台購入した
が、消費電力削減、耐久性も極めたエコ
な高性能機なので、期待している。

・空調の適温化を心がける（冷房28度程度、暖房20度
程度）

◎

新しいレーザープリンターももちろん付
いている。電池もエネループを使ってい
る。使用済みインクカートリッジも回収さ
れている。

△

過積載のチェックは常に行っている。

古い車は以前より少なくなったので燃費
も悪くない。

〇

お盆過ぎの雨で、水やりが楽になった。

・両面、集約等の機能を活用した印刷及びコピーを徹
底している

◎

両面使った紙も、半分余白があれば事
務連絡のFAX印刷に使えるので、さらに
使っている。

◎

インクジェットプリンターは販売店の延長
保証で修理して使っている。古いレー
ザーは販売店が引き取ってくれた。

◎

最近は内訳書で再生砕石と最初から指
定されている事が多い。業界の流れとし
ても再生砕石の使用が普通という感覚に
なっているし、再生の方が少しだけ安
い。

〇

夏場は熱中症対策で行っていない。屋
外ではあるが人が集まるのでマスクをし
ている。

◎

手が空いているときは常に倉庫の整理
整頓をしている。現場が少ないときに、
外壁の修理をした。台風で壊れていた社
屋の網戸を交換した。



◇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、訴訟の無無

法的義務を受ける主な環境関連法規等は次のとおりです。

法規制等名称 判定
廃棄物処理法 ○

○
労働安全衛生法 -
リサイクル法 ○

○
再生資源利用省令 〃 ○
建設廃棄物処理  指針 マニフェストに基づく適正処理の実施 ○
石綿含有廃棄物等処理マニュアル 現場保管及び搬出時 -
建築基準法 内装仕上げ・換気設備及び天井裏等の工事 ○
排出ガス対策型建設機械普及促
進規程

排出ガス対策型であることの確認 ○

騒音規制法 市町村へ事前確認、届け出 -
振動規制法 〃 -
浄化槽法 設置の届出、使用廃止後30日以内の届出 ○
消防法 火気の使用に関する規制 ○
フロン排出抑制法 〇

環境関連法規等の遵守評価の結果、環境関連法規等は遵守されていました。
なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去3年間ありませんでした。

◇代表者による全体の評価と見直し・指示
 エコアクション21を続けてきて、7年が経ち、エコ・環境あるいは資源の再生等の言葉・文字が
当たり前になっていると感じられます。
　事務所においても、現場においても、「もったいない」との意識を持ち続け、今後も現状維持を
基本とする目標を立て達成すべく社員一同、創意工夫をこらし、努力し続けて
参りたいと思っております。

◇環境活動の紹介

・天井埋込型エアコンの吹き出しに         ・好評のため、もう一台の天井埋込型エアコン

　　ファンを付け、風を攪乱させる 吹き出しにもファンが付いています

環境経営方針及び実施体制については、継続して運用します。

回収依頼書/委託確認書の交付・保存、引き取り証明書の保存

遵守事項
委託契約の締結
マニフェスト交付
石綿等の除去作業
再資源利用計画書・実施書の作成（様式１）
再資源促進計画書・実施書の作成（様式２）



・すだれも好評のため高性能なものに変更されました

・壁紙の破れを部分的に補修

・近距離の移動には自転車を利用する ・緑のカーテンにチャレンジ

・地域貢献活動 　　　・加湿器を設置


