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作成日：

環境経営レポート2021
　（対象期間：2021年4月～2022年3月）

2022年7月29日

三同建設株式会社
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□ごあいさつ

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１． 環境関連法規制や当社が約束したことを順守します。

２． 次の事項について環境経営目標・経営計画を定め、継続的な改善に努めます。

①電力及び燃料の二酸化炭素排出量の削減（低炭素社会への対応）

②廃棄物排出量の削減及び再資源化の推進（循環型社会への対応）

③水道水使用量の削減(水資源の保全）

④環境に配慮した製品・資材の購入を推進します

⑤施工時の環境配慮を推進します

３． 環境への取り組みを環境経営レポートとしてとりまとめ公表します。

４． この環境経営方針は、全従業員に周知・徹底します。

制定日：
改定日：

三同建設株式会社
代表取締役社長    細川　恵吾

環 境 経 営 方 針
＜環境理念＞

2018年4月1日
2014年4月1日
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□組織の概要

（１） 名称及び代表者名

三同建設株式会社

代表取締役社長　細川　恵吾

（２） 所在地

本　　社 大阪府大阪市千代崎２丁目１５-１５

東京支店 東京都中央区京橋１-１４-４京橋ＴＳビル

（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 田中　正浩 TEL：０６-６５８４-５５２８

連絡担当者 TEL：０６-６５８４-５５２８

（４） 事業内容

解体工事業

（５） 事業の規模

売上高 75.2 億円 (2021年度)

本社 東京支店

69名 24名

758.31㎡ 45㎡

（６） 事業年度 ４月～３月

□認証・登録の対象組織・活動

登録組織名： 三同建設株式会社

サイト： 本社、東京支店　　

対象外： 無し

活動： 解体工事業

□主な環境負荷の実績（全体）

単位 2013年 2019年 2020年 2021年

kg-CO2 179,668 115,555 148,605 82,919

kg 882 751 793.7 878

トン 354 1,326 32,334 99,467.3

㎥ 11,562 6,352 22,130 24,854

※電力の二酸化炭素排出量換算値 0.493 関西電力：2016年度

※但し、二酸化炭素総排出量には都市ガス量を含む。

※２０２０年より大阪の現場分産業廃棄物量記載・２０２１年より全社の産業廃棄物量を記載させて頂いております。

　（基準年は事務所産業廃棄物のみ計上）

総排水量

延べ床面積　　　

　一般廃棄物量排出量

従業員数　　　　

廃棄物排出量

松村　宏樹

項　目

　産業廃棄物排出量

二酸化炭素総排出量

kg-CO2/kWh
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三同建設株式会社 実施体制図及び役割・責任・権限表

役割・責任・権限

全従業員

・環境経営目標、環境経営計画書原案のの作成

環境管理責任者

・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

・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

代表者

・環境経営レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・環境関連法規等取りまとめ表の作成

・環境経営の実績集計

　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方針の周知

・自部門の特定された緊急事態への対応のための手順書作成

・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

・自部門に関連する環境経営計画の実施及び達成状況の報告

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

東京支店

代表取締役

・代表者による全体の評価と見直し・指示を実施

・環境経営目標・環境経営計画書を承認

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境管理責任者を任命

・環境経営に関する統括責任

・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

・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

代表者（社長）

環境管理責任者
取締役総務部長

EA21担当者

営業部 総務部 工事統括部

当社元請工事現場

EA21　推進者

・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

・環境経営レポートの確認

・環境経営の取組結果を代表者へ報告・

・環境経営目標・環境経営計画書を確認

・環境関連法規等の取りまとめ票を承認

・環境経営システムの構築、実施、管理、

・環境経営レポートの承認
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　　　（１）全体（東京支店を含む）

（基準） （目標） （実績） （目標） （目標）

kg-CO2 48,075 42,787 28,003 42,787 41,825

基準年比 89% 58% 89% 87%

kg-CO2 127,662 108,551 54,829 108,551 107,274

基準年比 85% 43% 85% 84%

kg-CO2 3,931 3,381 87 3,381 3,381

基準年比 86% 2% 86% 86%

kg-CO2 179,668 154,719 82,919 154,719 152,480

kg 882 794 878.0 785 785

基準年比 90% 100% 89% 89%

％ 94.0% 94.5% 97.3% 95.0% 95.5%

基準年比 （2020年）

kg 4,160 3,740 0 3,740 3,700

点数 (2015年) 90% 0% 90% 89%

㎥ 11,436 9,905 24,854 9,790 9,678

基準年比 87% 217% 86% 85%

事務所欄・
現場欄を参
照

事務所欄・
現場欄を参
照

事務所欄・
現場欄を参
照

事務所欄・
現場欄を参
照

※東京支店事務所の水使用量把握が出来ないため、2019年度以降の目標は大阪のみの数値になっている。
　東京支店の目標については2019年以降は数値目標から活動目標に変更する。
※1:一般廃棄物の目標値は2015年度2016年度実績の平均値をもとに算出。
　

　

　　　（２）事務所（東京支店を含む）

（基準） （目標） （実績） （目標） （目標）

kg-CO2 48,075 42,787 28,003 42,787 42,306

基準年比 89% 58% 89% 88%

kg-CO2 32,896 28,948 22,964 28,948 28,619

基準年比 88% 69.8% 88% 87%

kg-CO2 80,971 71,735 50,967 71,735 70,925

kg 882 794 878.0 785 785

基準年比 90% 100% 89% 89%

㎥ 166 100 167 98 98

基準年比 60% 101% 59% 59%

100% 100% 100% 100% 100%

※東京支店事務所の水使用量把握が出来ないため、2019年度以降の目標は大阪のみの数値になっている。
　東京支店の目標については2019年以降は数値目標から活動目標に変更する。
※1:一般廃棄物の目標値は2015年度2016年度実績の平均値をもとに算出。

一般廃棄物の削減

自動車燃料の二酸化炭
素排出量削減

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

近隣への環境配慮
(環境に配慮した施工計画の作
成・作成率100％順守)

節水

基準年
(2013年)

2021年 2022年

電力の二酸化炭素排出
量削減

発電用燃料の二酸化炭
素排出量削減

電力の二酸化炭素排出
量削減

上記二酸化炭素排出量合計

通年

上記二酸化炭素排出量合計

節水

近隣への環境配慮

基準年
(2013年)

自動車燃料の二酸化炭
素排出量削減

2023年
　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

２０２2年

一般廃棄物の削減

２０２3年

産業廃棄物の削減
（事務所）

２０２1年
通年

産業廃棄物削減
再生資源化率
（現場）
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　　　（３）現場（東京支店を含む）

（基準） （目標） （実績） （目標） （目標）

kg-CO2 94,766 79,603 31,865 79,603 78,655

基準年比 84% 34% 84% 83%

kg-CO2 3,931 3,381 87 3,381 3,381

基準年比 86% 2% 86% 86%

kg-CO2 98,697 82,984 31,952 82,984 82,036

㎥ 11,270 9,805 24,687 9,692 9,580

基準年比 87% 219% 86% 85%

100% 100% 100% 100% 100%

※東京支店は2019年度より社用車使用を開始したので、実測を2019年度より開始している。　

2023年2021年

上記二酸化炭素排出量合計

通年
基準年

(2013年)　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

節水

2022年

発電用燃料の二酸化炭
素排出量削減

自動車燃料の二酸化炭
素排出量削減

近隣への環境配慮
(低騒音・低振動型重機の
完全使用)
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□環境活動計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容

（１）事務所

◎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

数値目標 ◎

○ 継続

◎ 継続

◎ 継続

◎ 継続

数値目標 ◎

◎ 継続

◎ 継続

◎ 継続

数値目標 ×

◎ 継続

◎ 継続

数値目標

数値目標 ×

◎ 継続

◎ 継続

◎ 継続

（２）現場　

◎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

数値目標 ◎

○ 継続

◎ 継続

◎ 継続

数値目標 ◎
◎ 継続

数値目標 ◎

◎ 継続

数値目標 ×

○ 継続

◎ 継続

評　価（結果と次年度の取組内容）

発電用燃料による二酸化炭素排出量の削減

産業廃棄物の削減

今回排出はなし

目標達成。
今年度は、各社員が公共交通機関を積極的に使用したからこ
そ達成できた数値でもあると思います。引き続き各社員には
自己啓発を促していきたい。・適正な車両整備

全照明をLED化した効果が現れ、大幅に達成で
きている。次年度は目標をさらに引き上げ、活
動していきたい。今後も順次こまめな消灯等を
確実に行えるようにしていく。

・エコドライブの実践

・積載オーバーをしない

目標未達成。・地上躯体解体が多かったため、散水量
が飛躍的に増えた。達成に向けて無駄な事は出来るだ
けしないように現場に呼びかける必要がある。

数値目標を達成出来ました。今後も再資源化
可能廃材を現場でしっかりと分別し、環境汚
染を防止する活動を全社員挙げて、推し進め
てまいります。

低騒音・低振動型の重機の完全使用を継続して
行う。

環境に配慮を行った施工計画書の作成率を
100％で保てるようにする。

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

・不要時の停止

・適正な車両整備

目標を達成。社用車も増加しているので、エコドライ
ブをさらに推奨していくようにする。

産業廃棄物の削減 再資源化率（現場）

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

・不要時のＰＣ電源OFF

・分別の徹底

・重量把握
目標未達成。目標達成に向けて各社員で取り組みます。

近隣への環境配慮

・積載オーバーをしない

・手洗い時、洗い物における日常的な節水の励行

節水

・分別の徹底

社内社員増加・コロナウイルス対策による手洗いなど
の機会が大幅に増えた。
上記が目標未達成の原因であった。来期は目標値・再
度啓発方法含め再度検討を行う。

一般廃棄物の削減

・分別の徹底

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃）

・クールビズ、ウォームビズの推奨

目標値を達成。使用自体がかなり少なくなっている。

・エコドライブの実践

節水

・不要照明の消灯

近隣への環境配慮

・環境に配慮を行った施工計画書の作成

・低騒音・低振動型の重機の完全使用

取り組み計画

・無駄な使用を無くす

・節水シールの貼り付け

評　価（結果と次年度の取組内容）

電力による二酸化炭素排出量の削減

取り組み計画
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□環境関連法等の遵守状況の確認及び評価の結果、並びに違反、訴訟の有無
　法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りです。

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

2021年度に関して、コロナウイルス騒動が絶えず、前年度に引き続き対策を行いました。
社員の安全・健康の為、手洗いうがいの徹底呼びかけやアルコールペーパーなどによるウイルス対策を呼び掛けた結果、数
値に現れたと思います。
また、定期的に行う運営委員会にて各業務の役割担当者を再度確認し、より良い運営が出来るように意見交換し、役割分担
を明確にした運営を徹底し、目指してきました。
その結果、円滑にエコアクション活動を行えました。
水の出しっぱなしや電気のつけっぱなし、パソコンの切れ忘れなどが減りましたが、コロナウイルス対策の為、窓を開けて
換気を行うことで室温が上がったりする為、空調の温度調整が出来ていないこと目立ちました。
また、業務の都合上、ノー残業デーにおいても全社員帰社出来ない事もありました。
2022年度については、各委員及び全社員が更なる目標値達成・今回達成できなかった目標に向けて意識・活動を再認識
し、確実な指揮及び活動推進を図り、委員会が筆頭になり更なる環境に優しい会社を創りましょう。

〇環境経営方針　　　　　　　　■変更必要なし　　□変更必要あり
〇環境経営目標・環境経営計画　■変更必要なし　　□変更必要あり
〇実施体制　　　　　　　　　　■変更必要なし　　□変更必要あり

家電リサイクル法 冷蔵庫・テレビ

解体工事

業務用空調機・重機

オフロード法 バックホウ、ブルドーザー、フォークリフト

建設リサイクル法

騒音規制法・振動規制法

適用される法規制

フロン排出抑制法

特定建設作業

一般廃棄物、産業廃棄物（金属ｸｽﾞ、廃プラ、廃ガラス、廃油等）

特定粉じん排出等作業、石綿排出等作業大気汚染防止法

廃棄物処理法

適用される事項（施設・物質・事業活動等）

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。

見直し実施日：202２年5月25日
実施者：代表取締役　　細川　恵吾
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□会社周辺の月次清掃状況
～　当社では毎月月末頃に会社周辺の清掃活動を行っています　～
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