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発行日：2022年4月28日

環境経営レポート

2021年度

対象期間：2021年3月1日～2022年2月28日

 環境経営方針
 組織の概要（事業者名、所在地、事業の概要、事業規模等）

 対象範囲（認証・登録範囲）

 環境経営活動組織図及び役割・責任・権限

 主な環境負荷の実績

 環境経営目標及びその実績

 環境経営計画の取組結果とその評価

 　　　　　　　　　　項　目

 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
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 代表者による全体評価と見直し・指示
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株式会社　光工業

環境経営方針 

環境に配慮した事業活動を行い、環境保全活動の推進に努めます。

事業活動に伴うエネルギー使用量の削減に努め、CO2排出量削減を推進します。

社員の作業意欲向上の為、技能実習生の活用を図る。

　福田 勝明

　制定日：2013年7月1日
　改定日：2020年3月1日
株式会社　光工業
　　代表取締役

□ 基本方針

環境経営方針を社内に周知し、全社員参画による展開をするとともに、社外におい
ても環境経営レポートを公開し他者とのコミュニケーションを実施します。

□ 基本理念

　地球環境問題の改善に取り組むことは、地球という土地に住む人類にとって共通のテー
マである。株式会社光工業は事業活動における環境負荷を真摯に受け止め、企業活動と
地球環境の調和を目指して、全社員が積極的に継続的にその負荷の低減に取り組んで
いきます。

環境関連法規等を遵守し、環境汚染の予防に努めます。

節水に務め、事業活動に伴う水使用量削減を推進します。

環境経営方針に沿って環境経営目標を具体的に設定し、継続的改善に努めます。

廃棄物排出量を抑制するよう努め、発生した廃棄物は、環境に影響を与えぬよう細
心の注意を払って分別処理しリサイクルに努めます。

グリーン購入の推進に努めます。
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　　連絡先　　（TEL）0796-42-3251（TEL）0798-45-0167

（FAX）0798-45-7905

　E-mail：hikari-kogyo@tuba.ocn.ne.jp

□ 建設業許可：兵庫県知事許可　特-3 第220122号

　土木工事業、舗装工事業、とび・土工工事業、水道施設工事業

□ 産業廃棄物収集運搬業許可（※自社廃棄物の収集運搬のみ）

　兵庫県　許可番号第02801064711号   許可年月日　許可の有効年月日2024年11月4日　がれき類他

　大阪府　許可番号第02700064711号　許可年月日　許可の有効年月日2024年12月26日　がれき類他

　宮城県　許可番号第0400064711号 許可年月日　許可の有効年月日2023年12月12日  がれき類他

　福島県　許可番号第00707064711号　許可年月日　許可の有効年月日2023年7月30日がれき類他

□ 保有運搬車両：(2022年2月28日現在)　1台 □ 積替え保管施設：なし

　□ 全組織、全活動を対象範囲とする。

（５）事業内容
　　　舗装工事、一般土木工事の設計・施工、産業廃棄物収集運搬業

　　　許可の内容

（６）事業の規模（2021年度）

　　　461百万円（事業年度：３月～翌年２月）

　　　工事件数：　227件

　　　従業員数：　14名　

【 対象範囲】認証･登録

　車輌の種類 台数

3tダンプ 1

□ 処理実績：産業廃棄物の収集運搬量　2,074t　（2021年度）

事業所名 所在地

　　代表取締役　福田 勝明（まさあき）

（２）所在地

　　本　　　社      兵庫県西宮市東鳴尾町2-16-30

　　東 北 支 社      宮城県仙台市青葉区北山1-6-13

（３）設立・資本金

　　創　業　昭和38年　　　設立　昭和52年6月　　

　　資本金　3000万円

（４）環境保全関係の担当者連絡先

　　環境管理責任者・担当者　代表取締役　　福田　勝明　　

【 組織の概要】

（１）事業者名及び代表者氏名

　　株式会社　光工業

床面積（㎡）

本　社 兵庫県西宮市東鳴尾町２－１６－３０ 118㎡

東北支店 宮城県仙台市青葉区北山１－６－１３ 52㎡
東北支店資材置場

(無人) 宮城県黒川郡富谷町石積字堂ケ沢30.31 495㎡
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本社責任者 東北支店責任者

最高責任者兼環境管理責任者

各工事現場責任者
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各工事現場責任者

ＥＡ２１事務局

・各工事現場のまとめ（工事責任者）

・マニフェストの発行と管理

代表者（社長）

EA21事務局

・環境経営に関する統括責任

・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作成

・環境目標・環境活動計画書を確認

・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

・環境管理責任者を任命

・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・環境活動レポートの承認

役割・責任・権限

環境管理責任者

(環境管理責任者兼任)

東北支店責任者及び

・事務所・工事現場の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

・事務所・工事現場における環境方針の周知

・事務所・工事現場の従業員に対する教育訓練の実施各工事現場責任者

全従業員

・事務所・工事現場における環境経営システムの実施

・環境活動の実績集計

・環境目標、環境活動計画書原案のの作成

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

本社・

・環境活動レポートの確認

・環境活動の取組結果を代表者へ報告・

・環境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）

・環境目標・環境活動計画書を承認

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

・事務所・工事現場に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告

・特定された項目の手順書作成及び運用管理

・事務所・工事現場の特定された緊急事態への対応のための手順書作成

　テスト、訓練を実施、、記録の作成

・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

・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



単　位 削減率

kWh 0.4%

L 98.0%

kg 37.0%

L 7.1%

L 3.3%

L 21.5%

kg-CO2 21.9%

kg 21.3%

ｔ -25.7%

ｔ 67.0%

m3 -8.1%

目標 実績 達成率 評価

kWh 4,351 4,513 96% △

L 814 17 4788% 〇

kg 3,137 2,058 152% 〇

L 8,282 8,018 103% 〇

L 3,413 3,437 99% 〇

L 52,931 43,282 122% 〇

kg-CO2 179,324 146,346 123% ー

㎥ 182 201 91% △

％ 100% 100% 100% 〇

kg 314 252 125% 〇

件 2 2 100% 〇

※ 達成率 ＝ 目標／実績　

※ 産業廃棄物リサイクル率とは、コンクリート塊とAs・Co塊ですべて再資源化（100％）している。

※ 化学物質は、使用していません。

建設発生土

水使用量

3,268

8,627

3,555

55,136

187,268

320

1,650

1,501

186

2020年度

4,458

460

2,367

7,438

3,187

43,894

《 2021年度の環境経営目標の実績・評価 》

□ 2021年度の環境経営目標及び環境経営計画の実績・評価

項目

事務所電力使用量削減

事務所灯油使用量削減

□ 主な環境負荷の実績

項　目

事務所の電力使用
量

事務所の灯油

工事現場のLPG

事務所のガソリン

工事現場のガソリン

工事現場の軽油

二酸化炭素排出量

一般廃棄物

工事現場産業廃棄物

2019年度
基準年度

4,532

848

工事現場LPG使用量削減

事務所ガソリン使用量削減

工事現場ガソリン使用量削減

工事現場軽油使用量削減

二酸化炭素排出量

2019年度

4,532

2021年度目標及び実績

848

3,268

8,627

3,555

55,136

187,268

水使用量使用量削減 186

産業廃棄物リサイクル率 100%

一般廃棄物の排出量削減 320

グリーン購入の推進 2

注2）評価欄 ○：達成（100％以上）△：やや未達成(100％未満90％以上)　×：未達成(90％未満)

注1）前年同様、2021年度も本社と東北支店の合計数値を対象とした。

＊削減率：1-（実績÷基準値）×100％

150,606

316

1,648

672

204

2021年度

4,513

17

2,058

8,018

3,437

43,282

146,346

252

2,074

495

201

※排出係数：0.418（kg-CO2/kWh)　2017年度関西電力調整後排出係数( 東北支店も、上記排出係数を用いる)
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評価

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

◎よくできた　　○：できた　　△：まあまあ(事例がない場合も含む)　　×：できなかった

kWh

kg

L

L

L

kg-CO2

㎥

％

kg

件

　　　EA21環境活動も7年がすぎ、環境意識の向上が著しく、前年同様すべての環境経営計画が「○」となった。
　　　2022年度以降についても上記環境経営取り組みを継続し、すべてが「○」を維持するように活動する。

取り組み計画 内容 2021年度

１）電力使用量の削減

Ⅰ．二酸化炭素排出量の削減

よく徹底されていた

アイドリングストップなどが意識され、よくできている

徹底されている

最小化が図られている

・エコドライブの徹底

５）軽油の削減

・重機不要時ストップ徹底

・アイドリング時間最小化

３）LPGの削減

・不要時のストップ

４）ガソリンの削減

よく消灯されていた

温度はよく管理されていた

長時間不使用時は停止された

意識向上も著しく、よく消火されていた

意識向上も著しく、適正化されていた

・不要照明の消灯

・空調温度の適正化

・不要時パソコンの停止

２）事務所灯油の削減

・不要時の消火

・空調温度の適正化

継続

継続

継続

継続

・散水の無駄はしない

・グリーン購入の推進

Ⅱ．廃棄物排出量の削減

・計測記録

・分別の徹底

Ⅲ．その他

・節水意識の向上 継続

継続

継続

継続

〇 分別も徹底され、再資源化100%維持ができた 継続

計測記録されている

よく分別された

節水意識の向上が著しい

節水意識の向上が著しい

購入時実績調査を行っている

都度対応で、文房具の購入がされている・事務用品のグリーン購入

事務所電力使用量削減 5,400 5,346 5,292 5,238

工事現場LPG使用量削減 4,800 4,752 4,704 4,656

《 2021年度の主要環境経営取り組み計画とその評価及び主要環境経営取り組み計画 》

□ 中長期目標の設定　（2022年2月で東北支社が閉鎖となった為、基準値を想定する必要がある。）

項目
2022年度予測 2022年度 2023年度 2024年度

100% 99% 98% 97%

・産業廃棄物リサイクル率

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

事務所ガソリン使用量削減 8,700 8,613 8,526 8,439

工事現場ガソリン使用量削減 4,200 4,158 4,116 4,074

工事現場軽油使用量削減 21,600 21,384 21,168 20,952

工事現場軽油使用量削減 32,400 32,076 31,752 31,428

※二酸化炭素排出量 188,330 186,447 184,563 182,680

水使用量使用量削減 240 238 235 233

産業廃棄物リサイクル率 100 100 100 100

一般廃棄物の排出量削減 264 261 259 256

グリーン購入の推進 2 2 2 2

5



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。

    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。また、訴訟もありません。

■ 内部コミュニケーション　　

・朝礼及び掲示板にエコアクション２１の取組み状況、達成状況掲示し全員に周知している。

■ 外部コミュニケーション

・外部から環境関連に関する苦情、要求はありませんでした。　

振動規制法・騒音規制法およ
び条例

□ 環境関連法規等の遵守状況の評価の結果

適用される法規制 遵守する事項 遵守評価

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律および条令

　（１）全体の評価
　　　 昨年度より基準を2014年度から2019年度に変更した。本社事務所の電力使用量がコロナ禍で空気入替の為窓開放し
          ながらエアコン使用していたので目標が少し未達成となった。二酸化炭素排出量の最も多い工事現場の軽油使用量
　　　は、重機の効率使用により2019年度21.5％削減しコスト削減につながっている。産業廃棄物の削減は、仕事量が
　　　増えると増加するので未達成となった。それ以外は、目標を達成し環境経営については良い結果を残すことができた
　　　と思います。

　（２）見直しの・指示
　　　2022年度以降の中期の環境経営目標については、2022年2月で東北支社が閉鎖となった為、基準値を大幅に変更する
　　　必要がある。2021年度の本社と東北支社の実績を考慮して「2022年度予測」として新たな基準値を設定し目標達成に
　　　繋げていきます。しかし工事内容、元請けとの契約により当社の環境負荷が大きく変動する項目については、目標の
　　　設定方法の見直しが必要と思われるが、難しいと思っている。
　　　今後も従業員との意見交換の場を積極的に設け、継続的に環境意識の高揚を図るとともに、より一層の環境経営を
　　　行いたい。来期以降も引き続き環境経営目標の達成に向けた行動をしてください。

項目

環境経営方針

環境経営目標

必要に応じて変更指示

必要なし

東北支社が閉鎖により検討要

特定特殊自動車排出ガスの規
制等に関する法律

特定特殊自動車の排出ガスの規定に従い対策型で
対応し、車検証及び機種により確認する

遵守

* 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ることを確認しました。

□ 代表者による全体の評価と見直し・指示

フロン排出抑制法

・収集運搬・処分依頼業者との適正な契約
・マニフェスト伝票の管理（依頼:A,B2,D,E、自社
収集運搬: A,B1,B2,C2,D,E）
・産廃処理業者実績報告書提出

特定建設作業の届出(元請対応)市町村長に7日まで
敷地境界線での規制基準の順守(85dB)

業務用エアコンの点検実施・記録の保管

遵守

遵守

遵守

東北支社が閉鎖により検討要

東北支社が閉鎖により検討要

必要なし

2022年3月20日
代表取締役　福田 勝明

環境経営計画

実施体制

その他の要素

見直しの必要性

否

要

要

要

否
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