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１．取組の対象組織・活動

１．組織の概要

(１)　事業者名及び代表者氏名

友田建設株式会社　　代表取締役　友田匡則

(２)　所在地

本　　社 兵庫県豊岡市大磯町４番5号

兵庫県豊岡市加陽815-3

連絡先 TEL　0796-22-5388

FAX　0796-24-2580

(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　友田匡則

環境管理担当者 代表取締役　友田匡則

(４)　事業活動内容

※ 兵庫県知事（特３）第６５０１００号

土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業

舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業、解体工事業

※ 兵庫県知事（般３）第６５０１００号

大工工事業、管工事業

(５)　事業規模

年間売上高

本社 合計

20人 20人

540.81ｍ2 909.11ｍ2

353.1m２ 2369.58ｍ2

(６）　建設現場等の概要（2020/11～2021/10）

元請工事 32 件

下請工事 2 件

(７)　事業年度 １１月～翌年１０月

２．認証・登録範囲

(１)　事業所名

友田建設株式会社

本社、加陽資材倉庫

(２)　活動

建築工事業、土木工事業

加陽資材倉庫

P.1

370百万円

総従業員

延べ床面積

敷地面積

加陽資材倉庫

無人

368.3ｍ2

2016.48ｍ2



２．主な環境負荷の実績（過去３年間分）

2018年 2019年 2020年 2021年

二酸化炭素

排出量
kg-CO2 126,574 78,286 69,336 63,635

産業廃棄物

排出量
ｔ 621 419 257 182

一般廃棄物 ｔ 0.10 0.14 0.18 0.19

総排水量 ｍ3 164 258 79 73

項目 単位
環境負荷の実績

電力の二酸化炭素排出係数：0.418kg-CO2/kWh　2017年関西電力排出係数調整後

P.2



当社の経営理念の一つである「地域社会への貢献」に沿って、

地域環境問題と事業の発展を両立させる建設活動に努めます。

１．建設事業に伴う環境負荷の低減に努めます。

※ １．電力及び自動車燃料の使用による二酸化炭素排出量の削減

但し、電力については、本社事務所・加陽資材倉庫のみとする。

２．排水量の削減

※ ３．廃棄物排出量の削減

２．建設事業を通じて環境改善に努めます。

１．リフォーム等における省エネ機器の設置推奨

３．関係する環境法規等及び地元との約束を遵守します。

４．本方針を全従業員及び協力会社社員に周知させ、社外へも公開します。

５．環境経営システムの継続的改善を図ります。

設定日 2014年　6月　1日

改定日 2022年　7月　7日

友田建設株式会社

代表取締役　友田　匡則

※　重点項目

P.3

友田建設株式会社　環境経営方針



４．【友田建設株式会社　環境経営システム推進組織図】

代表者：社長

工事部 総務部 営業部

【適用範囲】

友田建設株式会社　本社・建設現場

【役割・責任・権限】

P.4

③EA21文書類の承認をする

④環境委員会の委員長としてEMS全般の蛇取りを行い、実行を推進する

①EA21環境経営システムを構築し、文書化し、実行を推進する

②環境への負荷の自己チェックを実施する

③環境への取組の自己チェックを実施する

①自部門の環境目標、環境活動計画の達成と実績の把握を行う

②環境方針、自部門の環境目標、環境活動計画を部門全員に周知する

③自部門に関連する法規制等を順守する

環境委員会

部門長及び

全従業員 ④自部門の教育・訓練を実施する

⑤社内外の環境情報の収集と伝達をする

⑥自部門の緊急事態への準備及び対応の訓練を実施する

④環境管理責任者を補佐し、問題点の審議と解決策を立案する

現場代理人

環境管理責任者：友田匡則

各現場代理人

役割・責任・権限

①代表者として環境経営全般に関して責任と権限をもつ

②環境方針を策定し、従業員に周知させる

環境事務局

①作業所におけるEA21実行責任者を兼ねる

②作業所の環境目標、活動計画の達成と実績の把握を行う　ほか

代表者(社長）

環境管理

責任者
②上記の結果を社長に報告する

③資源(人・もの・金)の用意をする

④エコアクション21全体の取組状況に関し評価、、見直しを実施する

⑤環境管理責任者、環境委員等を任命する

①エコアクション21建設業向けガイドラインの要求事項を満たす環境経営システム

　を構築し、実行し、環境面の実績を向上させる



５．環境経営目標

2021年 2022年 2023年 2024年

△７％ △8％ △9％ △10％

18,695 17, 386 17,199 17,012 16,825

kwh kwh kwh kwh kwh

7,815 7,267 7,189 7,111 7,033

kg-CO2 kg-CO2 kg-CO2 kg-CO2 kg-CO2

自動車燃料の削減 14,376 13,370 13,226 13,082 12,938

【ガソリン】 ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ

事務所・現場 33,376 31,040 30,706 30,372 30,038

kg-CO2 kg-CO2 kg-CO2 kg-CO2 kg-CO2

【軽油】 13,605 12,653 12,516 12,381 12,245

事務所・現場 ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ

35,101 32,644 32,293 31,942 31,591

kg-CO2 kg-CO2 kg-CO2 kg-CO2 kg-CO2

76,292 70,951 70,188 69,425 68,662

kg-CO2 kg-CO2 kg-CO2 kg-CO2 kg-CO2

98.6 99 99.1 99.2 99.3

% % % % %

202 188 186 184 182

m3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

－

※ 電力の二酸化炭素排出係数：0.418kg-CO2/kWh （2017年度関西電力の調整後排出係数）

電力：2021年以降の目標については、現場の使用量の変動が大きい為、事務所のみを目標とする。

環境経営目標は毎年度末に見直しを実施する。

活動計画は、企業の決算月に合わせる。

化学物質：取扱いしていない。

灯油：使用量が少ない為、目標としていない。

一般廃棄物：排出量が少ない為、維持管理項目としている。

製品、サービスの環

境改善

3

P.5

4

5

水排出量の削減

節水型

トイレ7件

節水型

トイレ9件

節水型

トイレ6件

節水型

トイレ8件

環境経営目標

電力使用量の削減

1

2

建設廃棄物の

リサイクル率

二酸化炭素排出量

合計

基準値

2014年度
環境目標



６．主要な環境活動計画の取組結果とその評価

電力使用量の削減 ・空調設定温度の励行 目標：7,267

（夏季28℃以上） kg-co2

(CO2排出量削減） （冬季20℃以下） 実績：6,682

実施担当者：総務部 kg-co2

達成率：109％

○

自動車燃料の削減 ・エコ運転の徹底 目標：31,040

・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ kg-co2

【ガソリン】 ・相乗りの推奨 実績：32,353

kg-co2

(CO2排出量削減） 実施担当者：工事部 達成率：96％

　×

【軽油】 ・エコ運転の徹底 目標：32,644

・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ kg-co2

(CO2排出量削減） 実績：24,600

実施担当者：工事部 kg-co2

達成率：133％

　○

目標：70,951

二酸化炭素排出量 kg-co2

（上記合計） 実施担当者：工事部 実績： 63,635

kg-co2

達成率：111％

　○

産業廃棄物の削減 ・建設現場での分別強化 目標：99

・金属くずの容器新設 実績：93

（ﾘｻｲｸﾙ率向上） 実施担当者：工事部 達成率：93％

　×

節水 ・流しっぱなしにしない 目標：188

・自動水栓の取り付け 実績：73

（総排水量削減） 達成率：257％

実施担当者：総務部 　○

・建物の建築計画等に省 目標：年間6件

エネ機器採用の提案を積 実績：年間３件

極的に行う 達成率：50％

実施担当者：環境監理者 　×

※産業廃棄物リサイクル率（実積％）＝100×リサイクル量169,560/総排出量182,813

P.6

1

№ 次年度の取組
取組結果の評価

(2020/11～2021/10）
環境活動計画の概要環境目標

3

4

2

-

5
製品、サービスの環

境改善

季節要因は別

として目標達

成が出来て良

かった

継続して取組

む

網戸の利用を増や

し、外気導入を図

るなど　無理のな

い使用量の削減を

図る

乗り合いを進め

ることなど、削

減を心掛ける

将来的な車両入

替を検討する

今後も取組を継

続する

分別の取組意識

を高める

更なる意識の高

揚を図る

継続して提案事

業を増やす

現場が遠方に

なった事で未

達となった

低燃費車の導

入効果が引き

続き表れた

意識の向上が

見れる

更なる取組み

を進める

自動水栓節水

コマの効果で

ある



※　不要照明の消灯を行う

※　設備点検フィルターの

　　清掃行う

　【１階　事務所】

自動水栓の取り付け

節水活動

Ｐ7

エコ活動（節電・節水）の取り組み

炊事場

事務所

洗面所

水道

冬季：２０℃以下

夏季：２８℃以上

空調機器



Ｐ8

産業廃棄物の取り組み

加陽資材倉庫に設置（豊岡市加陽）



（１）当社に適用される環境関連法規の遵守状況

下記の通り環境法規及び条例等を事務所、建設現場ともに遵守しており、違反はありません。

また関係当局より違反等の指摘も過去５年間ありません。

No 適用される法律名 遵守すべき内容 遵守状況

収集運搬・処分業者との適正な契約 遵守

自社産業廃棄物収集運搬業における法律の遵守 遵守

マニフェスト伝票の管理（A.B2.D.E) 遵守

廃棄物置場の表示と保管基準の遵守 遵守

2 騒音規制法 特定建設作業の届出 遵守

3 振動規制法 特定建設作業の届出 遵守

建築基準法 ホルムアルデヒドに関する規制（内装仕上、換気

設備の義務付け）

フロン排出抑制法 廃棄時にフロン回収業者に引き渡し

冷媒フロンを大気中に放出しない

点検・記録の保存

6 豊岡市火災予防条例 消火器の設置 遵守

対象建設工事の届出

再資源化の完了報告

自治体との災害時応援協定 災害発生時に応援派遣する

環境関連訴訟等に関して過去５年間に１件も発生しておりません。

（２）環境関連訴訟等の有無

P.９

７．環境関連法規等の遵守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

遵守

「災害発生時に

おける応急対策

業務に関する基

本協定」

8

廃棄物の処理及び清掃に

関する法律

1

4

5

7

遵守

遵守

建設工事に係る資材の

再資源化等に関する法律



８．代表者による全体評価と見直しの結果

環境経営方針 □変更する　　■変更しない

環境経営目標及び環境経営計画 □変更する　　■変更しない

実施体制 □変更する　　■変更しない

P.１０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施日：令和 3年１０月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　友田建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　友田　匡則

の環境目標に向けてこれからも継続して取り組んでいきた。

「エコアクション２１」に取り組みを始めて、６年が経過しエコ改善活動も燃費目標

となるなど、個々人の数値目標とすることにして、より取り組みを推進する中で意識

が高まる方向づけが出来るようになった。

　全社員が、環境を考えながら仕事に取り組む事で環境活動の意識を高め、仕事を

通じてより良い地域社会の環境形成維持発展に貢献できるよう一丸となってそれぞれ


