
（対象期間： 2021 年10月1日　　～ 2022 年9月30日 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

作成日： 2022年12月23日

中信土木株式会社

環境経営レポート



１． 事業活動に関わる法令等を遵守します。

２． 電気、化石燃料の使用を削減することで二酸化炭素排出量を削減します。

３． 廃棄物の削減や適正な処理をします。

４． 建設資材、事務用品などのグリーン購入を推進します。

５． 全社一丸となり活動方針に則って取り組みます。

６． 本活動内容を全従業員及び関係者に周知します。

７．

制定日：

環境経営の継続的改善を誓約する。

環 境 経 営 方 針

<基本理念>当社は公共工事や民間工事において最高の技術を提供することで、住みやす
い環境作りに貢献するとともに、深刻化している環境破壊について真摯に受け止め全社
一丸となり地球環境の保全に積極的に取り組みます。

2020年2月28日

代表取締役　進藤　一平



□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

中信土木株式会社
代表取締役　進藤　一平

（２） 所在地
本社・土場  長野県松本市波田2016-1

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 専務取締役　　 赤穂大樹　　TEL：0263-92-7785

（４） 事業内容
総合建設業（土木、とび・土工、石、舗装、管、造園、水道）
建設業許可（般-4）020280号

（５） 事業の規模
売上高 1.8 億円
主要工事件数 48 件

2022 2021 2020 2019
8 10 9 7

47.84 47.84 47.84 47.84

（６） 事業年度 （2021年度）令和3年10月～令和4年9月

□認証・登録の対象組織・活動
対象範囲： 全組織・全活動が対象である

対象事業所： 本社・土場

活動： 総合建設業（土木、とび・土工、石、舗装、管、造園、水道）

従業員　　　　　
延べ床面積　　　



□実施体制図及び役割・責任・権限表

（本社）

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
・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知
・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
・環境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
・環境目標・環境活動計画書を確認
・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確認

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

・環境目標、環境活動計画書原案の作成
・環境活動の実績集計
・環境関連法規等取りまとめ表の作成及び最新版管理
・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

ＥＡ２１推進委員会 ・環境活動計画の審議
・環境活動実績の確認・評価

部門長 ・自部門における環境方針の周知
・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活動計画の実施及び達成状況の報告
・時部門に必要な手順書の作成及び手順書による実施
・自部門の想定される事故及び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
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

全従業員 ・環境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・積極的に環境活動へ参加

・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）

役割・責任・権限

代表者
社長

環境管理
責任者

赤穂大樹
環境事務局
赤穂大樹

EA21
推進委員会

事務部門 工事部門 営業部門
赤穂大樹赤穂早樹 奥原茂保



□主な環境負荷の実績

2,019 2,020 2,021
㎏ 32 32 32

トン 870 581 100
％
％
㎥ 336 168 216

（Ｃｏ２排出係数　中部電力、平成２７年、0.486ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ）

評価○・・・100％以上、△・・・90～99％、×・・・90％以下
売上 2020年度 2021年度
千円 308,468 180,294

（基準年度) （目標） （実績） （目標） （目標）
kg-CO2 4,362 4,318 3,880 4,275 4,231
基準年比 2020年 99% 89% 98% 97%

0.0141 0.0140 0.0215 0.0139 0.0137

99% 152% 98% 97%
kg-CO2 72,132 71,411 74,508 70,689 69,968

基準年比 2020年 99% 103% 98% 97%

0.2338 0.2315 0.4133 0.2292 0.2268

99% 177% 98% 97%
kg-CO2 11,159 11,047 5,597 10,936 10,824
基準年比 2020年 99% 50% 98% 97%

0.0362 0.0358 0.0310 0.0355 0.0351

99% 86% 98% 97%
kg-CO2 87,653 86,776 83,985 85,900 85,023 〇

実績/売上 0.284 0.281 0.466 0.278 0.276 ×
kg 32 32 32 32 32

基準年比 2020年 99% 100% 99% 99%
ｔ 581 575 100 569 564

基準年比 2020年 99% 17% 98% 97%

0.0019 0.0019 0.0006 0.0018 0.0018

99% 29% 98% 97%
ℓ 168 168 216 168 168

基準年比 2020年 100% 129% 100% 100%

製品への環
境配慮
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　一般廃棄物排出量
　産業廃棄物排出量
　食品再資源化率
食品再資源化実施率
総排水量

廃棄物排出量

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

一般廃棄物の削減
○

2023.10～
2024.9

評価
電力による二酸化炭素
削減

〇

2020.10～
2021.9

2022.10～
2023.92021.10～2022.9

□環境目標及びその実績

売上高原単位 実績/売上 ×

グリーン購入の推進

○

灯油による二酸化炭素
削減

〇

上記二酸化炭素排出量合計

○

自動車燃料による二酸
化炭素削減 △

産業廃棄物の削減
〇

水道水の削減
（生成水） △

売上高原単位 実績/売上

売上高原単位 実績/売上 〇

売上高原単位

×

売上高原単位 実績/売上 〇



□環境活動計画及び取組結果とその評価　　
数値目標：○達成　×未達成 2021年度 期間2021/10/1～2022/9/30
◎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

数値目標 〇
◎
◎

◎

◎

◎

数値目標 ×

◎

◎
◎

数値目標 ◎

◎

数値目標 〇
◎

数値目標 ◎
◎

数値目標 ×
◎

◎
◎

×
×

前年度から変わらずに推移している。こちらについて
は大きく増えることもなければ減ることもないと思っ
ているが、引き続き意識していきたい。

・一般廃棄物の排出量を把握

昨年度より増加してしまった。ここについては発注の
タイミングによって若干ずれてくる部分もあるので、
今回のように大幅に増加していない場合は特に気にす
る必要はないと考える。が、次年度以降も引き続き節
約していきたい。

・飲料用以外の使用禁止

産業廃棄物の削減

取り組み計画 取組結果とその評価、次年度の取組内容

電力による二酸化炭素削減

電力の使用量は昨年比-18％で単純に使用量について
比較した場合目標達成となったが、売上高原単位では
大幅に増加してしまった。工事数も昨年度とほぼ変わ
らなかったが、売り上げの小さい工事が多かったため
売上高原単位では増加となってしまった。工事高によ
り維持管理経費が下がることはないので次年度以降な
るべく大きい工事を受注していけるよう動いていきた
い。

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃）

・不要照明の消灯
・パソコン等の省電力設定

・パソコン等の不使用時電源オフ

・ブラインド・カーテン等による調節

昨年度よりも大幅に削減することが出来た。工事内容
によって減ったことが原因だと考える。・作業ミスによる廃棄量の削減

水道水の削減

一般廃棄物の削減

・不必要な暖気の禁止

灯油による二酸化炭素削減
昨年度は工事の中で養生による灯油使用が多かった
が、本年度は普通使用のみだったため昨年度よりも減
らすことが出来た。工事内容によって変わってくる部
分だが、次年度以降も必要な時以外は使用しないよう
削減に努めていきたい。

・不必要な時に使用を禁止

自動車燃料による二酸化炭素削減

電力の使用量同様、売り上げの割に増加してしまっ
た。遠方の工事が多かったためと考える。上記にある
ように次年度以降なるべく大きい工事を受注していけ
るよう動いていきたい。

・アイドリングストップ

・無駄のない運転

社会貢献
・草刈等 今年もコロナウイルスの影響でボランティアが開催さ

れなかった。・ごみ拾い

製品への環境配慮
・環境配慮型の工法を積極的に採用 本来であれば廃棄物として発生してしまうものを環境

配慮型の工法を採用することで削減することが出来
た。また、IT補助金を活用し原価管理、安全管理、積
算のソフトを導入できた。

・IT化を促進し、省人化を推進



3,841 kg-CO2

73,763 kg-CO2

5,496 kg-CO2

32 kg

99 ｔ

214 ℓ

製品への環境配慮 ・環境配慮型の工法を積極的に採用
・IT化を促進し、省人化を推進

目標達成手段 ・作業ミスによる廃棄量の削減
・使用量の計算ミス削減

水道水の削減
2022年度目標 2021年度実績 216ℓ
目標達成手段 ・飲料用以外の使用禁止

2022年度目標 2021年度実績 32　kg

産業廃棄物の削減
2022年度目標 2021年度実績 100　ｔ

・無駄のない運転
・不必要な暖気の禁止

灯油による二酸化炭素削減
2022年度目標
目標達成手段

2021年度実績 5597　kg-CO2
・室温の管理

一般廃棄物の削減

2022年度目標
・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃）
・不要照明の消灯
・パソコン等の省電力設定
・パソコン等の不使用時電源オフ
・ブラインド・カーテン等による調節

目標達成手段 ・一般廃棄物の排出量を把握理
・裏紙の使用

電力による二酸化炭素削減

□次年度の環境経営目標及び環境経営計画

・アイドリングストップ
・効率的なルートで配送

2021年度実績 3880　kg-CO2

自動車燃料による二酸化炭素削減

目標達成手段
2022年度目標 2021年度実績 74508　kg-CO2

目標達成手段



□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

評価
○
○
○

○
○
○

○

食品廃棄物のリサイクル率は当該年度の目標値を達成しました。
なお、関係当局よりの違反、訴訟等の指摘は、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

中信土木㈱　代表取締役　進藤　一平
中信土木㈱　専務取締役　赤穂　大樹

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）
法令 要求事項

廃棄物処理法 産業廃棄物（金属ｸｽﾞ、廃プラ、廃ガラス、廃油等）
建設リサイクル法 建設副産物
オフロード法 基準に適合した特定特殊車両

騒音振動法 工事現場ごとの振動・騒音について

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。

取り組み状況達成状況
問題なし
本年度より売上高原単位を採用し、売り上げが大きく変わった場合でも比較することが
出来るようにしてくれた。その指標を用いると昨年度と比べ大幅に二酸化炭素を削減
することが出来た。来年度も引き続き売り上げを伸ばしながら二酸化炭素の排出に努
めていきたい。また、2020計画書の評価の部分でも記載があったが、工事内容によっ
て排出量が大きく変わってしまうことが分かった。来年度は工事内容が変わっても比較
ができるよう方法を探っていってほしい。

2022年12月23日

消防法（危険物） シンナーの保管

道路交通法 使用車両について
食品リサイクル法


