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三誠技建工業株式会社

２０２０年度環境経営レポート

　（対象期間 : ２０２０年５月～２０２１年４月）



　＜環境保全への行動指針＞

制定日：2015年07月14日

改訂日：2021年01月01日

三誠技建工業株式会社

代表取締役　川端誠之

４．この環境方針は、全従業員に周知・徹底します。

　③水道水使用量の削減(水資源の保全）

　④化学物質の使用削減に努めます。

　⑤環境に配慮した製品・資材の購入を推進します。

　⑥環境に配慮した仕様で施工方法を推進します。

３．環境への取り組みを環境活動レポートとしてとりまとめ公表します。

２．次の事項について環境目標・活動計画を定め、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）

三誠技建工業株式会社

環 境 経 営 方 針

地球環境問題に対応し、継続可能な発展をしていくためには、経済社会活動の

あらゆる面から環境への配慮が重要課題と認識し、全従業員が参画し建築改修

工事の事業活動における環境負荷の軽減を自主的・積極的に取り組みます。

１．環境関連法規制や当社が約束したことを順守します。



□組織の概要

（１） 名称及び代表者名

三誠技建工業株式会社

代表取締役　川端誠之

（２） 所在地

本社　　大阪府吹田市青葉丘南6番9-203号

（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 邉見義晴 TEL：06-6878-5148

連絡担当者 川端美雅子 TEL：06-6878-5148

（４） 事業内容

塗装・防水・建築工事業

（５） 事業の規模

売上高 4.2 億円 （2020年度概算）

本社 倉庫

従業員数　　　　 12名 － 　　※倉庫は本社と同じ敷地内

延べ床面積　　　 66.82㎡ 62.32㎡

（６） 事業年度 5月～4月

□認証・登録の対象組織・活動

登録組織名： 三誠技建工業株式会社

サイト： 本社

対象外： なし

活動： 塗装・防水・建築工事業



□主な環境負荷の実績

単位 2018年 2019年 2020年

kg-CO2 25,812 29,249 20,360

kg 98 94 88

　 28.25 28.66 8.76

㎥ 47 51 55

※電力の二酸化炭素排出量換算値 0.418 kg-CO2/kWh

□環境目標及びその実績

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標） （目標） （目標）

kg-CO2 2,917 2,829 2,970 2,815 2,800 2,786 2,771

基準年比 (2018年) 97.0% 102% 96.5% 96.0% 95.5% 95.0%

kg-CO2 2,929 2,841 2,661 2,826 2,812 2,797 2,783

基準年比 (2018年) 97.0% 91% 96.5% 96.0% 95.5% 95.0%

kg-CO2 3,700 3,589 3,932 3,571 3,552 3,534 3,515

基準年比 (2018年) 97.0% 106% 96.5% 96.0% 95.5% 95.0%

kg-CO2 16,266 15,778 10,749 15,697 15,615 15,534 15,453

基準年比 (2018年) 97.0% 66% 96.5% 96.0% 95.5% 95.0%

kg-CO2 25,812 25,038 20,312 24,909 24,780 24,650 24,521

kg 98.0 95.1 88.0 94.6 94.1 93.6 93.1

基準年比 97.0% 90% 96.5% 96.0% 95.5% 95.0%

t 28.25 27.4 8.76 27.3 27.1 27.0 26.8

基準年比 (2018年) 97.0% 31% 96.5% 96.0% 95.5% 95.0%

㎥ 47.0 45.6 54.5 45.4 45.1 44.9 44.7

基準年比 (2018年) 97.0% 116% 96.5% 96.0% 95.5% 95.0%

％ 28.0% 29.0% 23.0% 29.1% 29.3% 29.4% 29.5%

基準年比 (2018年) 103.5% 82% 104.0% 104.5% 105.0% 105.5%

㎏ 20.0 25.1 20.0 25.2 25.3 25.4 25.5

基準年比 (2018年) 125.5% 100.0% 126.0% 126.5% 127.0% 127.5%

グリーン購入

サービスへの環境配慮
（凝集剤使用量の増加）

自動車燃料の二
酸化炭素排出量
削減
（現場）

上記二酸化炭素排出量合計

一般廃棄物の削減

産業廃棄物の削減

節水

2022年 2023年 2024年

電力の二酸化炭
素排出量削減
（事務所）

電力の二酸化炭
素排出量削減
（現場）

自動車燃料の二
酸化炭素排出量
削減
（事務所）

　　　　　　　　年　度
　　項　目

基準値
(2018年)

2020年 2021年

総排水量

　産業廃棄物排出量

　一般廃棄物量排出量

廃棄物排出量

二酸化炭素総排出量

項　目



□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
◎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 △
◎
○
○
○
◎

数値目標 ○
○
○
○
○
◎

数値目標 △
◎
◎

数値目標 ○
◎
◎
◎

数値目標 ◎
◎
◎

数値目標 ◎
○

数値目標 △
○

行動目標 ○
○

△
○

△

数値目標は未達成であるが活動計画実施は概ねで
きている。今後は不要時の照明の消灯、パソコン
電源offを徹底し、また外気による換気を行う。

外気による換気を行うこと、空調温度を適正に保
つ、不要時の消灯、パソコン電源offを徹底す
る。

エコドライブなどの取組は実施できているが、今
後は通勤時以外の使用を抑える。

取組は実施できている。今後はハイブリッド車を
活用する。

目標は達成できているが、さらにペーパーレスの
取組に力をいれる。

現場の規模により廃棄物も増減するが適切な廃棄
を行う。
次年度は事務所同様、こまめな整理整頓、資源再
利用に心掛ける。

夏場の猛暑や、冬場の加湿器の使用、コロナ対策
での次亜塩素酸水などで使用量が増えている。
次年度は水の出しっぱなし等できる範囲の節水に
取り組む。

現場の規模により化学物質も増減するが、今後も
引き続き計画的な材料の搬入、施工に心掛ける。

次年度もリサイクル商品の積極的な購入に努める。

サービスへの環境配慮
・使用量増加
・

現場規模により凝集剤の使用量も増減するが、引
き続き使用増加を目指し、また環境に配慮した材
料の提案も行う。

グリーン購入
・事務用品のグリーン購入
・実態を把握する。

化学物質使用量の適正管理

・材料の計画的に搬入し、施工する。

節水

・節水表示

・裏紙使用

産業廃棄物の削減

・3R活動の推進

・積載オーバーをしない

一般廃棄物の削減

・分別の徹底

・効率的なルートで移動

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減（現場）

・急加速の抑制
・効率的なルートで移動

・不要時のパソコン電源OFF
・ＯＡ機器の省エネモード設定

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減（事務所）

・エコドライブの実践

・不要時のパソコン電源OFF
・ＯＡ機器の省エネモード設定

電力による二酸化炭素排出量の削減（現場）

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃）

・昼休みの消灯
・不要照明の消灯

取り組み計画 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（事務所）

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃）

・昼休みの消灯
・不要照明の消灯



□環境関連法規等の遵守状況及び違反訴訟等の有無

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

騒音法規法

振動法規法

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・指示記録

毎月の社内ミーティングでの確認により従業員一人一人の環境への配慮、省エネルギー化への

意識も浸透しつつある。

本年度はコロナの影響により、受注工事も例年に比べ大幅に減少し、現場における二酸化炭素

排出量も減少しているが反対に事務所においては感染防止対策として使い捨ての備品も多数使用

するようになり、清浄機などの電化製品の使用も増え二酸化炭素排出量も増加している。

環境活動計画における目標も達成できるものと、達成できないものとが顕著であるが、

できる範囲の中で排出削減を目指したい。

基本的な省エネ対策（消灯の徹底等）を指示する。

なお、EA21の運用について現状の実施体制で問題ない。

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。

化学物質排出把握管理促進法 SDSの受取・発行

建設リサイクル法 分別解体等及び再資源化等

資源有効利用促進法 指定再資源化製品の回収・再資源化

廃棄物処理法 一般廃棄物、産業廃棄物（金属ｸｽﾞ、廃プラ等）

異常音の管理

異常振動の管理

消防法 有機溶剤の保管　指定数量未満で管理

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）


