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作成日： 2022年5月15日

株式会社ベトナテクニカル

2021 環境経営レポート



１． 環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します

２． 二酸化炭素排出量の削減

３． 廃棄物の削減及びリサイクルの推進

４． 水使用量の削減

５． グリーン購入の推進

６． 環境に配慮した施工に努めます

7. 継続的改善

制定日：

改定日：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長

2015年9月1日

2016年4月4日

小島　良太

環 境 経 営 方 針

当社は創業して間もない会社ですが、創業当時より「安心・安全・省エネ」を社是として
います。本業である耐震補強工事の設計施工を通じて、地球温暖化問題への取り組みや地
域の環境活動に自主的・積極的に取り組みます。



□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

株式会社ベトナテクニカル
代表取締役社長　小島　良太

（２） 所在地
本　　　社 大阪府大阪市大正区小林西1-10-19

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 小島　良太 TEL：080-6134-9029
担当者 大橋　典子 TEL：080-6134-9029

（４） 事業内容
総合建設業（建築・土木・舗装・水道施設).あと施工アンカー工事業

（５） 事業の規模
売上高 4.4 億円
主要工事件数 9 件

本社
9

270

（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：株式会社ベトナテクニカル

活　　　動：総合建設業（建築・土木・舗装・水道施設).あと施工アンカー工事業

従業員　　　　　　（名）　　
延べ床面積　　　　（㎡）



作成者： 大橋　典子
更新日：

口実施体制図及び役割・責任・権限表

・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

2019年4月10日

・環境関連法規等の取りまとめ表を承認
・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境管理責任者を任命

・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

・環境活動レポートの承認
・代表者による全体の評価と見直しを実施
・環境目標・環境活動計画書を承認
・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
・環境目標・環境活動計画書を確認

・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及び最新版管理
・環境活動の実績集計
・環境目標、環境活動計画書原案の作成
・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

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・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）
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加
・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

代表者

小島　良太

環境管理
責任者

小島　良太

環境事務局

大橋　典子

役割・責任・権限

代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任

環境管理責任者

環境事務局

工事部事務部

全従業員

兼任
環境管理責任者



□主な環境負荷の実績

単位 2019年 2020年 2021年
kg-CO2 74,656 30,953 59,880

kg 176 216 4,168
kg 176 174 178
kg 0 42 3,990
㎥ 45 31 47

※電力の二酸化炭素排出量換算係数 0.334 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ

□環境目標及びその実績

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）
kg-CO2 2,080 1,997 2,015 1,976 1,955

基準年比 2019年 96% 97% 95% 94%

kg-CO2 59,933 57,535 57,865 56,936 56,337

基準年比 2019年 96% 97% 95% 94%

kg-CO2 62,013 59,532 59,880 58,912 58,292

kg 180 173 178 171 169

基準年比 2019年 96% 99% 95% 94%
㎥ 45 43 47 43 42

基準年比 2019年 96% 104% 95% 94%

※低騒音ドリル使用の向上は、売上ベースで静音ドリル使用件数の増大を目標といたします。

工事での環境影響の低限
(環境配慮機械工具の導
入)

項　目

上記二酸化炭素排出量合計

　一般廃棄物排出量
　産業廃棄物排出量
総排水量

二酸化炭素総排出量

廃棄物排出量

一般廃棄物の削減

2021年

低騒音ドリ
ルの活用

ワイヤ－ソ-、
ダイヤモンド
コアドリルの
導入・活用

その他検討

関西電力2018年度実績に基づいた調整後係数

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

基準値 2022年 2023年

水道水の削減

電力による二酸化炭素削
減

自動車燃料による二酸化
炭素削減



□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
数値目標：○達成　×未達成
◎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 ×

○

○

数値目標未
設定

〇

〇

〇

数値目標未
設定 〇

〇

数値目標 ×
○

数値目標
○
○
○

□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

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年間ありませんでした。

□代表者による全体の評価と見直し・指示
ワイヤ－ソ－やウォルソ－といった無振動無騒音タイプの機械を引き続き追加導入。　今期は耐
震補強工事での施工範囲が増え、下請け業者への環境への配慮を指導するようになり産業廃棄物
の分別や現場での細かな節電や騒音低減への配慮を心がけた。
また、使用材料にリース品を増やす事で廃棄物や資材ロスを抑えるようにも心掛けた。来季も同
様に更なる二酸化炭素排出抑制に注力する。

自動車燃料による二酸化炭素削減

取組結果とその評価、次年度の取組内容

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃）

電力による二酸化炭素削減

取り組み計画

フロン排出抑制法

水道水の削減

・アイドリングストップ
・余分な荷物を積まない
・現場への相乗り

一般廃棄物の削減

ガソリン車をハイブリッド車に入れ替えたので、単位当たりの
使用量は減ってきている。
ただし、会社経費の算定上ガソリン及び軽油を別項目で計上し
ていたため、使用量の集計を元へ戻したことで、使用量は昨年
度より増加した。

・裏紙の使用

・作業ミスによる廃棄量の削減

節電意識が定着してきた。
夏場は、コロナ対策で換気増加で負荷が増えた。
事務所２階の蛍光灯のLED化を実施した。１階の倉庫の
蛍光灯は今後LED化の予定。

・不要照明の消灯
・ノー残業デーの実施

廃プラ混合の削減

外注への発注依頼分の使用材料を運搬するさいに小分
け材等を減らすことで、今後紙使用量を減らしてい
く。
また、分別やミスコピーの削減に注意する。

・素材別ボックスの設置

・リサイクル業者の開拓

・分別の徹底

廃棄物処理法

自動車リサイクル法

・低騒音ドリルの活用

建設リサイクル法 建設副産物(リサイクル推進）

・節水シールの貼り付けとポスター掲示

工事における環境影響の低限

・ワイヤ－ソ－の導入

引き続き環境負荷の低い道具の導入を増やし、耐震補
強工事現場を中心に現場での騒音や埃等の排出を抑え
る事に注力した

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。

業務用空調機の簡易点検の実施・記録
社有車の廃棄時の適正処理

一般廃棄物、産業廃棄物（廃プラ等)の適正処理

建設副産物のリサイクル率の向上

これまで、混合の一般廃棄物として排出していたが、
エコアクション２１取組を機に、業者との処分契約を
行った。これにより、建設現場での分別を徹底するこ
とができるようになった。
今後は元請けの仕事が増えるので、工事現場での分別
の徹底を強化する。

当社は鉄筋材のみの取り扱いで、建設廃棄物はほぼ発
生しない。

事務所での使用量がほとんどなので、絶対量は少な
い。コロナの影響で、事務所にいる人数の増加もあ
り、使用量はわずかに増加した。今後も個人レベルで
節水に努める。

・夜間工事の低減

・工事現場での分別の徹底
・リサイクル可能な処理業者への委託


