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Ⅰ．組織概要 1

1.事業所名及び代表者 8.事業活動規模
株式会社 テクニカルエコサービス

代表取締役　　橋本　静華

環境管理責任者　　池田　繁紀

エコアクション担当者　　

TEL：0538-33-2313　　FAX：0538-38-9808

2.所在地
　　　本社事業所 〒438-0045

静岡県磐田市上岡田1131番地5

　　　資材置き場 静岡県磐田市一言2636-5

3.創業
4.設立 平成22年11月

5.資本金 1,000万円

6.事業内容
建設業 9.車両保有台数

土木一式 車輌種類 積載量 台数

上下水道工事 軽バン 3

管工事 軽トラック 2

下水道管渠メンテナンス 小型ダンプ 2.0t 1

給排水衛生設備工事 小型ダンプ 3.0ｔ 2

小型ダンプ 4.0ｔ 1

製造業 乗用車 5

　 ソーラー発電システム　設計・製造・販売 小型バン 1

油圧ショベル 3

不動産業 ホイールローダー 1

　宅地・建物取引業

10.認証・登録の対象範囲
当社の全事業活動及び全組織

7.許可内容
建設業

静岡県知事許可（般-27）第38221号　土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業　他13種類の工事業

産業廃棄物収集運搬

静岡県知事許可第02201186567号　　許可年月日：令和2年12月24日　　許可の有効年月日：令和7年12月23日
廃棄物の種類：廃プラスチック類（石綿含有廃棄物を含む）、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず、がれき類、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず　　
※自社運搬のみ

1650.0

18

倉庫床面積 ㎡ 33.0 33.0 33.0

事務所床面積 ㎡ 172.4 172.4 172.4

400

活動規模 単位 10期 11期 12期

2022年9月30日現在

売上 百万円 400 500

従業員 人 16 18

資機材置場面積 ㎡ 1650.0 1650.0



Ⅱ．環境経営方針 2

　㈱テクニカルエコサービスは、環境事業活動を通じて、全従業員が自然環境への影響を意識し、

継続的な環境の改善に努め、さらに地球環境を維持・向上・改善させる取り組みを建設的かつ積極的に推進します。

具体的に次の事に取り組みます。

1． 省資源・省エネルギー活動を推進し、二酸化炭素排出量の削減に努める。

2． 事務所・現場等で発生する廃棄物排出量の削減、再資源化を促進する。

3． 節水を心がける。

4． 環境関連法規制等を遵守する。

5． 環境経営方針は全従業員に周知徹底し、環境保全への意識の向上に努める。

6． 化学物質は適正に管理する。

7． すべての業務において、環境に配慮した施工・サービスの提供をするよう努める。

8． 環境経営の継続的改善を推進します。

株式会社テクニカルエコサービス

橋本　静華

2015年9月30日　制定
2021年4月30日　改定

基本理念

基本方針



Ⅲ．実施体制 3

取組の実施及び管理に必要な資源の準備及び投入

環境方針の制定、見直し、及び全従業員への周知

代表者による全体の評価と見直しの実施

環境管理責任者の任命

環境経営システムの構築・運用

法規制等の取りまとめ、遵守状況のチェック

社内教育の実施

環境活動の取組結果の代表者への報告

エコアクション21文書の承認

外部からの環境に関するクレーム処理

情報収集と実施状況の把握

エコアクション21における文書の作成

環境管理責任者のサポート

会社全体の光熱費等の使用量の把握と記録

部門における活動の実施・環境管理責任者への報告

部門における問題点のチェックと是正・予防処置の実施

現場の光熱費等の使用量の把握と記録

部門における活動の実施・環境管理責任者への報告

部門における問題点のチェックと是正・予防処置の実施

部門における活動の実施・環境管理責任者への報告

部門における問題点のチェックと是正・予防処置の実施

環境管理責任者と各部門責任者の指示のもと、

積極的に環境活動に取り組む

不動産部門
責任者

橋本　大嗣
竹ノ内　佳代

全従業員

環境事務局 吉田　浩一郎

総務部門
責任者

竹ノ内　佳代

工事部門
責任者

青木　浩二

担　　当 責　　任　　及　　び　　権　　限

代表者 橋本　静華

環境管理
責任者

池田　繁紀

代表者

代表取締役 橋本 静華

環境管理責任者

池田 繁紀

連絡先：0538-33-2313

環境事務局

吉田 浩一郎

総務部門責任者

竹ノ内 佳代

工事部門責任者

青木 浩二

全事務員 技術・技能職全員

不動産部門責任者

橋本 大嗣

営業・事務



Ⅳ．今期（12期）の環境経営目標 4

　当社は、環境経営目標の設定方法としてスライド方式を採用しています。従いまして、基準値として前年度実績を用いています。

第11期の実績

2020.10～2021.9

(基準値) 削減率 目標値

二酸化炭素排出量 kg-CO2 59,716 対前年▲1％ 59,119

購入電力の削減

エアコン設置温度の見直し
フィルターの定期的な清掃
休憩・不使用時の消灯
待機電力の削減
節電の表示

購入電力 kwh 8,656 対前年▲1％ 8,569

ガソリン購入量 ℓ 9,785.0 前年をキープ 9,785.0

ガソリン消費燃料 ㎞/ℓ 8.10 対前年+0.1 8.20

軽油購入量 ℓ 12,914.0 対前年▲1％ 12,785

軽油消費燃料 ㎞/ℓ 3.80 前年をキープ 3.80

資源ごみの分別の徹底
コピー用紙の裏紙使用
ミスプリントの防止

一般廃棄物 ㎏ 66.0 対前年▲1％ 65.3

産業廃棄物のリサイクル率 産業廃棄物 ％ 100.0 前年をキープ 98.0

節水の周智徹底
水漏れ点検の実施

水使用量 ｍ3 101.0 対前年▲0.2％ 100.8

太陽光充電・発電機　販売促進 販売台数 台 － ―
新規試作品の立案、
プランニング迄
新規事業　省人化ｼｽﾃﾑ

使用量の把握 使用量の把握 ㎏ 13.00 対前年▲1％ 12.87

情報収集、現状の把握、施工 施工取組 － 乾式舗装切断の実施 施工取組 乾式舗装切断の実施

5.化学物質使用量の削減

6.環境に配慮した施工・サービス

活動項目

アイドリングストップの実施
急発進・急加速の禁止
積載物の確認
タイヤ空気圧の確認
暖房器具の効率的な使用

環境経営目標

2.廃棄物排出量の削減

3.節水の徹底

4.新規事業

単位

12期　目標

2021.10～2022.9

ガソリン・軽油等使用量削減

1.二酸化炭素排出量の削減



Ⅴ．今期（12期）の環境経営計画 5

空調温度管理の徹底（冷房28℃　暖房20℃）
6月～10月
12月～3月

エアコンフィルターの定期的な清掃 長期休暇前

休憩、不用時の消灯 通年

待機電力の削減 通年

グリーンカーテン 6月～8月

アイドリングストップの実施 通年

急発進・急加速の禁止 通年

積載物の確認 通年

タイヤ空気圧の確認 通年

暖房器具の効率的な使用
6月～10月
12月～3月

資源ごみの分別の徹底 通年

コピー用紙の裏紙使用 通年

ミスプリントの防止 通年

節水の周知徹底 通年

水漏れ点検実施 通年

新規試作品の立案、プランニング迄。新規事業省人化システム。 通年 橋本代表

接着剤の使用料の管理 通年 工事部門

情報収集、現状の把握、施工 通年 工事部門

環境経営目標 取組内容 担当部門

1．二酸化炭素排出量の削減

購入電力の削減 環境管理

ガソリン・軽油等
使用量削減

工事部門

取組日程

6.環境に配慮した施工・サービス

総務部門

4.新規事業

5.化学物質使用量の削減

総務部門2.廃棄物排出量の削減

3.節水の徹底



Ⅵ．今期の環境経営目標の実績 6

(基準値) 削減率 目標値 実績値

kg-CO2 59,716 対前年▲1％ 59,119 68,311 ×

購入電力の削減

エアコン設定温度の見直し
フィルターの定期的な清掃
休憩・不用時の消灯
待機電力の削減
節電の表示

購入電力 kwh 8,656 対前年▲1％ 8,569 9,222 ×

ガソリン購入量 ℓ 9,785 前年をキープ 9,785 11,450 ×

ガソリン消費燃費 km/ℓ 8.10 対前年+0.1 8.20 8.10 ×

軽油購入量 ℓ 12,914 対前年▲1％ 12,785 14,457 ×

軽油消費燃費 km/ℓ 3.80 前年をキープ 3.80 3.80 〇

2020.10～2021.9
実績値

2021.10～2022.9

二酸化炭素排出量

＜備考＞電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）は、 2015年度（平成27年度）実績－　H28.12.27公表の中部電力㈱の調整後
の排出係数である0.482（kg‐CO2/kWh）を使用している。

1.二酸化炭素排出量の削減

環境経営目標 活動項目
対象期間
の評価

単位

アイドリングストップの実施
急発進・急加速の禁止
積載物の確認
タイヤ空気圧の確認
暖房器具の効率的な使用

ガソリン・軽油等
使用量削減

59,716
46,478

59,716
68,311

0

20,000

40,000

60,000

80,000

基準値 10期 11期 12基

二酸化炭素排出量

8,656

8,167

8,656

9,222

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

基準値 10期 11期 12基

購入電力量

9,785 9,178 9,785

11,450
12,914

9,563
12,914

14,457

0

5,000

10,000

15,000

20,000

基準値 10期 11期 12基

ガソリン・軽油購入量
ガソリン

軽油kg-co2 ℓkwh



Ⅵ．今期の環境経営目標の実績 7

(基準値) 削減率 目標値 実績値

資源ごみの分別の徹底コピー
用紙の裏紙使用ミスプリントの
防止

一般廃棄物 ㎏ 66.0 対前年▲1％ 65.3 82.0 ×

産業廃棄物のリサイク
ル率

産業廃棄物 ％ 100.0 1前年をキープ 98.0 99.2 〇

節水の周知徹底
水漏れ点検の実施

水使用量 ㎥ 101.0 対前年▲0.2％ 100.8 105.0 ×

太陽光充電・発電機
販売促進

販売台数 台 － ―
新規試作品の立案、プ
ランニング迄
新規事業　省人化ｼｽﾃﾑ

新規事業
残土処分場
新規雇用
技能実習生雇用

〇

使用量の把握 使用量の把握 ㎏ 13.00 対前年▲1％ 12.87 14.0 ×

情報収集、現状の把握、施工 施工取組 乾式舗装切断の実施 施工取組 施工取組 乾式舗装切断の実施 ○

（備考）評価　○印：達成 ， △印：ほぼ達成 、 ×印：未達成

　

評価と今後の取り組み
1. 購入電力・ガソリン・軽油の削減
　 購入電力の削減の目標値が達成できませんでした。
　 エアコンの温度管理・エアコンフィルターを定期的に清掃する。OA機器のディスプレイの明るさの調整
　 スリープモードを活用するなど節電対策を心掛けていきたいです。

　 車両の点検・整備、燃費向上に直結するメンテナンスの実施、車両への無駄な積荷の削減
　 エコドライブ教育を行い、燃料費削減に取り組んでいきます。
2.廃棄物排出量の削減
　 ごみを減らす為の「3R（ｽﾘｰｱｰﾙ）」に取り組み、一般廃棄物の削減を達成できるようにしていきます。

　 ガソリン・軽油の購入量共に目標を達成できませんでした。

活動項目
対象期間
の評価

5.化学物質使用量の削減

6.環境に配慮した施工・サービス

2.廃棄物排出量の削減

3.節水の徹底

4.新規事業

環境経営目標
単
位

2020.10～2021.9
実績値

2021.10～2022.9

91 91

101

105

80

85

90

95

100

105

110

基準値 10期 11期 12基

水道使用量㎥



Ⅶ．評価と次年度の取組内容 8

―
残土処分場の計画
技能時修正の面談・雇用計画

108％で　　　未達成 使用数量を把握し、無駄な使用が無いよう心掛けていきます。

乾式舗装切断の実施 現場毎に環境に適した施工を心掛けていく。6.環境に配慮した施工・サービス

ガソリン使用量の削減

軽油使用量の削減

117％で　　　　未達成

113％で　　　　　未達成

125％で　　　　未達成

101％で　　　　　達成

2．廃棄物排出量の削減

一般廃棄物の削減

104％で　　　　未達成

4.新規事業

5.化学物質使用量の削減

産業廃棄物の削減

3.節水の徹底

ごみを減らすための3Rに取り組み、排出量削減を達成できるようにします。

目標を達成できました。今後も削減を心掛けます。

節水を心掛けて目標を達成出来るように気をつけていく。

環境経営目標 評価及び次年度の取組内容結果

1．二酸化炭素排出量の削減

購入電力の削減 107％で　　　　　未達成

購入電力の削減が達成できませんでした。
エアコンの温度管理やエアコンフィルターの清掃を定期的に行い、OA機
器のデイスプレイの明るさの調整やスリープモードを活用して節電対策
を心掛けていきます。

軽油、ガソリン共に目標値を下回り達成することができませんでした。
車両の点検・整備、燃費向上に直結するメンテナンスの実施、車両への
無駄な積荷の削減、エコドライブ教育を行い燃費削減に取り組んでいき
ます。



Ⅷ．次年度以降（13～15期）の中期的環境経営目標 9

13期　目標 14期　目標 15期　目標

8,569 8,484 8,484

（対前年▲1％） （対前年▲1％） （前年をキープ）

9,785 9,765 9,765

（前年をキープ） （対前年▲0.2％） （前年をキープ）

8.2 8.2 8.2

（対前年+0.1） （前年をキープ） （前年をキープ）

12,785 12,759 12,759

（対前年▲1％） （対前年▲0.2％） （前年をキープ）

3.80 3.80 3.80

（前年をキープ） （前年をキープ） （前年をキープ）

59,119 58,528 57,942

　（対前年▲1％） （対前年▲1％） （対前年▲1％）

65.3 65.3 65.3

（対前年▲1％） （前年をキープ） （前年をキープ）
97.7 97.7 97.7

（対前年▲2.3％） （前年をキープ） （前年をキープ）

100.8 100.6 100.6

（対前年▲0.2％） （対前年▲0.2％） （前年をキープ）

4.新規事業 販売台数 台
新規試作品の立案

プランニング迄
新規事業　省人化ｼｽﾃﾑ

新規試作品の立案、
プランニング迄
新規事業　省人化ｼｽﾃﾑ

新規試作品の立案、
プランニング迄
新規事業　省人化ｼｽﾃﾑ

新規試作品の立案、
プランニング迄
新規事業　省人化ｼｽﾃﾑ

12.87 12.87 12.87

（対前年▲1％） （前年をキープ） （前年をキープ）

6.環境に配慮した施工・サービス 現状の把握、施工 施工取組

66.0

3.80

59,716

5.化学物質使用量の削減 使用量の把握 ㎏ 13.00

3.節水の徹底
水使用量
（節水の徹底 等）

㎥ 101.0

2.廃棄物排出量の削減

産業廃棄物リサイクル率 ％ 100.0

一般廃棄物
（分別の徹底 等）

㎏

1.二酸化炭素排出量の削減

二酸化炭素排出量 Kｇ-CO2

km/ℓ
軽油消費燃費
（エコ運転・燃費向上）

購入電力
（LED化/節電の推進 等）

ｋWｈ

ℓ
ガソリン購入
（エコ運転・燃費向上）

8,656

9,785

2024.10～2025.9

情報収集、現状の把握、施工

環境経営目標 項目 単位
基準値

（11期実績）
2020.10～2021.9 2022.10～2023.9 2023.10～2024.9

ガソリン消費燃費
（エコ運転・燃費向上）

km/ℓ 8.10

軽油購入
（エコ運転・燃費向上）

ℓ 12,914



Ⅸ．環境関連法規等の遵守状況 10

法規・条例・規制 適用される項目 当社の対応 遵守確認

産業廃棄物の適正な保管 基準に適合した措置 ○

産廃収集運搬及び処分業者との委託契約 契約（書）の締結・許可証の有効期限 ○

マニフェストの管理 期限内送付、産廃管理票交付等状況報告書 ○

マニフェストの保管 5年間保管 ○

廃棄物運搬時の車両の表示・許可証の携帯 左記項目の遵守 ○

(法第2,3,12,14,16条) 産業廃棄物多量排出事業者の処理計画及び実施状況報告 6月30日までに許可権者に報告（前年度発生量が千ﾄﾝ超とき） ○

同上(静岡県条例) 産業廃棄物管理責任者の選任 左記項目の遵守 ○

(第8,10条) 産廃処理委託先の現地確認 委託先の現地確認(1回/年)、記録の保管(5年間) ○

建設業法 (第3,7,8,15条) 登録、許可、技術者等 届出、更新 ○

騒音規制法 (第14,15条) 特定建設作業の届出(開始7日前まで) 規制基準の遵守(苦情無き事) ○

振動規制法 (第14,15条) 特定建設作業の届出(開始7日前まで) 規制基準の遵守(苦情無き事) ○

資源有効利用促進法 (第7,8条) 土砂・コンクリート塊・アスコン塊のリサイクル 左記リサイクルの推進 ○

建設リサイクル法　 (第5,6,9,10,16条) 資材廃棄物の再資源化 再資源化の推進 ○

自動車リサイクル法　(第5,8条) 廃車の適正処理 引取業者への引き渡し ○

道路交通法　 (64条) 道路使用申請 書類の提出、工事看板 ○

道路運送車両法 (第47,48,49条) 自動車の点検・整備 日常点検・定期点検の実施 ○

消防法 (第17条) 消化器 消化器の有効期限の確認 ○

フロン排出抑制法 (第16条) 簡易点検の実施 3ヶ月に1回実施 ○

当社に該当する環境関連法規への違反はありませんでした。

過去3年間において、訴訟及び、関係機関からの指摘もありませんでした。

評価日　2022.10.31　　　評価者　池田

廃棄物処理法
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　代表者による全体の評価と見直しの結果

　2021年10月から2022年9月

　エコアクション認証後7期を経過しました。

2016年6月エコアクション21を認証後掲げてきた、活動目標、活動項目を実践継続しました。

また各項目の目標値を達成するよう、全社員で活動をしてきました。

　環境経営目標の活動項目を具体化し実績数値、目標数値を設定し活動してきました。

その達成比を削減率として表示しました。

その結果購入電力、ガソリン、軽油、廃棄物、水の使用量について、目標値をクリアーできませんでした。

　次年度は下記項目の遵守強化を徹底することにより目標値を下回ることを大目標とします。

それには社内打ち合わせの実施、地域環境創りの重要性の認識を各人に植え付ける指導を徹底し実践します。

2.　　エアコン等の温度設定の見直しの実施

3.　　車両、機械は未使用時、停車時のエンジンOFF習慣付けの指導徹底の強化

4.　　冷房、暖房については、冷やしすぎ、暖めすぎを注意、抑制し適温になれば、スイッチをこまめに切る習慣付けの指導徹底

5.　　廃棄物に関しては、分別回収の指導徹底をし、有価物の有効処分を行い地域社会への、有効還元へ役立てた結果によるもの

6.　　水使用については、節水はもとより、トイレの使用水量の調節をバルブによる水量調整による効果が挙げられます。

7.　　ミスプリントした用紙の再使用推進

8.　　カーテンを使用したエアコンの設定温度の調整効果

9.　　節水効果を高めるための貼り紙の実施

1.　　電気スイッチのON・OFFのこまめな切り替えの実施
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10.　　地域社会への安全活動を実施し環境啓蒙活動の向上を計る

11.　　ミッションの1段目の運転時間を短くし切り替えを早く行うことに依るエンジンの回転数を抑え燃料の消費を抑制する

12.　　今後も地道な環境活動を継続することに依り目標値をクリアーする事を指導していきます。

まとめ

　昨年は環境項目目標値に対し効果を上げる事を検証できない項目が発生し大いに反省をしなければなりませんでした。

また、活動を続けることで反省点も見えてきました。反省をしながら環境の効果を上げる糧にしたいと考えます。

ノー残業day、有給休暇消化の実施。目的を持った営業活動による燃料消費の抑制など

さらに、環境に積極的に取り組み、環境を通じて地域社会へ貢献するという自覚と意識を全社員が自念と持てるような取り組みを実施し

広げていきたいと考えます。

株式会社テクニカルエコサービス

橋本　静華


