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第　 7　 版

作成年月日：　令和　４年　７月　　３０日

（対象期間：令和　３　年６月１日～令和　４　年５年３１日）



1 事業者名 株式会社園田工務店

2 代表者氏名 代表取締役 園田　晴義

3 所在地 本社　　　　　   静岡県藤枝市青葉町4丁目1番27号

駐車場・資材置場　　静岡県藤枝市青葉町２丁目４番１８号

資機材置場　　静岡県藤枝市大洲１丁目７番３２号

4 事業活動 建設業（土木、とび・土工、舗装、造園、水道施設及び解体の工事業）

5 従業員数 ５名

6 環境管理責任者 取締役　　園田　勝博

連絡担当者 事務　　　橋本　稔子

7 連絡先 ＴＥＬ　 （０５４）　６３５－０２４６

ＦＡＸ （０５４）　６３５－０２９１

Ｅ－mail:  sonodakokumuten@uv.tnc.ne.jp

8 建設業許可 静岡県知事許可　（般ー２）　　３３５３　号

(令和3年1月9日から令和8年1月8日）

9 事業の規模

①　設立　　１９７８年　１月　　（法人成）

②　事業規模

単位 2019年 2020年 2021年 2022年 車両 ４t車　　　　　　　　２台

売上高 百万円 48 39 39 26 車両 ユニック車　 　　 １台

従業員 人 5 5 5 5 ライトバン　  　　 １台

事務所床面積 ㎡ 17 17 17 17 キャンター　 　　  １台

倉庫床面積 ㎡ 34 34 34 34 pc４５　　 　 　　   １台

資機材置場 ㎡ 1653 1653 1653 1653 重機 po50     　         1台

駐車場・置き場 ㎡ 99 99 99 99 E120Ｂ　　　　      1台

10 事業年度 ６月　　1日　～　翌年　５月　　３１日

11 認証・登録の対象範囲

活動 全事業活動

対象組織：　会社（事務・経理部門、現場部門）

　　　　　１．　　組織の概要

事務・経理部門

活動規模

（株）園田工務店

現場部門



　環境経営システムにおける役割、責任及び権限

　経営責任者

①環境経営に対しての責任、環境管理責任者の指名

②経営における課題とチャンスを踏まえて

　　環境経営方針の作成と社員への周知

③実施体制の構築、経営資源の準備

④全体の評価と見直し・指示

環境管理責任者

①環境経営活動の推進

②環境経営目標及び環境経営計画の作成

③環境経営推進会議の実施

④経営責任者への進渉報告

EA-２１活動事務局

①各部門のデータのまとめ

②環境経営計画の予定、実績管理

③環境負荷・環境への取り組みの自己チエックの実施

④環境管理責任者補佐

⑤環境関連法規などの最新版管理

⑥文書類の作成管理

各部門

①環境経営計画の実施

②月別部門データの集結

③問題点の把握と是正の実施

④推進会議の出席

⑤従業員、下請け会社の教育

経営責任者

作成日：令和２年　６月１　日
　　作成者：　橋本　稔子

２．　　　実　施　体　制

（取締役）

環境管理責任者

園田　晴義

（代表取締役）

園田　勝博

EA-21活動事務局

現場部門事務・経理部門

横山　利秋橋本　稔子

橋本　稔子



　　①　CO2削減の為省エネに取り組みます。

　　②　水資源を有効活用し、節水に努めます。

　　③　廃棄物の削減と、再資源化推進の活動に取り組みます。

　　④　グリーン商品の調達活動に取り組みます。

　　⑤　建設工事は環境に配慮した工事を実施いたします。

　　⑥　建設廃棄物の適正処理に努めます。

３、環境に関する法規などを遵守いたします。。

４、会社員が環境経営方針を理解しそれを社内掲示により周知徹底すると共に、社員

　　教育を計画的に実施し、環境問題への意識向上をはかります。

制定年月日 平成　２８　年　９月　１　日

２、環境に配慮した活動の目標を設定し、環境経営目標の達成状況及び環境経営計画

　の実施状況を定期的に確認し、環境経営システムを継続的に改善します。

改定年月日 令和　２　年　６月　１　日

株式会社園田工務店   代表取締役　　園田　晴義

3.　環  境　 経　営 　方　針

　（株）園田工務店は、建設工事の事業活動を通じ、美しい自然を守る為、

環境に配慮した工事に取り組む企業をめざします。

１、事業活動が環境に与える影響を把握し、環境保全に視点を置いた活動を

　　推進いたします。

 環境経営方針

 企業理念



4.　環境経営目標

運用期間（令和３年６月～令和4年５月）の環境経営目標

基準期間

令和２年６月～令和３年５月

基準値 削減率等 目標値

㎏、CO2 17,562 -0.5% 17,474

電力 kWｈ 2659 -0.5% 2645,7

ガソリン L 1,903 -0.5% 1,893

軽油 L 4,535 -0.5% 4,512

廃棄物 一般廃棄物排出量 ㎏ 0.0053 -0.5% 0.0052

産業廃棄物排出量 ｔ 179..49 -0.5% 178.59

㎡ 　　　設定せず 　同　左 　同　左

件 ４件 4件

件 2件 2件

短期・中期の環境経営目標

令和2年 令和３年年度 令和４年度 令和 ５年度

基準年（実績） 目標 目標 目標

㎏-CO2 17562..0 -0.5％ -1.0％ -1.5％

電力 kWｈ 2659.0 -0.5％ -1.0％ -1.5％

ガソリン L 1903.0 -0.5％ -1.0％ -1.5％

軽油 L 4535.0 -0.5％ -1.0％ -1.5％

一般廃棄物排出量 ｔ 0.0053 -0.5％ -1.0％ -1.5％

産業廃棄物排出量 ｔ 179..49 -0.5％ -1.0％ -1.5％

㎥ 設定せず ― ― ―

件 現状把握　４件 ４件 ５件 ５件

1.[購入電力」の二酸化炭素排出係数は、中部電力（平成２６年度）の実排出係数「0.４９７㎏ーCO2/ｋWｈを使用。
２.「水使用量」は全量井戸水のため数値目標は設定せず「環境経営計画」のみとする。
３．「グリーン購入」及び「環境に配慮した自社の取組」は平成29年度の現状把握・検討を踏まえ目標設定を行う

　　　　　　　　　　２０２1　～　２０２2

３件件

※水は全量井戸水を使用（メータ無し）

項目

廃棄物

二酸化炭素排出量（事務所）

単位

運用期間

内訳

水使用量の削減

事務用品のグリーン購入率向上

４件４件目標検討結果２件

水使用量の削減

事務用品のグリーン購入率向上

環境に配慮した自社の取り組み

環境に配慮した自社の取り組み

項目 単位 令和３年年６月～令和４年５
月

二酸化炭素排出量



5.　環境経営計画

上半期 下半期 全期

天井照明の間引き

不在時は消灯

パソコンを使用しない時は電源を切る

温度設定夏28℃　冬20℃

橋 クールビズ、ウォームビズの実施

本 フィルター定期清掃

遮光対策

不要なアイドリング禁止

乗用車 園 不要な荷物を積まない

トラック 田 急発進・急加速の禁止

ホーク 日常・定期点検の実施

園 アイドリングストップ

田 日常・定期点検の実施

コピー用紙の両面使用

橋 集約化購買

本 廃棄物の分別とリサイクル

廃棄物の分別化

園 分別ルート新規開拓

田 電子マニフェストの導入

仮設資材・用具のリース化

園 節水表示

田 節水ストッパーの設置検討

環境ラベル対応品の購入検討

橋 何回も使える物購入検討

本 小さい容器から大きな容器への切り替え検討

園 リサイクル材の購入検討

田

園 施工計画段階での環境配慮の取組検討

田 環境配慮工事の提案

道路愛護の参加

園 花火大会後の片づけ 中　　止

田 段ボール等の障害者作業所への寄付

２０２１年～２０２２年

地域貢献

環境配慮工事特定工事他

建設資材
設備

グリーン購入

事務用品
他

（取組期間：令和3年6月～令和4年5月）

スケジュール
目的 区分 項目 責任者 活動項目

重機

全員照明

空調

節水 井戸水

二酸化炭素
の削減

購入電力

ガソリン・
軽油

廃棄物の
リサイクル

事務所

建設副産
物のリサ
イクル



6.　環境経営目標の実績

運用期間（令和３年 6月 ～ 令和４年 5月）の環境経営目標の実績

２０２２年　～　　　２０２３年

基準期間

令和２年年6
月～令和３年

5月

基準値 削減率等 目標値 実績値 比率 評価

㎏、CO2 17563.0 -0.5% 17475.1 10788.3 61.7% ○

電力 kWｈ 2659.2 -0.5% 2645.9 1599.0 60.4% ○

ガソリン L 1903.5 -0.5% 1893.9 1450.5 76.5% 〇

軽油 L 4535.2 -0.5% 4542.3 2569.1 56.5% ○

廃棄物 一般廃棄物排出量 kg 5.3 -0.5% 5.2 7 134,61% ×

産業廃棄物排出量 t 179.49 -0.5% 178.59 3 0.1% ○

㎡

件 ４件 ４件 ４件 100% 〇

件 　２件 ２件 ２件 100% 〇

※水は全量井戸水を使用（メータ無し）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）一般廃棄物は　Ｈ３０年６月から集計を開始しました。

化石燃料使用量
（二酸化炭素排出量）

一般廃棄物排出量
産業廃棄物排出量

　今後の方向性

　　　　 段ボールや、OA用紙等は社会福祉法人の団体にリサイクル資源として提供しています。

原因分析・是正処理

仕事が無い分資材置き場のかたずけをして、産業廃棄物処理の量が
増えてしまいましたが、目標値に対しては大幅減となっています。

工事高は、前年より３３％減少してしまったので、電力等全て減少しまし
た。。

項　　　　目 単位

二酸化炭素排出量

内訳

水使用量の削減

事務用品のグリーン購入の向上

環境に配慮した自社の取り組み

運用期間

令和３年６月～令和４年５月(２０２１年から２０２２年）

環境経営計画のみ



取組結果と 今後（次年度）

価 その評価内容 の取組内容

天井照明の間引き ○ 実施できる 継続実施

○ 徹底した 継続実施

パソコンを使用しない時は電源を切る ○ 新機種に入れ替え 継続実施

温度設定夏28℃　冬20℃ ○ 徹底した 継続実施

クールビズ、ウォームビズの実施 ○ 徹底した 継続実施

フィルター定期清掃 〇 継続実施

○ ブラインドの設置 継続実施

不要なアイドリング禁止 ○ 意識の浸透を図る 従業員の参加

不要な荷物を積まない ○ 意識の浸透を図る 従業員の参加

急発進・急加速の禁止 ○ 徹底した 継続実施

日常・定期点検の実施 〇 意識の浸透 従業員の参加

アイドリングストップ ○ 徹底した 継続実施

○ 徹底した 継続実施

コピー用紙の両面使用 ○ 徹底した 継続実施

集約化購買 ○ 実施している 継続実施

廃棄物の分別とリサイクル ○ FAXをメールで返信 継続実施

廃棄物の分別化 ○ 分別基準と実施 継続実施

廃棄物の分別化 ○ 徹底された 継続実施

分別ルート 〇 対応完了 継続実施

電子マニフェストの導入 ○ 導入を決定 継続実施

仮設資材・用具のリース化 ○ 導入 継続実施

節水表示 △ 意識の浸透を図る 継続実施

節水ストッパーの設置検討 △ 実施事例なし 継続実施

環境ラベル対応品の購入検討 △ 実施事例なし 継続実施

何回も使える物購入検討 ○ ボールペンなど 継続実施

小さい容器から大きな容器への切り替え検討 △ 購入時徹底 継続実施

建設資材 リサイクル材の購入実施 △ 実施事例なし 継続実施

〇 対応実施 継続実施

〇 対応実施 継続実施

道路愛護の参加 ○ 資材置場前道路等の清掃 継続実施

花火大会後の片づけ参加 ○ 大会翌朝の片づけ 中止

段ボール等の障害者作業所への寄付 ○ ハルモニアへの提供 継続実施

工事の手直しを無くす              注釈　　○良くできた　　　△もう少し　　　×改善が必要

施工計画段階での環境配慮の取組実施

環境配慮工事の提案

地域貢献
環境美
化等

環境配慮
工事

特定工
事他

建設副
産物の
リサイ
クル

節水 井戸水

重機

事務用
品他

廃棄物の
リサイク

ル

事務所

グリーン
購入

７．環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組み内容

（取組期間：令和3年6月～令和4年5月）

二酸化炭
素の削減

照明

空調

車両

遮熱対策

不在時は消灯

日常・定期点検の実施

目的 項目
評

活動項目



8．自社の取り組み

注意書きによる社員の意識づけ

☆ ごみの分別で再資源化

分別して出来るだけ混合廃棄物を減らす
ダンボール専用ケース

社会福祉法人ハルモニアへ提供
する。

ごみの分別状況

プラ　ごみ 紙　類 一般ごみ

☆ 節　　電



法規制等の名称 適用項目 備考
遵守評価

結果

地球温暖化対策

の推進に関する法律

騒音規制、振動規制 敷地境界の於ける規制基準の遵守 工事現場重機運転・施工管理 〇

廃棄物処理業者との委託契約 契約書の締結、処理業者の許可証確認 ○

廃棄物の処理及び マニフェスト伝票の交付 交付基準の厳守、交付等状況報告 ○

清掃に関する法律 マニフェストの保管 保管基準の厳守（A,B2,D,E票、5年間） ○

廃棄物の悪臭及び散乱防止 廃棄物保管基準の厳守 ○

建設リサイクル法 建設副産物のリサイクル 対象建設工事の分別解体の実施 ○

家電リサイクル法 特定家電の回収 廃テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機の処理 該当なし

建設業法 事業全般 建設事業者の遵守事項 ○

適用設備機器の点検管理 空調設備　（対象設備は無し） 該当なし

廃棄処理時のフロン回収 空調設備　（廃棄対象物は無し） 該当なし

労働安全衛生法 工事現場の監督 労働安全管理者選任 〇

　　２．違反、訴訟等の有無

9.  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

　　１．環境関連法規等の遵守状況

　　　　　　下記、関連法規制一覧表内の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

県産業廃棄物の適正
な処理に関する条例

エコアクション２１活動の推進 ○CO2削減取組

藤枝市一般廃棄処理
に関する条例

フロン排出抑制法

委託先の実地確認と記録の保存

一般廃棄物の排出 ゴミの収集・分別及び廃棄基準の遵守

当社に対し関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟は過去３年間ありません。

○

遵守状況確認：2022年6月1日

現地確認(年１回実施)、
記録の保管(5年間)

○

　　　　　　　　　　　　　　確認者：園田　勝博



　　令和３年６月から令和４年５月までの工事高は、昨年より減少し

今年も地域貢献の草刈りを行ったり、交通安全期間中は道

路に立ち、交通安全の呼びかけを行い、現場近くのカーブ

ミラー等の清掃をいたしました。

　　事務所では不在時の照明消灯、エアコンはクールビズに努力した

結果、目標値を達成しました。

　　さらに、取組を進めて行く為には、会社全員の意識改革が必要となるので、

一層の話し合いを行う必要が有ると考えます。

　　なお、本レポートの取組期間は令和３年６月～令和４年５月でまとめました。

継続実施する事とします。

今年度の営業面においては、工事高は減少しましたが、従業員の協力で施工上

の無駄：ロス削減に努め、次年度の経営に貢献できる成果となりました。

２０２２年　７月　　３０日

株式会社園田工務店

代表取締役　園田　晴義

環境経営目標・環境経営計画の評価・見直しは当面必要なく、

お陰で電力、ガソリン、軽油は目標を達成しました。

てしまいましたので、資材置き場の片付けで余裕時間を有効活用しました。

１０．　代表者による全体評価と見直しの結果・指示


