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１） 事業所名 服巻建設 株式会社

　　代表者氏名 代表取締役　松尾　裕之

２）　所在地 本　社　　　 〒845-0002　 佐賀県小城市小城町畑田 988番地1

３）　環境管理責任者 常務取締役　 中村　茂美

　　　担当者 総務部 笠原　明子

　　　連絡先 ＴＥＬ0952-71-1005 ＦＡＸ 　0952-72-1799

Ｅメールアドレス　　haramaki@mx81.tiki.ne.jp

４）　事業の内容 建築工事業、土木工事業、とび・土工工事業、解体工事業

５）　許可番号 佐賀県知事許可　　特-２　第９４２１号

６）　事業の規模 ＊資本金 ４千万円

＊従業員数 ８人 （2021年12月現在）

＊売上高 ２１４百万円

＊延床面積 １９６㎡

＊法人設立 平成１１年７月３０日

７）　事業年度 ２０２１年１月～１２月

２．認証・登録の対象範囲

　　上記の全組織及び全活動

　　　1)　対象事業所 本社

　　　2)　事業活動 上記の事業内容

1.　組織の概要

ｐ.（1）
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工事部 ・事務部

環境経営目標達成のため、責任を持って自部門の環境活動を推進する
自部門で発生した問題点の是正処置、予防処置を実施する
自部門に関連する法規制等を順守する
自部門に関連する緊急事態への準備及び対応の訓練を実施する
自部門の教育・訓練を実施する

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

   3. 実施体制

環境管理責任者

環境経営のシステムを構築する。
環境目標、環境活動計画を作成する。
目標の達成状況及び環境活動計画の実施状況を確認・評価する。
上記の結果を代表者に報告する。

ＥＡ２１委員会 ３か月に１回開催し、環境目標及び環境活動計画の実施状況を審議する。

ＥＡ２１事務局
環境管理責任者を補佐し、ＥＡ２１文書及び記録類の作成・維持・集計・管理
を　行う
社外からの環境情報の収集と伝達を行う

工事部
　２名

　　事務部
　　　　　　　　２名

　　役割分担表

所　属 役割・責任・権限

代表者

代表者として環境経営全般について責任と権限を持つ
環境経営方針を作成・見直し、従業員に周知する
環境管理責任者、ＥＡ２１事務局員を任命する
取組を実施するための資源（人・もの・金）を準備する
取組状況に関し評価、見直しを実施する

代表者
社長　松尾　裕之

代表者
副社長　服巻　八生子

　環境管理責任者
　　　中村　茂美

  ＥＡ２１委員会
   常務
   中村茂美

　　ＥＡ２１事務局
　　総務
　　笠原　明子

p.(2)



9

環 境 経 営 方 針

服巻建設株式会社 は、天山水景の麓に位置し、小城清水の清流豊かな

環境の中で建設工事を通じて、この環境の保全と汚染の予防に努めることを

全社員が自覚し『環境にやさしい社会づくり』に取り組みます。

１．次の事項に取り組みます。

（１）二酸化炭素排出量の削減

（２）建設にともなう産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の排出量削減

（３）水使用量の削減

（４）資材、事務用品等のグリーン購入推進

（５）本業における環境貢献の推進

（６）環境経営システムの継続的改善

２．関係する環境関連法規等を遵守します。

改定日 令和 ２年 ６月 １日

服巻建設株式会社

代表取締役 松尾 裕之

認証番号0012431

ｐ.（3）



5．環境経営目標

活動期間 (2021年1月～12月）

2018年度

（1%削減）

2017年
1月～12月

2018年
1月～年12月

2019年
1月～12月

2020年
1月～12月

2021年
1月～12月

㎏‐CO₂ 11,920 11,800 11,680 11,560 11,443

（1）電気使用量削減 kWh 12,749 12,621 12,494 12,366 12,239

　　　　事務所 kWh 10,554 10,448 10,343 10,237 10,132

　　　　現場 kWh 2,195 2,173 2,151 2,129 2,107

（2）ガソリン使用量削減 ℓ 2,381 2,357 2,333 2,309 2,286

　　　　事務所 ℓ 2,328 2,305 2,281 2,258 2,235

　　　　現場 ℓ 53 52 52 51 51

（3）軽油使用量削減

　　　　現場 ℓ 44 44 43 43 42

kg

一般廃棄物排出量の削減 ㎏ 288 285 282 279 276

産業廃棄物ﾘｻｲｸﾙ率の向上 ％ 100 100 100 100 100

m³

　　　　事務所 m³ 42 42 41 41 40

　　　　現場 m³ 15 15 15 15 14

− 購入に配慮 購入に配慮 購入に配慮 購入に配慮 購入に配慮

− 施工時に配慮 施工時に配慮 施工時に配慮 施工時に配慮 施工時に配慮

※二酸化炭素排出量の計算で使用した排出係数は九州電力　

平成２８年度の二酸化炭素調整後排出係数（ 0.483ｋｇ‐CO₂／kＷh）を使用しています。

５．省資源・省エネ型設計・
施工の提案

環　境　目　標 単位

基準年
2017年度

年度

2019年度
（2%削減）

2020年度
（3%削減）

2021年度
（4%削減）

１．二酸化炭素排出量の削減

２．廃棄物排出量の削減

３．水使用量の削減

４．グリーン購入の推進

ｐ.（4）



5．環境経営目標 （2022年度）

2021年
1月～12月

2022年
1月～12月

2023年
1月～12月

2024年
1月～12月

2025年
1月～12月

㎏‐CO₂ 11,908 11,789 11,553 11,553 11,553

（1）電気使用量削減 kWh 13,005 12,875 12,745 12,745 12,745

　　　　事務所 kWh 11,844 11,726 11,607 11,607 11,607

　　　　現場 kWh 1,161 1,149 1,138 1,138 1,138

（2）ガソリン使用量削減 ℓ 2,210 2,188 2,161 2,161 2,161

　　　　事務所 ℓ 515 510 500 500 500

　　　　現場 ℓ 1,695 1,678 1,661 1,661 1,661

（3）軽油使用量削減

　　　　現場 ℓ 214 212 210 210 210

kg

一般廃棄物排出量の削減 ㎏ 264 261 259 259 259

産業廃棄物ﾘｻｲｸﾙ率の向上 ％ 100 100 100 100 100

m³

　　　　事務所 m³ 32 32 31 31 31

　　　　現場 m³ 28 28 27 27 27

− 購入に配慮 購入に配慮 購入に配慮 購入に配慮 購入に配慮

− 施工時に配慮 施工時に配慮 施工時に配慮 施工時に配慮 施工時に配慮

1.購入電力の二酸化炭素後排出係数は、 0.479ｋｇ‐CO₂／kＷh（2020年度九州電力調整後）を使用しています。

2.目標年度の()は基準年に対する削減率を示す。

５．省資源・省エネ型設計・
施工の提案

単位

基準年
2021年度 2022年度

（1%削減）
2023年度
（2%削減）環　境　目　標

年度

１．二酸化炭素排出量の削減

２．廃棄物排出量の削減

３．水使用量の削減

４．グリーン購入の推進

2024年度
（2%削減）

2025年度
（2%削減）

ｐ.（5）



6．環境経営計画　　活動期間 (2021年度） （2021年1月～12月迄）

責任者： 環境管理責任者

サイト区分 活　動　項　目 担当者 スケジュール

事務所 年間を通して

・昼休み時間の消灯 （笠原明子） 〃

・照明器具、空調機フィルター清掃 現場 〃

・夜間、休日はパソコンの主電源を切る （小柳敏之） 〃

・急発進、急加速、急減速の禁止 事務所 〃

・不要な荷物は積まない （笠原明子） 〃

・空気圧の適正確認 現場 〃

（小柳敏之） 〃

・急発進、急加速、急減速の禁止 〃

・不要な荷物は積まない 現場 〃

・定期点検の実施 （小柳敏之） 〃

〃

一般廃棄物排出量の削減 年間を通して

・コピー用紙裏紙の利用 〃

・転用可能な資材の活用の推進 〃

・中間処理施設の利用徹底 〃

・節水ラベルの貼付 事務所 年間を通して

・節水の呼びかけ （笠原明子） 〃

・出しっぱなしをなくす 現場

（小柳敏之） 〃

全社 事務所・現場共　グリーン購入に配慮していく

５．省資源・省エネ型設計・施
工の提案

省資源型設計・施工に配慮していく

現場

事務所
現場

現場

（笠原明子）

（小柳敏之）

３．水使用量の削減

４．グリーン購入の推進

（1）電気使用量削減

（2）ガソリン使用量削減

（3）軽油使用量削減

産業廃棄物ﾘｻｲｸﾙ率の向上

取　組　目　標

１．二酸化炭素排出量の削減

・使用していないパソコンの電源を切る

２．廃棄物排出量の削減

・分別によるリサイクルの推進（用紙類はシュ
レッダー処理）

事務所
現場

事務所
現場

現場

事務所

ｐ.（6）



7．環境経営目標の実績

活動期間（2021年1月～12月）

基準年
（2017年度） 目標 実績 評価 結果の評価

１．二酸化炭素排出量の削減二酸化炭素排出量の削減 ㎏‐CO₂ 11,920 11,443 11,960 ×

（1）電気使用量削減 kWh 12,749 12,239 13,005 ×

　　　　事務所 kWh 10,554 10,132 11,844 ×

　　　　現場 kWh 2,195 2,107 1,161 〇

（2）ガソリン使用量削減 ℓ 2,381 2,286 2,210 〇

　　　　事務所 ℓ 2,328 2,235 515 〇

　　　　現場 ℓ 53 51 1,695 ×

（3）軽油使用量削減 ℓ

　　　　現場 ℓ 44 42 214 × 上記と同様

２．廃棄物排出量の削減 ｋｇ

一般廃棄物排出量の削減 ㎏ 288 279 264 〇

産業廃棄物ﾘｻｲｸﾙ率の向上 ％ 100 100 100 〇

３．水使用量の削減 m³

　　　　事務所 m³ 42 41 32 〇

　　　　現場 m³ 15 14 28 ×

４．グリーン購入の推進 ％ 〇

件 〇

※二酸化炭素排出量の計算で使用した排出係数は九州電力　平成２８年度の二酸化炭素調整後排出係数

　（ 0.483ｋｇ‐CO₂／kＷh）　を使用しています。

事務所使用量は現
場事務所を構えて
無い分事務所作業
が増えて増加した。
その分現場が減っ
ている。

５．省資源・省エネ型設計・施工
の提案

2021年1月～12月

ガソリン使用料も電
気使用量と同様に
現場状況により増
加している。

雑誌・段ボール等
は100%リサイクル出
来ている。

節水は意識を持っ
て行っているので、
特に無し

　グリーン購入に配慮していく

　省資源型設計・施工に配慮していく

環境目標 単位

0
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2,500

3,000

3,500

4,000

0

2,000

4,000

6,000
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14,000

16,000

2017 2018 2019 2020 2021

ℓ
kg-CO₂ 
kWh 

二酸化炭素排出量と発生源の推移

（1）電気 kWh （2）ガソリン ℓ （3）軽油 ℓ 二酸化炭素排出量 kg-CO₂

ｐ.（7）



8.　環境経営計画の取組結果とその評価並びに次年度の計画内容

照明器具、空調機の定期清掃

空気圧の適正確認

転用可能な資材の活用の推進

１年間の評価 次年度の計画

・節水に努めた。
・節水ラベルを貼付け
た。

・今後も節水に努め、使用時は常
に蛇口の5割開栓を心掛ける。

・裏紙の使用頻度を増や
した。
・分別によるリサイクル
の推進。

・今後も社内ランを活用し、無駄
な用紙の使用しない。
・現場の産廃等は再資源化する。

１年間の評価

活動項目 １年間の評価 次年度の計画

・工事現場の提案は出来
ている。

次年度の計画

・アスクルのエコ商品等
の利用をしている

1月～12月

省資源型設計・施工に配慮していく 〇

１年間の評価 次年度の計画

活動項目 １年間の評価 次年度の計画

・概ね実施出来ている。 ・こまめな消灯
・エアコンの適温調整
・エアコンの定期清掃
・今後もガソリン、軽油使用量
削減を意識していく。
・夏季における空調の節電

電気使用
量削減

ガソリン
使用量削

減

軽油使用
量削減

定期点検の実施 〇

2.廃棄物排出量削減
実施状況

1月～12月

一般廃棄物

産業廃棄物

活動項目

活動項目

実施状況
５．省資源・省エネ型設計・施工の提案

4.ｸﾞﾘｰﾝ購入の推進(事務用品)
実施状況
1月～12月

グリーン購入に配慮していく 〇

こまめな節水 〇

節水ラベルの貼付け 〇

中間処理施設の利用徹底 〇

3.水使用量削減
実施状況

1月～12月

分別によるリサイクルの推進 〇

コピー用紙の裏紙利用 〇

〇

急発進、急加速等の禁止 〇

不要な荷物は積まない 〇

急発進、急加速等の禁止 〇

不要な荷物は積まない 〇

〇

エアコンの適温調整 ×

〇

夜間、休日はパソコンの主電
源を切る

〇

1.二酸化炭素排出量の削減
実施状況

1月～12月

こまめな消灯 〇

活動項目

ｐ.（8）



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

                                         

当社の事業活動、関する環境関連法規等は次のとおりです。

浄化槽法 浄化槽の管理、保守点検、法定点検の実施

フロン排出抑制法 簡易定期点検の実施

令和3年3月に上記の環境関連法規等の遵守状況を確認・評価した結果、違反はありませんで
した。また、関係機関等からの指摘、利害関係者からの訴訟もありませんでした。

建設業法 建設業許可

騒音規制法
特定建設作業の届出
建設現場での機械使用時の騒音レベルの遵守

振動規制法
特定建設作業の届出
建設現場での機械使用時の振動レベルの遵守

適用される法規等 適用される事項（施設・物質・活動等）

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律（廃掃法）

マニフェストの交付・回収・保管の適正処理

建設リサイクル法 一定規模以上の建築4品目の分別解体と再資源化

服巻建設 ㈱

ｐ.（9）



１． 評　価

・ 社員全員エコに対し責任と意識を持って現場環境に取り組んでいる。

・ 現場では環境に配慮した施工を行い、廃棄物等管理もきちんと出来ている。

・ 現場作業内容等で二酸化炭素排出量の変動があるが、出来るだけ削減出来るよう

促した。

２． 見直し

・ 継続してエコ活動に取り組むこと。

・ 現場監理も大事だが、各自健康管理にも留意する。

３． SDGsに配慮しながら環境経営改善に取り組んで行くと前年度に掲げていたので、
社員全体でどんな項目・内容に対して配慮しているのか、報告を受けた。

※ 社内における配慮 　

項目12：作る責任使う責任

①　裏紙、裏封筒の再利用　（メモ帳にして再利用、封筒を切開いて仕切り用紙として再利用等）

②　不要物排出の完全分別実行

③　電子媒体にてペーパーレス

※ 家庭・地域における配慮

項目12：作る責任使う責任　　項目11：住み続けられるまちづくり
①　ごみの分別　　　　　②　地域コミュニティーへの積極参加
③　エコバックの利用。食品ロスの削減（買いすぎない）
④　不要用品の再利用（着なくなった洋服等にてマスクやエコバックに再利用）

項目1：貧困を無くそう　　　項目16：平和と公正をすべての人に
①　レドカップキャンペーンやハンガーフリーワールド等への協力
②　項目16への切実なる思いとして、武力を競うより社会貢献度を競え。軍事費不要。

などの報告を頂きました。

４． 環境方針、環境目標、環境活動計画及び実施体制は変更せずに、このまま継続する。
又、SDGｓにも配慮していく。

　　代表取締役　松尾　裕之

10．代表者による全体評価と見直しの結果
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