
有限会社　　肥田建設

２０２２年　６月１７日

２０２１年度版

２０２1年　４月１日～２０２2年　３月３１日



有限会社肥田建設は、地域性及び環境への関連を考慮し、建設工事の事業活動において

　自然環境の保全及び環境負荷の低減・改善に取り組み、地域社会の環境保全活動を行います。

1． 事業活動に当たって環境に配慮し、環境保全活動の推進に努める。

２．関連する法規、条例及びその他の規制を遵守する。

３．次の項目を当社環境目標として取り組み、継続的な向上に努める。

１）事業活動に使用する化石資源等（ガソリン、電力、ガス）の最小化に努める。

２）可能な限り廃棄物の発生を削減し、減量化に努めると共に適正な処理を行う。

３）水の使用量の削減を図る。

４）事業活動に使用する資材は、環境に配慮した資材購入に努める。

５）事務用品はグリーン購入に努める。

４．環境意識を高めるため全社員に周知徹底し、環境保全確保に努めると共に、社外にも

公表します。

改定日　令和  ３年　６月１７日

有限会社　肥田建設　

代表取締役　　肥田晴久

Ⅱ　　行　動　指　針

環　　　境　　　方　　　針

Ⅰ　　基　本　理　念
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１．事業概要

（１）事業者名及び代表者

有限会社 肥田建設

代表取締役 肥田晴久

（２）所在地

富山県射水市池多２５０－１

（３）設　立

１９９０年（平成２年）　６月２９日

（４）事業内容

土木工事業 とび、土工工事業

鋼構造物工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業

水道施設工事業 石工事業　　　造園工事業 解体工事

（５）環境管理責任者及び連絡先

氏名 肥田晴久

連絡先 ＴＥＬ ０７６６－５６－１８５４

ＦＡＸ ０７６６－５６－９２０１

（６）事業規模

（７）エコアクション実施体制表

事業所内責任者

作業員 作 業 員 事務局

人

86.15

代表取締役

環境管理責任者

6従業員

現場管理責任者(A) 現場管理責任者(B)

床面積

活動規模

売上高 百万円

単位 2019

ｍ２

2021

130

6

86.15

-2-

2020

131

7

86.15

158



２．環境目標とその実績・中期計画

＊参考資料に2016年から2018年度の平均値を表示した。

＊環境への付加の自己チェックシートより2019年を実績計上とし基準値と比較

  したものである。

＊電力、化石燃料、水の使用量及び二酸化炭素の排出量については、下記単位とする。

＊エコ商品に関しては発注元へのアドバイスに心がける。

＊グリーン購入に関しては割合を表示する。(購入は少しづつ増やす）

＊電力のＣＯ2排出係数は、0.518(平成28年を基準）で計算しています。

＊化学物質は使用していません。
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58

グリーン購入

エコ商品購入

1,249

54.3

1,288

471

45

85,597

35,076

1,262

2022年度

目標

5,124

58

エコ商品購入

88,245

47

27,455

3,945

60

35,437

476

36,161

46

86,480

486

実績

5,283

4,0683,834

2021年度

目標

前年実績維持

3,986

5,133

27,73828,305

2,973

53.3

1,210

54,096

1,209

3,834

13.0

935Ｌ 739

20.0ｍ３

80,119 80,119

23,405

二酸化炭素排出量

ガソリン

軽油

Ｋｇ－ＣＯ２

産業廃棄物

9.59

ｔ

（廃棄物総排出量）

一般廃棄物

91,343

灯油

電力

ガス

上水道 ｍ３

単位

kg

項目

（総エネルギー投入量）

総エネルギー投入量合計

4,305

26,656

kＷｈ

Ｌ

Ｌ

12,076

基準年

実績３年平均

2016～18
2019年度 2020年度

目標

施工に関するエコ商品 エコ商品購入 エコ商品購入

9,408 12,076

56.9

（水資源投入量）

23,405

エコ商品購入 エコ商品購入

935

13.0

随時購入随時購入 随時購入 随時購入 随時購入 随時購入

54,095



３．環境活動計画の内容

（１）電気使用量の削減

①不要な照明、未使用箇所の消灯、節電に心がける。

②室内温度の設定（体調を考慮し無理のない温度設定）（自然風の利用）

③照明器具の掃除をする。

④気候や、天候に応じ自然光、ブラインドの利用。（網戸の掃除、一か所設置追加）

⑤冷房温度を上げ扇風機と併用する。（クーラーの点検掃除業者依頼）

（２）車輌燃料使用量の削減

①過積載、アイドリングの防止、法定速度順守(急発進,急停止防止)によるエコドライブに心がける。

（現場へは相乗り行く）

②順次車輌、重機買替え時はガスレベル（規制、騒音）燃費等の低公害車の購入を優先する。

（公共工事には低騒音、低振動に関する規制が施工計画書に記載が義務付け

られ、又、特定自主検査記録表（銃地掴み部分も点検義務）、低騒音、低振動証明書が必須。）

③帰り荷の確保に努力する。（空荷防止）

④車の入替には低燃費の物にする。

（３）産業廃棄物の適正処理

①産業廃棄物管理表（マニフェスト）を基に、廃棄物の適正処理を確認している。

②処理業者との打合せをする。

③廃棄物の中間処理場を定期的に、チェックし搬入状況を写真に残す。

④現場での再生利用を発注者に提案する。（分別の徹底）

⑤過積載防止に努める。

⑥空荷の無いようにする。

（４）一般廃棄物の削減

①再生紙や使用済み封筒の再利用。

②グリーン商品の購入に心がける。（カタログの利用により）

③一般廃棄物分は別ボックスを接し地域分別回収を利用する。

④プレビュー画面を使用印刷ミスの防止に努める。

⑤分別の徹底

（５）水使用量の削減

①使用時は蛇口の排水量を削減する。(洗濯機の使用時の節水）

②トイレの節水に心がける。

（６）施工に関する項目

①施工に関してエコ商品の使用に努め、発注者にアドバイスするよう心がける。

（７）グリーン購入

①現場での資材及び事務用品について現状維持と共に購入時に出来るだけ環境物品を

　選択するように心がける。

（８）環境への配慮

①外部等の苦情は無いが、災害時の汚染防止等については、社内規定の計画書にて実施する。

(社員に対して環境方針を名詞サイズのカードを作成し、携帯を義務付けている。）

②全体的にマンネリ化しつつ有り一年に一度の見直しでは有るが、維持できるよう今後も

　　心がけたい。
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４．環境活動計画の取組み結果の評価

　環境活動が終了し、環境管理責任者により代表者が環境への取組結果の評価と次年度の取り組みは
下記のとおりである。

＊基準年を2015年に変更した事と、原因 ＊今後も工種の違いにより変動を考えられるが、
　究明したことにより工種の違いにより 　より節電に取り組む。
　これからも変動が有る物と思われる。 ＊温度設定は、熱中症に配慮し、体調を考慮
　 　した温度設定をする。

＊作業所の不要電源を切る様心がけるよう社員
　　にも徹底する。

＊今年度も工種により使用機械が変わり ＊現場近隣に注意して環境保全に努める。
　燃料が増えたり不動になるが、環境を ＊特定点検は勿論だが日々の点検もを大切
　考慮した機械に買い替える様にする。 　である。

灯油、ガス ＊気候変動で使用料が大幅に増えたが、 ＊健康を管理しつつ努力したい。
　体調管理を考慮する事も必要
　である。

(廃棄物の削減）
＊解体などで排出量は多いがより一層の ＊工種により変動が有るが、より一層再生利用
　再生資源にし又利用に心がけたい。 　　する努力をしたい。
（発注先にもアドバイして行きたい）
＊リサイクル材の使用維持に努める。 ＊回収ボックス利用を維持し削減に
＊回収ボックスの利用に務めているが、 心がける。
　未だ削減されないので、努力したい。

（工種により増加する為）
＊分別ＢＯＸを使用して地域回収を ＊より一層努力を続けたい。
　利用してるが削減に繫がらない
　で努力したい。

環境活動項目に関する項目 ＊環境活動に使用する資材は ＊環境活動に使用する資材は引続き
　再生材などのエコ商品を使用する 　　エコ商品の使用に努める。

グリーン購入 ＊引き続き環境に配慮した製品を購入 ＊引き続き環境に配慮した製品を購入する。
　する。 　

(排水量の削減） ＊減量に努めた結果が表れている。 ＊今後も維持に努める。

◎コロナ過の影響で仕事も減り削減にも大幅な変動がみられているようなので心配である。

５・環境関連法規の遵守状況の確認・評価の結果、訴訟の有無

　現在まで、環境関連法規への違反はありません。なお、関係当局よりの違反等の指摘は
創業以来ありません。

取組項目 評価 次年度取組
（二酸化炭素排出量の）削減

一般廃棄物

電力

車輌燃料

産業廃棄物

リサイクル



実施日　令和３年　６月２５日

報告（環境管理責任者） コメント・提案（環境管理責任者） 評価・指示事項他(代表者）

取組状況の総合評価 ※環境関連法規の遵守 ※環境関連法規については今のところ

　　　（守られている） 　　　　　　遵守されている。

※その他の取組 ※その他の取組に関しいても遵守されている。

　　　（守られている） 　　　　(現状維持）

変更の必要性　　　　有　　無

環境方針 ※環境方針をカードにして全員に ※現状を維持してゆく。 ※このまま現状維持に努める。

　　　配布し周知、徹底ている。 (変動の有る物は随時見直しの検討をする）　　　　（必要に迫られた場合は変更もやむ終えない）

※環境方針（行動指針）の一部改正

変更の必要性　　　　有　　無

環境活動計画・目標 ※受注の工種が変わる事により ※続き目標達成は難しい部分も有るが ※現状維持で経過を観察る。

　　　　達成が出来なかった。 　維持に努めたい。

　　　　(その中で努力する）

変更の必要性　　　　有　　無

その他の環境経営システムの各要素 ※毎月のKY活動により意識は出て ※KY活動維持に努める。 ※このまま経緯を観察する。

　来ている。

変更の必要性　　　　有　　無

周囲の変化状況 ※２年続きで外部からの苦情は ※さらに外部からの苦情に耳を傾けたい。 ※広く外部からの苦情にいっそう耳を傾けたい。

　　　無いが日頃から現状維持する。

※今後とも属している協会からの情報を

　　入手し反映したい。

変更の必要性　　　　有　　無

5．代表者による全体の取組状況の評価及び見直しの結果

※このまま現状維持


