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1 組織の概要

① 事業者名 石福建設株式会社

② 代表者氏名 代表取締役　望月　克政

③ 所在地 〒421-1213
静岡県静岡市葵区山崎1丁目35番地の1

④ 事業活動 総合建設業

⑤ 環境管理責任者 取締役専務　望月　均
担当者 管理部　　　阿部　嘉範

⑥ 連絡先 ＴＥＬ　054-278-6611
ＦＡＸ　054-278-5624
Ｅ-mail:ishifuku@quartz.ocn.ne.jp　

⑦ 建設業許可 総合建設業　静岡県知事許可（特ー29）第　2501　号
2016.2月：静岡市ＣＳＲパートナー企業認定

⑧ 事業の規模
　 設立 1962年

完成工事高(Ｒ１) 20.3億円
従業員 39名
事務所床面積 602.99ｍ2

⑨ 保有車両
　　三菱社製油圧ショベル　バケット容量0.06ｍ3　1台
　　（排出ガス対策型・低騒音型建設機械）
　　ＣＡＴ社製ミニ油圧ショベル　バケット容量0.09ｍ3　1台
　　（排出ガス対策型・超低騒音型建設機械）
　　キャタピラー社製クレーン機能付油圧ショベル　バケット容量0.16ｍ3　1台
　　（排出ガス対策型・低騒音型建設機械）
　　軽ダンプ・２ｔダンプ・３ｔダンプ　各１台

⑩ 事業年度 6月1日～翌年5月31日

⑪ レポートの対象期間及び発行日
環境経営レポート対象期間(2019年6月1日～2020年5月31日）
環境経営レポート発行日　(2020年7月）

⑫ 認証・登録の対象範囲
　活動　：土木一式、とび土工、舗装
対象組織：本社(総務部・土木部・品質保証部)、各施工現場
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総務部 土木部 品質保証部
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2 実施体制
作成日：2019年6月
作成者：望月　均

・経営責任者 ①社会的責任(CSR)において、全社の環境経営方針を策定し、
　全社員へ周知し、遂行することを確実にする。

②マネジメントレビューを実施する。

③環境管理責任者を任命する。

④システム運用に伴う資機材の提供を行う。

・環境管理責任者 ①要求事項に対応したシステム(環境経営活動)を確立し推進する

②各部署の環境経営目標及び環境経営計画を作成する。

③年2回(6月・1月)環境経営推進会議を実施する。

④システムの実施状況の評価を経営責任者へ報告し、経営責任者
　からの要求を実施し統括する。

⑤システム運用に有効な社内、社外の情報を統括する。

・エコ21事務局 ①各部門から提出されるデータの集計と、活動計画の実績管理。

②環境負荷・環境への取組みの自己チェックの実施。

③環境管理責任者の補佐

④環境関連法規等の最新情報の入手と、社員への伝達。

⑤環境活動レポートの作成と管理。

・土木部推進委員 ①毎月末の部会議にて、環境経営計画の実施報告と、各現場
　にてトラブルが生じた場合の、内容・処置状況を報告する。

②環境経営推進会議への出席。

③各現場にて代理人が行う、協力会社への教育訓練のサポート。

④静岡県リサイクル認定製品の活用推奨。

・総務部推進委員 ①毎月末の部会議にて、環境経営計画の実施報告と、社外から
　のクレーム対応の報告。

②環境経営推進会議への出席。

③活動事務局が行う各データの集計補佐。

④社内におけるグリーン購入法に基づく諸資材の調達推奨。

小澤　恵
総務部推進委員

エコ21事務局
阿部　嘉範
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望月　克俊
土木部推進委員

経営責任者

望月　克政

環境管理責任者

望月　均

(代表取締役)

（取締役専務）

《環境管理組織における機能》
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3 環境経営方針

　　私たちには、次世代を担う子孫に住み良い地球環境を提供する社会的責任

　　(ＣＳＲ）がある。そのために今何ができるか検討し、効果的な環境保全

　　活動を行いながら「正確なものを創る」ことである。

1 当社が認証取得しているISO9001に則り、「使い捨てのない土木」を基本に、

循環型社会形成である３Ｒ、Reduce(発生抑制)・Reuse(再利用)・Recycle

(再生利用)を積極的に推進し、環境負荷の削減・改善を図るため、下記の重点

項目に取組み、定期的な見直しを行う。

①二酸化炭素・産業廃棄物排出量及び紙・水使用量の削減に努める。

②発注者に対しては、常に環境に配慮した施工の提案を行う。

③建設リサイクル法による建設副産物（産業廃棄物）の３Ｒに取り組む。

2 環境に配慮した目標を設定し、環境経営目標の達成状況及び活動計画の実施状
況を定期的に確認・評価し、環境経営のシステムを継続的に見直す。

3 常に最新の環境関連法規等を入手し、法規制及び協定の遵守を行う。

4 社外には環境経営レポートを公開したり、地域社会と連携した環境保全活動を
行い、地域と環境保全のコミニュケーションを図って行く。

5 海洋プラスチックごみ問題に対して、今何ができるか。それは全社員・協力会
社の家族も含め、マイバック・マイボトルの携帯による廃プラ根絶を行う。

6 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、全社員・協力会社・その家族も含め
免疫力を高めた体作り、作業場では３密を無くす作業計画の立案を行う。

　　　全社員が環境経営方針を理解し、周知徹底するための必要な
　　　教育・訓練を計画的に行い、環境に優しい施工を行う。

令和２年　６月　１日

石 福 建 設 株 式 会 社

代表取締役  望月  克政

《企業理念》

《環境方針》
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4 環境経営目標

決算月(5月)に今後3年間の目標完成工事高を決定し、売上に対する各環境項目の基準値-3％
を中期目標として維持する。
※基準値設定には、別紙1のＨ24/6月～Ｒ2/5月までのデータを基に設定する。
中期目標の運用期間は令和2年～令和4年(目標設定基準年は令和2年5月末）とする。

完成工事高
19億の基準値

全体
本社 現場 本社 現場 本社 現場

257,788.53 注1
35,007 215,047 33,165 203,729 31,322 192,411

118,885.00
69,191 46,128 65,549 43,700 61,908 41,272

37,393.64
3,990 32,281 3,780 30,582 3,570 28,883

42,573.62
現場のみ
1,376.14

227 1,107 215 1,049 203 991

175,914
全体

415.00
本社のみ

注2

〃

％ 78.5

％ 90 注3

注1.｢購入電力｣の二酸化炭素排出係数は、
　　　中部電力(平成29年度実績)の調整後排出係数「0.472kg-CO2/Kwh」を使用。

注2.一般・産業廃棄物排出量については、受注工事量と工事設計内容によって数量が年ごとに
　　変動してしまう為、目標数値を設定せず実績のみを集計する。

注3.静岡市でもGTL燃料が販売された。軽油使用の自社の車両だけでなく、協力会社の重機等
　　にも使用してもらうよう協力を呼び掛ける。

　　GTL燃料の特徴： CO2が軽油と比べて8.5%削減
貯蔵性が高く、4～6年使用可能(災害時の備蓄に対応)
NOX・PM・ススの排出量が極めて低い

毎年6月末までに経営者の見直しを基に土木・総務の部内目標を部会議にて決め
本社・各現場事務所に掲示し、目標達成に向けた意識の高揚を図ります。

令和２年度環境経営目標は、土木・総務部共通で

です。

　政府が進める働き方改革に少しでも近づけるため、業務的には天候に左右される
仕事ですが、ICTなど積極的に取り入れる事で、作業人数を削減し３密を避け、日々
の作業効率を上げ、目標達成の環境づくりが必要です。

二酸化炭素排出量

電力使用量

ガソリン使用量

軽油使用量

ｋＷｈ

Ｌ

Ｌ

ｋｇ－ＣＯ2

Ｌ灯油使用量

産業廃棄物排出量（再生利用）

一般廃棄物排出量（焼却処分）

90 90

コピー用紙使用量

kg

ＧＴＬ燃料の使用率 90

4

360.00

実績把握 実績把握

「完全週休2日制への移行」

水使用量

枚

ｍ3

kg

実績把握

実績把握

項目
17億(-3%)

目標完成工事高

全体
単位

18億(-3%)19億(-3%)
全体 全体

250,054.88

実績把握

236,894.10

41,296.41 39,122.91

403.00 382.00

実績把握

223,733.31

115,319.00 109,249.00 103,180.00

36,271.83 34,362.78 32,453.74

36,949.42

1,334.86 1,264.60 1,194.35

170,636 161,655 152,674

実績把握

実績把握

建設副産物リサイクル率向上 80.0 81.0 82.0
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5 環境経営計画

　　すべての活動は、ＣＳＲの精神に則り積極的に取組む。

　・温室効果ガス(二酸化炭素)排出量削減

①

②
③
④
⑤ 施工計画時の検討
⑥

　・社用車、重機関係

①
②
③
④
⑤
⑥

　・総排水量削減

①
②

　・社会貢献

①
②
③
④
⑤

　・廃棄物等排出量削減

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

※ 日々片付け時に発生する廃棄物は、小瀬戸資材置場にあるBOXに分別回収する。
基本的には現場のゴミは会社より持参した袋に入れられる可燃物だけとする。

現場
現場

本社・現場
現場

シールド付ヘルメット・作業計画立案

推進委員、現場は安パトにて確認
自治会の廃品回収に協力
業者回収時に重量測定

設置する場合は、社長の許可が必要

将来的に社内ＬＡＮの導入

ティッシュ使用量の抑制

リターナブル容器や詰め替え対応型購入
カタログ類の収集・明示

「マイ箸運動」の推進

注文書に記載

ゴミの分別収集

紙使用量の削減

本社・現場

本社・現場
グリーン商品購入(環境ラベル認定)

電子マニュフェストの導入、木くずのチップ化

現場

現場
各作業場への配達を依頼する

給油時の燃費確認・空気圧点検

具体的方法

社内資料の裏白紙使用

ハンカチ、タオルの携帯

使い捨て製品の購入抑制

昼食時の割り箸禁止
本社・現場

新聞紙、段ボールのリサイクル

一般可燃物の排出量把握
マニュフェストによる管理
資材納入業者の梱包材回収
産廃ＢＯＸの撤廃

マイバック携帯、食品ロス削減 全社員(家族含む)

服織こども園児の避難訓練

活動内容 担当部署

鳥獣被害対策

３密のない生活様式へ変換

具体的方法

本社・現場 両面印刷・印刷前のプレビュー確認

本社・現場

本社・現場

本社・現場

本社・現場

オイルフェンスの活用

各自治会会長と連帯

本社・現場

本社・現場

本社・現場

本社・現場

活動内容

活動内容

レジ袋の拒否(廃プラ抑制)、賞味期限の確認
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活動内容

具体的方法

水質汚濁の抑止
節水の呼びかけと節水器具の導入

エアコン温度設定(冷房28度・暖房22度)

有給休暇・プレミアムサタデーの活用

本社・現場 温度計の設置・安パトにて確認
クールビズ・ウォームビズでの対応

アイドリングストップ、エコドライブ 本社・現場 社用車へのステッカー貼り付け

ＯＡ機器の未使用時電源ＯＦＦ
照明スイッチへの管理者設定

具体的方法

発注者へ環境に配慮した提案 現場
協力会社への教育・訓練

活動内容 担当部署 具体的方法

本社・現場 総務部より推奨

本社・現場 ひもによるON・OFF、安パトにて確認
本社・現場 夜間・休日は主電源を切る

担当部署

担当部署

蛇口への表示、散水は川の水使用
担当部署

環境に配慮した活動・ 新環境法令遵守

リース契約更新時に検討本社

本社 津波・洪水に対し本社３階まで避難誘導

建設業協会員として参加

省エネ(ハイブリット)重機の選定 施工計画(効率)・保有している協力業者の選定

現場

排ガス対応・低燃費車の導入

ＧＴＬ燃料の積極的な使用 現場

毎月末の事務局への申告

環境配慮型洗剤の使用、ノッチタンクの設置

インターンシップ受け入れ 現場 小・中・高校生の現場実習で環境教育

本社・現場

河川美化・流木処理

安パトにて確認不要な荷物を積まない 本社・現場
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6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
・温室効果ガス
　排出量削減 ①直接電力 総務部

イ．冷房温度管理 1Ｆ　増田．小澤 温度計の設置
2Ｆ　阿部 クールビズ対応

ロ．暖房温度管理 総務部 1Ｆ　増田．小澤 効果確認 温度計の設置
ウォームビズ対応

②間接電力（照明） 総務部 ひもによるON・OFF
イ．消灯．減灯対策 1Ｆ　増田．小澤 管理者シ-ルを貼る

2Ｆ　阿部 〃
③間接電力（OA機器） 総務部
イ．ＯＡ機器省エネ対策 全社員 昼休み・夜間・休日のOFF

・社用車関係
①アイドリングストップ 役員．総務部 全社員 車内へのステッカーの貼付け

②燃費、空気圧確認 役員．総務部 各車輌担当 効果確認 毎月末に申告
③不用な荷物の積載禁止 役員．総務部 全社員 安パトにて確認

・総排水量削減
①節水器具の導入 総務部 小澤 蛇口への表示

環境配慮型洗剤使用

・廃棄物等
　排出量削減 ②昼食時の割り箸 総務部 小澤 ｢マイ箸運動｣

④使い捨て製品抑制 総務部 小澤 ビン容器・詰め替え対応

⑤グリーン商品購入 総務部 阿部．山本 効果確認 カタログ類の収集
⑦裏紙の活用 役員．総務部 全社員 社内書類において
⑨新聞紙、段ボール 総務部 山本 自治会の廃品回収
⑩一般可燃物排出量 総務部 小澤 回収時の重量測定

・社会貢献、
　その他の活動 ①環境社外活動 総務部 推進委員会 実施 実施 実施 実施 6月河川美化　11月流木処理

③園児の避難訓練 総務部 増田 実施 実施 本社3階まで誘導
⑤３密のない生活様式 総務部 増田 マスク・ディスタンス確保
プレミアムフライデー実施 総務部 鈴木 6/15 10/19 11/16 12/21 1/18 2/15 3/21 4/18 5/16 メールにて推進
マイバックの携帯 総務部 小澤 レジ袋の受取り拒否
食品ロスの削減広報 総務部 小澤 実施 実施 賞味期限の確認
安全大会にての防災訓練 役員・総務部 全社員、協力会社 実施 実施 7月安全大会　9月防災訓練

内部監査・中間報告 総務部 推進委員会 実施 1/4中間報告 6月内部監査　1月中間報告

＊次年度も同じ内容とする Ｒ1/10月　更新審査

活動計画 施策 担当部署 担当
年間スケジュール

（取組期間：Ｒ1年6月～Ｒ2年5月）

毎月実施状況確認
毎月実施状況確認

５　環境経営計画（本社）

毎月実施状況確認
毎月実施状況確認

備考（具体的方法）

毎月実施状況確認
毎月実施状況確認

毎月実施状況確認

毎月実施状況確認

毎月実施状況確認
毎月実施状況確認
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毎月実施状況確認

毎月実施状況確認
毎月実施状況確認

毎月実施状況確認

毎月実施状況確認
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6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
・温室効果ガス
　排出量削減 ①直接電力 土木部 クールビズ対応

イ．冷房温度管理 各現場所長 温度計の設置、安パト確認

ロ．暖房灯油使用量 土木部 各現場所長 効果確認 温度計の設置、安パト確認

ウォームビズ対応

②間接電力（照明） 土木部
イ．消灯．減灯対策 各現場所長 安パト確認

③間接電力（OA機器） 土木部
イ．ＯＡ機器省エネ対策 全社員 昼休み・夜間・休日のOFF

⑤発注者への環境提案 土木部 各現場所長 施工計画時の検討

・社用車、重機関係
①アイドリングストップ 土木部 全社員 車内へのステッカーの貼付け

②燃費、空気圧確認 土木部 各車輌担当 効果確認 月1回部会議にて申告

③不用な荷物の積載禁止 土木部 全社員 安パト確認

⑤省エネ重機の選定 土木部 全社員 作業効率、協力会社の選定

⑥GTL燃料の使用 土木部 全社員 各作業場への配達依頼

・総排水量削減
①水使用量の削減 土木部 各現場所長 散水等は川の水使用

②水質汚濁の抑止 土木部 各現場所長 ノッチタンク、オイルフェンス活用

・廃棄物等
　排出量削減 ②昼食時の割り箸 土木部 全社員 ｢マイ箸運動｣

④使い捨て製品抑制 土木部 各現場所長 効果確認 ビン容器、詰め替え対応

⑤グリーン商品購入 土木部 各現場所長 総務提供のカタログ参照

⑦裏紙の活用 土木部 全社員 社内書類において
⑧ゴミの分別 土木部 全社員 安パト確認
⑪マニュフェスト管理 土木部 各現場所長 電子マニュフェスト導入

⑫納入業者の梱包材 土木部 各現場所長 注文書に｢回収｣記載

⑬産廃ＢＯＸ撤廃 土木部 各現場所長 社長の許可が必要

・社会貢献、
　その他の活動 ①環境社外活動 土木部 各現場所長 実施 実施 実施 実施 鳥獣対策・近隣清掃

④インターシップ受入 土木部 各現場所長 実施 実施 ＩＣＴ活用による効率化

⑤３密のない生活様式 土木部 各現場所長 シールド付ヘルメット・作業計画

プレミアムサタデー実施 土木部 全社員 6/15 10/19 11/16 12/21 1/18 2/15 3/21 4/18 5/16 気持ちのリフレッシュ

協力業者への教育．訓練 土木部 各現場所長 月1回協議会にて教育

マイバックの携帯 土木部 全社員 実施 実施 全社員から家族へ
緊急事態への準備．訓練 土木部 全社員、協力会社 実施 実施 7月安全大会　9月防災訓練
内部監査・中間報告 土木部 推進委員会 実施 1/4中間報告 6月内部監査　1月中間報告

＊次年度も同じ内容とする R1/10月　更新審査

（取組期間：Ｒ1年6月～Ｒ2年5月）

毎月実施状況確認

毎月実施状況確認

毎月実施状況確認
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毎月実施状況確認

毎月実施状況確認
毎月実施状況確認

毎月実施状況確認

備考（具体的方法）

毎月実施状況確認

毎月実施状況確認

毎月実施状況確認

毎月実施状況確認
毎月実施状況確認

毎月実施状況確認

毎月実施状況確認

５　環境経営計画（現場）
活動計画 施策 担当部署 担当

年間スケジュール

毎月実施状況確認
部会議にて状況確認

毎月実施状況確認
毎月実施状況確認

毎月実施状況確認

毎月実施状況確認
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6 環境経営目標の実績とその評価、次年度の環境経営目標

１）運用期間(R1/6月～R2/5月)の環境目標の実績
評価

削減率(%) 本社 現場
○ 31,597 149,957

ｋｇ-ＣＯ2 -32.1 17% 83%
○ 49,461 30,521

ｋＷｈ -35.1 62% 38%
○ 3,264 31,602

Ｌ -10.1 9% 91%
Ｌ ○　-46.9

○ 272 724
Ｌ -30.1 27% 73%
枚 ○　-11.0

ｍ3 ○　-16.7

ｋｇ ○

ｋｇ ○

％ ○

％ ○

Ｋｗｈ ○
注:削減率は、目標値に対する割合である。

２）評価

・二酸化炭素排出量 ○ -32.1％

本社× 前年比18％増加している。電力使用量の増加が原因であるが、残暑長期化の影
響である。今後は新たに新型コロナウィルス対策で、３密を避ける検討が必要。

現場○ 前年比7％増加した。現場運営に発電機を使用するなど、工事量増加の中よく検
討している。今後は軽油に変わるＧＴＬ燃料を使用する事で、CO2の更なる削減
を目指す。またコロナ対策としてシールド付ヘルメット活用等、３密を避ける
作業計画の立案を求める。

・電力使用量 ○ -35.1％

本社× 前年比25.3.％増加している。主にエアコンの使用量に左右されるが、今年は残
暑厳しく使用期間が長かった。冬場のストーブとの併用は効果が出ている。

現場〇 前年比23％減少している。完成工事高が前年より増加し、現場数も増えたが山
間部の現場が多く、発電機による現場運営を選択した結果である。

・ガソリン使用量 ○ -10.1％

本社○ 前年比3.6％減少している。受注件数増加に伴う変更契約等、役所に出向く事が
多いがメール等活用し、現場提出書類も併用し行い作業の効率化を図っている。

現場× 前年比3.4％増加している。工事量の増加に伴い技術者・車両も増えているが、
山間部の現場が多い事も影響している。但し各自燃費目標は99%達成している。

現場のみ

本社一括

本社一括

現場のみ

現場のみ

太陽光発電量

182,490
灯油使用量

建設副産物リサイクル率向上

38,791.76
44,165.42

996.71

181,554.02

79,982.00

83.9 99.9
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現場のみ

本社のみ

実績把握産業廃棄物排出量（再生利用）

実績把握 一時故障のため計測不可 本社

ＧＴＬ燃料の使用率

実績把握 559.00

162,261

4,733,796.50

359.00

期間目標値
20.3億に対する-3%

267,427.11

1,427.60

431.00

90.00 次回より

ガソリン使用量
軽油使用量 23,423.07

コピー用紙使用量

一般廃棄物排出量（焼却処分）

水使用量

34,866.03

内訳期間実績値

二酸化炭素排出量

123,330.00

単位

電力使用量

項目
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・軽油使用量 ○ -46.9％

(前年比+24.7％）
現場 今年は大型台風の上陸や、ゲリラ豪雨による災害が多数発生し、復旧作

業への出動が多く、また長期に及んだ。
今年からはＧＴＬ燃料を使用することで、更なるＣＯ2削減を目指す。

・灯油使用量 ○ -30.1％

本社 〇 前年比17.8％減少した。今年は残暑の長期化により、ストーブの使用期
間が短縮された。今後も温度管理は徹底する。

現場 × 前年比34％増加した。山間部の現場が多く雪の降る所もある。月1回の
社内パトロール時では、温度管理の徹底は今後も継続する。

・コピー用紙使用量 ○ -11.0％

全体 前年比とほとんど変わらない。完成工事高の増加に伴う現場数は増加し
たが、社内書類の裏紙使用は、完全に徹底されている結果である。

・水使用量 ○ -16.7%

本社 本社での使用は生活用水レベルであり安定している。但し今年は残暑の
長期化により、花や野菜作りに使用する回数が増加した。

現場 気温上昇やホコリ飛散防止による散水は、川の水を活用している。
カッター等により発生する濁水は必ず回収する施工を徹底。

・産業廃棄物排出量 ○

現場での材料梱包材等は、納入業者が片付けるため、作業に対するゴミ
は発生しない。今後は昼食時に購入した弁当の空容器の検討が必要。

ほとんどが工事量増加に伴う残土であるが、それ以外の物に対しても適
正に管理し、100%再生している。
廃プラは片付け時に出る程度で、小瀬戸資材置場にて分別回収。

・建設副産物リサイクル率向上 ○

公共工事のため設計や契約時に、厳しく管理されている。今後も適正に
対処し、100%達成を継続する。

・ＧＴＬ燃料の使用率 ○

今年度より導入する事になったが、社内だけでなく協力会社へも、軽油
使用の車両・重機等への活用を、現場単位で広めて行きたい。

３）次年度の環境経営目標

中部電力の平成29年度実績、調整後排出係数を使用し、中期目標(令和2年～4年)
を掲げたため、次年度の環境経営目標に変更はない。

9

　焼却処分 ○

　再生利用 ○
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7 環境経営計画に基づき実施した取組内容・取組結果とその評価、次年度の取組内容

　・温室効果ガス(二酸化炭素)排出量削減
判定 評価 次年度の取組

① ○ 設置確認 継続
○ 制服にて対応 冷風ベスト導入

② ○ 紐による個人照明 継続
③ ○ 実施確認 継続
④ △ 90%実施 継続
⑤ ○ 特有の提案 継続
⑥ × 弁当容器の回収 給食への変換

　・社用車、重機関係
判定 評価 次年度の取組

① ○ 設置確認 継続
② ○ 燃費集計 使用量の格差
③ ○ 実施確認 継続
④ ○ 新車の情報収集 継続
⑤ ○ ICT・ハイブリッド車 継続
⑥ ー 軽油車両給油 協力会社にも導入

　・総排水量削減
判定 評価 次年度の取組

① ○ 表示確認 異常な暑さ対策
② ○ 河川現場は常設 継続

　・社会貢献
判定 評価 次年度の取組

① ○ 多数の参加 継続
② ー 対象箇所がない 地元の確認
③ ○ 年3回から4回 継続
④ ○ 夏に実施 夏以外の実施
⑤ ー 怖がらず対応する 免疫力のある体作り

　・廃棄物等排出量削減
判定 評価 次年度の取組

① ○ 常識確認 継続
② △ 給食には割箸付 業者へ依頼
③ ○ 家族への広報 継続
④ ○ 実施確認 継続
⑤ ○ アスクルにて対応 継続
⑥ ○ 積算設計書等 継続
⑦ ○ 社内書類の区別 カラー印刷注意
⑧ ○ 自社専用の袋 継続
⑨ ○ 月1回搬出 継続
⑩ ○ データ集計 継続
⑪ △ 電子対応が少ない 協力会社教育

⑫ ○ 実施確認 継続
⑬ ○ 実施確認 継続

本社・現場 温度計の設置・安パトにて確認

総務部より推奨本社・現場
発注者へ環境に配慮した提案 現場 施工計画時の検討

照明スイッチへの管理者設定 本社・現場
ＯＡ機器の未使用時電源ＯＦＦ

(取組期間：Ｒ1.6～R2.5）

※判定：○＝良くできた、△＝もう一歩努力、×＝できなかった

クールビズ・ウォームビズでの対応

夜間・休日は主電源を切る

活動内容 担当部署
エアコン温度設定(冷房28度・暖房22度)

担当部署
アイドリングストップ、エコドライブ 本社・現場

本社・現場
ひもによるON・OFF、安パトにて確認

有給休暇・プレミアムサタデーの活用

排ガス対応・低燃費車の導入 本社 リース契約更新時に検討

協力会社への教育・訓練 現場

給油時の燃費確認・空気圧点検 本社・現場
不要な荷物を積まない 本社・現場

活動内容

建設業協会員として参加

節水の呼びかけと節水器具の導入 本社・現場
水質汚濁の抑止 本社・現場

省エネ(ハイブリット)重機の選定 現場

活動内容 担当部署

施工計画(効率)・保有協力会社の選定

現場 各自治会会長と連帯
服織こども園児の避難訓練 本社 津波・洪水に対し本社３階まで避難誘導

オイルフェンスの活用

活動内容 担当部署
河川美化・流木処理 本社・現場

インターンシップ受け入れ 現場

活動内容 担当部署

鳥獣被害対策

小・中・高校生の現場実習で環境教育

シールド付ヘルメット・作業計画立案

ハンカチ、タオルの携帯 本社・現場
昼食時の割り箸禁止 本社・現場

ティッシュ使用量の抑制
「マイ箸運動」の推進

マイバック携帯、食品ロス削減 全社員(家族含む)

使い捨て製品の購入抑制 本社・現場

レジ袋の拒否(廃プラ抑制)、賞味期限の確認

リターナブル容器や詰め替え対応型購入

グリーン商品購入(環境ラベル認定) 本社・現場
紙使用量の削減 本社・現場

カタログ類の収集・明示
両面印刷・印刷前のプレビュー確認

社内資料の裏白紙使用 本社・現場
ゴミの分別収集 本社・現場

将来的に社内ＬＡＮの導入
推進委員、現場は安パトにて確認

新聞紙、段ボールのリサイクル 本社・現場
一般可燃物の排出量把握 本社・現場

自治会の廃品回収に協力
業者回収時に重量測定

マニュフェストによる管理 現場
資材納入業者の梱包材回収 現場 注文書に記載

電子マニュフェストの導入、木くずのチップ化

産廃ＢＯＸの撤廃 現場

10

設置する場合は、社長の許可が必要

環境配慮型洗剤の使用、ノッチタンクの設置

具体的方法

具体的方法

具体的方法

具体的方法

具体的方法

ＧＴＬ燃料の積極的な使用 現場 各作業場への配達を依頼する

３密のない生活様式へ変換 本社・現場

環境に配慮した活動・ 新環境法令遵守

社用車へのステッカー貼り付け
毎月末の事務局への申告
安パトにて確認

蛇口への表示、散水は川の水使用



8 自社の取組み

活動内容の写真

経営資源の投入

11

◆照明の点灯状況と温度計による室温管理◆

◆本社屋上のソーラーパネルと発電状況◆

◆現場事務所のソーラーパネルと稼動状況◆

◆営業車車内燃費ラベル掲示によるエコ運転の啓発◆



9 環境改善対策(新型コロナウイルス対策)

◆消毒液とマスクの配布、設置◆

◆次亜塩素酸ナトリウム入りミストの噴霧◆

◆現場作業開始前の検温◆

◆フェイスシールド付ヘルメットの着用による飛沫対策◆

12
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10　環境関連法規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） 環境関連法規の遵守状況
　当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありません。

遵守評価

第6条の2第6項 一般廃棄物の収集運搬業者への委託 市条例の収集・処理基準の遵守 ○
第12条第2項 産業廃棄物の適正保管 保管場所の表示(60cm×60cm以上) ○
第6条の2第5.6項 産業廃棄物の委託処理、基準の遵守 収集運搬、処分許可業者への委託契約 ○
第12条の3第2項 マニュフェストの交付、保管 A票は5年間保管 ○
第12条の3第3項 マニュフェストの返却 B1票は90日以内の送付 ○
第12条の3第8項 B2票は90日以内、D・E票は180日以内 ○
第12条の3第7項 管理票交付等状況報告書 毎年6月30日までに静岡市へ提出 ○
第12条第9・10項 処理計画書・実施状況報告書 ○
施行規則第１条2 特別管理産業廃棄物(鉛、六価クロム) 収集運搬、処分許可業者への委託契約 該当なし

第13条 水銀使用製品(蛍光灯、電池) 破砕させず、他の物と混合しない 該当なし

第10条 中間・最終処分場の現地確認 チェックシートによる(優良業者OK) ○
第8条 再生資源利用促進計画(土砂1000m3) コブリスにて作成保存　H30.4月改定 ○
第9条 分別解体等の実施 契約書に添付(分別、リサイクル推進) ○
第10条 対象工事の届出 着手7日前に工事計画を市へ提出 ○
第16条 再資源化等の実施 分別作業 ○
第18条 再資源化工事等の完了報告・保存 発注者へ完了届け提出・保存 ○

第14条 特定建設作業の届出 工事着手7日前に提出 該当なし

杭打、杭抜機(圧入・オーガー除く) 85デシベル以下 ○
さく岩機(最大移動距離50m以内) 使用機械の選定 ○
バックホウ(定格出力80kw以上) 施工中の測定 ○
ブルドーザー(定格出力40kw) 　　〃 ○

第14条 特定建設作業の届出 工事着手7日前に提出 該当なし

杭打、杭抜機(もんけん・油圧式除く) 75デシベル以下 ○
舗装版破砕機(最大移動距離50m以内) 使用機械の選定 ○
ブレーカー(最大移動距離50m以内) 施工中の測定 ○

共通(境界） 1号区域：学校･病院･養護施設80m以内
　　　作業禁止時間19：00～7：00
2号区域：1号区域以外
　　　作業禁止時間22：00～6：00

第10条 浄化槽の保守点検・清掃・の実施 市清掃公社委託業者による実施 ○
第11条 浄化槽の水質検査の実施 清掃・水質検査(年1回）・点検(4回) ○

浄化槽維持管理カード3年間保存 ○

第16条 第一種特定機器 自社のよる簡易点検(3ヶ月/回) ○
業務用空調機(7.5kw以上) 有資格者の点検(年1回)・記録保存(3年 ○

第4条 使用量1500L/年以上は届出 原油換算地での把握 該当なし

第8条 努力義務 ＥＡ21の取組み ○
第5条 　　〃 　　　〃 ○

第11条 廃棄物の3R及び適正処理の推進 廃棄物の分別(捨てればすべてゴミ） ○
レジ袋の有料化 各自マイバックの保有 ○

第4条 特定再資源化製品の適正廃棄 パソコン・小型二次電池等の廃棄 ○

第5条 事業者の責務(推進) 事務用品等の購入時の選択(アスクル) ○

２） 違反、訴訟等の有無
　関係機関からの指摘、利害関係者からの訴状は過去3年間ありませんでした。
　河川工事においては、毎年地元漁業協同組合と協定を締結している。

　　 評価日：令和2年6月26日

     確認者：環境管理責任者　望月　均

循環型社会形成推進基本法

リサイクル法

グリーン購入法

13

浄化槽法

フロン排出抑制法

省エネ法

地球温暖化対策推進法

規制基準値(適用内容) 備考(実施方法・状況)
廃棄物処理法

〃

〃

建設リサイクル法

(県生活環境保全条例)

振動規正法
(県生活環境保全条例）

環境基本法

法令の名称 条項

騒音規制法

(県・市の条例)



11 代表者による全体の評価と見直し・指示

1） 見直し関連情報

確認
1 エコアクション21文書 記録・文書として作成しました。

2 環境経営目標及び 軽油は未達。
　目標達成状況

3 環境経営計画及び 継続して取組みます。
　取り組み実施状況

4 環境関連法規要求一覧 記録に記載しました。
　及び遵守状況

5 外部コミュニケーション 外部からの苦情に対して、明確で速やかな対応
　・対応記録 をとることで好評を得ております。

6 問題点の是正・予防処置 法改正等、新規の情報収集は継続していきます。
　の実施状況

7 取引先、業界、関係行政機関、 エコアクション21　2017年版への移行状況の
　その他の外部動向 確認を行います。

8 その他 特になし。

2） 代表者による全体評価・見直し指示

　前年度から取り組んでいる企業理念でもある「働き方改革」業務展開が実施段階となりました。
労働時間の短縮には生産性の向上が必要でありICTやテレワーク等の会議体・ホウレンソウの電子
化技術の活用を目指します。エコアクション２１ガイドライン２０１７版への移行により、本
「環境レポート」のとおり着実なな成果が上がっています。本年は「コロナ」のような、予期し
ない、想定外が発生しています。建設業は、特注品受注生産型かつ気象の影響を大きく受ける業
種です。目標値を設定しても、受注量、工事の種類によって、環境目標の達成度に反映されてし
まいます。本年、GTL燃料の採用による試行も行い、色々なパラメーターによる目標値の設定を
行っています。今後もより実感のあるものに継続的改善を行います。
　上表の評価・コメントに基づき、下表のとおり、見直し・変更はありませんが、今年度の業務
展開における改善（観察）指示を致します。

変更の有無

1 環境経営方針 特にありません

2 環境経営目標 目標達成に努力を！また、妥当性のある自己評価によ
る業務展開を策定する。

3 環境経営計画 計画に基づき、実施、評価を行う。

4 環境に関する組織 実施体制の観察、有効性、妥当性の評価を常に行い
　(実施体制含め) 必要に応じ、改善を行う。

5 その他のシステム要素 2017年版とその他のシステムとの整合性をチェックし
必要に応じ、見直しを行う。

6 その他(外部への対応) 外部への対応は、良好と評価します。
外部の状況、情報は広く収集し、対応を行う。

    代表取締役　望月　克政
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作成：令和2年6月30日

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

ﾚ

ﾚ

ﾚ

評価・コメント記載

見直し項目 ｢有｣の場合の指示事項等

    令和２年　６月３０日
    石福建設株式会社

ﾚ

項目

ﾚ

ﾚ

ﾚ

ﾚ


	表紙
	目次
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	a
	b
	c
	d
	e

