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⑴ 事業者名及び代表者氏名

　　株式会社　秋本組

　  代表取締役  秋本教和

⑵ 所在地 （倉庫含む）

　兵庫県尼崎市南武庫之荘11丁目2番1号

⑶ 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

    環境管理責任者  専務取締役 秋本　賢

    環境管理担当者  総務課 大崎　千鶴

    連絡先 TEL： 06-6438-2478

            FAX： 06-6438-8622

⑷ 事業活動内容：土木工事一式（電線共同溝工事・道路改良工事・浮きゴミ・側溝清掃工）

⑸ 事業規模

   年間売上高  460百万円（2017年6月～2018年5月）

(内訳　：　社員　16人・派遣　3人・パート　2人　）

⑹ 建設現場等の概要（2017／6～ 2018／5）

   元請工事  　2　件

   下請工事   30　　件

⑺ 事業年度 6月～翌年5月

２. 主な環境負荷の実績　(2017年6月～2018年5月)

①電力の二酸化炭素排出係数；0.514 kg-CO2/kWh （2012年度実績）

②工事は全て下請負工事の為、産業廃棄物はありません

　　但し、下請負工事の収集運搬の再資源化量は7126.05ｔ
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１．組織の概要と対象範囲

本社 倉庫棟 資材置場棟 合計

延べ床面積 292.7㎡ 170.1㎡ 174.6㎡ 637.4㎡

総従業員
20 無人 無人 17

項目 単位 2018年度（第48期）

産業廃棄物計 t 0.00

二酸化炭素排出量 kg-CO2 229,016.47

排水量 ㎥ 264.00

一般廃棄物計 kg 1,544.00
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2．環境経営システム推進組織図

【株式会社　秋本組】

代表者：秋本　教和

環境管理責任者：秋本　賢

環境委員会
実行委員長：大崎　千鶴

工事部長
吉井　明義

総務部長
秋本　慶子
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現場作業員 事務職員
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１．建設事業に伴う環境負荷の低減に努めます。

　　① 電力及び自動車燃料の使用による二酸化炭素排出量の削減

　　② 排水量及び廃棄物の削減

２．建設事業を通じて環境改善に努めます。

　　① 社会貢献活動及び再生資源の利用

　　② 事務用品等のグリーン購入

３．関係する環境法規等及び地元との約束を遵守します。

４．本方針を全従業員及び協力会社社員に周知させ、社外へも公開します。

株式会社　　秋本組

代表取締役　秋本教和

　株式会社　秋本組は　『次世代のための、地球にやさしい環境の整備』に沿って、地球環境問題と事業の発展を

  両立させる企業活動を推進いたします。

　　③ 化学物質の適正管理

　　④ 再生資源の積極利用

　                                                                            　制定日：2012年　9月  1日
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3.環境方針

株式会社　秋本組　　環境方針
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当社における環境目標と実績は以下の通りです。

（第45期）2015年

kWh

㎏-CO2

㎏-CO2

㎏-CO2

※1：　二酸化炭素排出係数(電力)：0.509　kg-CO2/kWh

※2：　二酸化炭素排出係数(ガソリン)：2.322　kg-CO2/L 計算＝量÷売上高＝100万単位の量

※3：　二酸化炭素排出係数(軽油)：2.619　kg-CO2/L 計算＝量÷売上高＝100万単位の量

※4：　総排水量は事務所の水量とする

※5：　グリーン購入額（63,865円）÷全購入額（163,278円）＝グリーン購入率（39.11%）

※6：　リサイクル率　（7126.05t ÷ 7126.05t × 100% = 実績）　　→リサイクル対象物：埋戻材およびアスファルト合材（下請負工事での扱いである）

※7：　全社員で本社事務所前の公道・側溝の清掃（4半期毎）

※8：　化学物質は使用量が微小のため、接着剤の購入量等の記録と現物の管理を行う

注意：ガソリン及び軽油は売上高百万当たりのLにする
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4.環境目標と実績

№ 環境目標

　　基準年度 （第48期）　2017年6月1日～2018年5月31日
（第46期）
2016年度
目標

（第47期）
2017年度
目標

（第48期）
2018年度
目標目標 実績 (達成率：％)

実績

1

CO2排出量
電力使用量削減

※1

22,562
22,493 23,564 95% 22,539 22,516 22,493

11,484
11,448 11,994 95% 11,472 11,460 11,448

2 ガソリン削減
※2

9717
9,717 7,724

110%

現状維持 現状維持 現状維持
ℓ

22,562
22,562 17,933

売上高 売上高 売上高

3 軽油削減
※3

87011
60,300 76,010

194%

18.3ℓ（529百万）
売上高百万当たり

現状維持 16.7（460百万）

現状維持 現状維持 現状維持
ℓ

227,881
157,925 199,089

売上高 売上高 売上高

164.4ℓ（529百
万）
売上高百万当たり

現状維持 84.7（460百万）

4
総排水量
削減
※4

514

508.00 264.00 192% 508.00 508.00

二酸化炭素排出量合計（全体） kg-CO2 229016.47

508.00

㎥

5

事務用品の
ｸﾞﾘーン購入
拡大
※5

45

31 39.11 126% 31以上 31以上 31以上

%

6

産業廃棄物の
ﾘｻｲｸﾙ率
向上
※6

95

95以上 100 100% 95以上 95以上 95以上

%

7
地域清掃等の
社会貢献活動
※7

-

4 4 100% 4

9 再生資源積極利用 実績記録 設計書を元に積極利用する

4 4

回

8

化学物質の適正管
理
（塩化ビニル系
樹脂接着剤）
※8

実績記録 手順書に基づく適正管理
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電力使用量の削減 ・エアコンの清掃 目標：

(CO2 排出量削減) ・空調設定温度の施行 kg-CO2

・節電

kg-CO2

ガソリン削減 ・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの実施 目標：売上高百万単

・急発進、急停止をしない kg-CO2

※売上高百万当たり　19.2L kg-CO2

軽油削減 ・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの実施 目標：

・急発進、急停止をしない kg-CO2

※売上高百万当たり　118L kg-CO2

節水 ・節水意識の向上 目標：

(総排水量削減) ・井戸水使用の向上 実績：

達成率：

事務用品の ・環境ラベル認定製品の 目標：

グリーン購入拡大   優先購入 実績：

(グリーン購入) 達成度： 

産業廃棄物の 目標：

リサイクル 実績：

（再生資源の利用） 達成度：

地域清掃等の 目標：

社会貢献活動 実績：

達成度：

化学物質の ・化学物質の適正管理徹底 目標： 徹底管理

適正管理 ・人体・環境破壊を防ぐ 実績： ー

（塩化ビニル系樹脂接着剤） ・塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系接着剤の管理 達成度： ー

株式会社　秋本組
エコアクション21

環境活動レポート

5.主要な環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

№
環境目標

環境活動計画の概要
取組結果の評価 次年度の取組

(環境方針との関連) （第48期）2017年6月1日～2018年5月31日 内容

実績： 23,564

11,994

達成率： 95%

1

22,493 目標達成・×

こまめに電気を消すよ
うに心掛ける

11,448

エアコン温度設定管理徹底
電機消灯パソコン電源徹底
課題です

110%

3

60,300 目標達成・○

当面活動を継続して定
着させる

157,925

現場が遠く軽油量が増えた
相乗り、急発進急停車を止
めるよう心掛けましょう

実績： 76,010

199,089

2

9,717 目標達成・○

当面活動を継続して定
着させる

22,562

急発進急停止の禁止
相乗りの徹底等で達成

実績： 7,724

17,933

達成率：

39.11 グリーン商品の徹底購入し
てきたが、
それに上回る商品購入が多
かった

126%

達成率： 194%

4

508.0 目標達成・◯

井戸水使用を徹底し皆
が節水するよう心掛け
る

264.0

井戸水の徹底が出来た結果
でしょう

192%

全ての産業廃棄物を委託
（処理業者）

100%

7

・地域清掃等の社会貢献活
　動

4 目標達成・○

6

・産業廃棄物管理徹底 95％以上 目標達成・○

当面活動を継続して定
着させる

・処理業者の委託 100

5

31％以上 目標達成・○

このまま継続する

当面活動を継続して定
着させる

4

毎年6月兵庫県一斉清掃に
参加してる

100%

8

目標達成・○

当面活動を継続して定
着させる

チェックリストを倉庫の
棚にぶら下げて記入・管理
している。
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（１）当社に適用される環境関連法規の遵守状況

　　　下記の通り環境関連法規及び条例等を事業所、建設現場ともに遵守しており、違反は

　　　ありません。また関係当局より違反等の指摘も過去５年間ありません。

収集運搬・処分業者との適正な契約

マニフェスト伝票の管理（A. B2. D. E）

産業廃棄物収集運搬業許可証　有効期限　：大阪府　H32.8.3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県　H30.12.19

消防法 少量危険物及び指定可燃物の保管の届出

尼崎市火災予防条例 消火器の設置

建設工事に係る資材の再資源化等 対象建設工事の届出

に関する法律 再資源化の完了報告

含有量JIS基準値0.05mg/L以下の遵守

六価ｸﾛﾑ分析結果報告書確認

自治体との災害時応援協定 災害発生時に応援派遣する

（順守確認日：2017年9月1日）

（２）環境関連訴訟等の有無

      環境関連訴訟等に関して過去5年間に１件も発生しておりません。
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6．環境関連法規等の順守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

№ 法律名 遵守すべき要求事項 遵守状況

4 遵守

3 振動規制法
兵庫県環境の保全と創造に関する条例

特定建設作業の届出

遵守敷地境界線での規制基準　振動規制法=75dBの順守

1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

遵守産業廃棄物管理票の交付等状況報告書

2 騒音規制法
兵庫県環境の保全と創造に関する条例

特定建設作業の届出

遵守敷地境界線での規制基準　騒音規制法=85dBの遵守

5 遵守

6 ｾﾒﾝﾄ及びｾﾒﾝﾄ系の固化材を使用した
改良土の六価ｸﾛﾑ溶出試験実施要領

遵守

7 発生なし
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7．代表者による全体評価と見直しの結果

　　　【評価】

　　　　　　　本年度でエコアクション21の活動も5年を経過しました。

　　　　　　　認証取得以降、エコアクション21に対する社員の取組意識は年々着実に定着してきている様に感じられる。

　　　　　　　達成出来なかった事は次年度に努力し、達成出来た事は今後も継続するという意識をもって活動しましょう。

　　　　　　　今後も会社、社員が一丸となり目標に対しての実績を積み重ねることにより達成感が生まれ、意識が変わり

　　　　　　　環境負荷の軽減や環境保全活動に更に積極的に取り組んで参りましょう。

2018年10月10日　　　代表取締役　秋本教和
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