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平成２７年度 事業報告書（案） 
（期間：平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日） 

１ 会議 

 
（１）平成２７年度第１回理事会 

   日 時：平成２７年６月１８日 １２：００～１２：５０ 
   場 所：ホテルモントレエーデルホフ札幌 １２階「マーラー・ブラームス」  
   出席者：７名出席（理事数１８名） 
   協 議：正会員の加入について 

顧問の委嘱について 

エイチ・イー・エス推進機構平成２７年度通常総会提出議案について 

       ・ 議案第１号 役員の選任（案）について 

・ 議案第２号 平成２６年度事業報告・収支決算（案）について 

       ・ 議案第３号 平成２７年度事業計画・収支予算（案）について 

 
（２）平成２７年度通常会員総会 

   日 時：平成２７年６月１８日 １３：００～１３：５０ 
   場 所：ホテルモントレエーデルホフ札幌 ２２階「ヒンメル」 
   出席者：会員２１名、来賓５名（会員数１２４企業、団体） 

議 事：議案第１号 役員の選任（案）について 

議案第２号 平成２６年度事業報告・収支決算（案）について 

議案第３号 平成２７年度事業計画・収支予算（案）について 

 
 
２ ＨＥＳの普及促進 

 
（１）道商連情報への掲載 

四半期毎に発行する「道商連情報」に環境マネジメントシステムについて掲載し、道商連特別会

員等への周知を図った。 

 

 

３ ＨＥＳ認証登録及び登録維持 

 
（１）登録審査、定期審査及び更新審査の実施 

新たに認証登録をするための「登録審査」を表１のとおり５件実施した。（累計１０５事業者） 
また、登録を維持するための「定期審査」を５４件、登録を更新するための「更新審査」を表２
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のとおり４２件実施した。 
 
表１ 平成２７年度認証登録事業者 

名称 所在地 取得区分 認証登録日 
株式会社工藤組 奥尻町 ステップ１ H27.4.23 
 札幌第一清掃株式会社 発寒エコセンター 札幌市 産廃規格 H27.5.22 
 株式会社新宮商行 銭函工場 小樽市 ステップ２ H27.12.17 
 株式会社丸興産業 知内町 産廃規格 

H28.3.22 
 岡本興業株式会社 石狩事業所 石狩市 ステップ１ 

 
表２ 平成２７年度更新審査事業者 

名称 所在地 取得区分 更新月日 
一般社団法人北海道商工会議所連合会 札幌市 ステップ１

H27.4.23 
サンエス電気通信株式会社 釧路市 ステップ１

光映堂シーエーブイ 札幌市 ステップ１
H27.4.23 

株式会社サンエス・マネジメント・システムズ 釧路市 ステップ１

株式会社野田組 本別町 ステップ１
H27.5.22 

近藤建設株式会社 函館市 ステップ１

丸忠北都清掃株式会社 旭川市 ステップ１
H27.6.23 

 株式会社日本除雪機製作所 札幌市 ステップ２

株式会社アペックシステム 札幌市 ステップ１ H27.7.23 
株式会社環境整備公社 新ひだか町 ステップ１

H27.9.24 
吉建設株式会社 鹿部町 ステップ１

釧石工業株式会社 釧路市 ステップ１

株式会社富士サルベージ 函館市 ステップ１

株式会社ジーエス・ユアサバッテリー 北海道支社 札幌市 ステップ２

株式会社流研 札幌市 ステップ１

H27.10.27 株式会社谷組 下川町 ステップ１

大野土建株式会社 士別市 ステップ１

株式会社佐藤建設工業 弟子屈町 ステップ１

H27.11.25 

株式会社折谷組 函館市 ステップ１

株式会社小林組 平取町 ステップ１

株式会社永井組 伊達市 ステップ１

白木建設工業株式会社 倶知安町 ステップ１

株式会社トーホー・テクノス 札幌市 ステップ１

三晃金属工業株式会社 建材事業部 江別製作所 江別市 ステップ２
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株式会社大坂建設 乙部町 ステップ１

H27.12.17 
株式会社草塩建設 登別市 ステップ１

昭和工業株式会社 帯広市 ステップ１

土屋工業株式会社 網走市 ステップ１

函館環境衛生株式会社 函館市 産廃規格 
西岡建設株式会社 帯広市 ステップ１

H28.1.22 株式会社アラタ工業 上富良野町 ステップ１

坂野建設株式会社 釧路市 ステップ１

株式会社アロー建設 函館市 ステップ１

H28.2.24 

東亜飯田株式会社 帯広市 ステップ１

千歳市環境整備事業協同組合 千歳市 ステップ１

株式会社坂下組 名寄市 ステップ１

一般財団法人札幌市下水道資源公社 札幌市 ステップ１

一般財団法人札幌市環境事業公社 札幌市 ステップ１

徳井建設工業株式会社 帯広市 ステップ１

H28.3.22 
株式会社佐々木建設 鶴居村 ステップ１

髙堂建設株式会社 帯広市 ステップ１

株式会社イーアンドエム 札幌市 ステップ１

 
（２）認証登録判定委員会の開催 

   認証登録及び更新の可否を判定する認証登録判定委員会を次のとおり１２回開催した。 
① 第９３回 

    日 時：平成２７年４月２３日 １３：００～１４：００  
審 議：委員長の選出 

登録審査 １件 
・株式会社工藤組 
更新審査 ４件 

     ・一般社団法人北海道商工会議所連合会 ・サンエス電気通信株式会社 

     ・光映堂シーエーブイ    ・株式会社サンエス・マネジメント・システムズ 
    ＨＥＳ審査登録契約解除について １件 
     ・苫小牧ガス株式会社 

  ② 第９４回 
    日 時：平成２７年５月２２日 １３：００～１４：００ 

審 議：登録審査 １件 
     ・札幌第一清掃株式会社 
    更新審査 ２件 
     ・株式会社野田組  ・近藤建設株式会社 
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    ＨＥＳ認証登録の取り下げについて ３件 
     ・丸福塗料株式会社  ・共和紙業株式会社 本社   

・共和紙業株式会社 釧路工場 
③ 第９５回 
日 時：平成２７年６月２３日 １３：００～１３：３０ 

   審 議：更新審査 ２件 
        ・丸忠北都清掃株式会社  ・株式会社日本除雪機製作所 

④ 第９６回 
   日 時：平成２７年７月２３日 ９：３０～１０：００ 
   審 議：更新審査 １件 
        ・株式会社アペックシステム 

⑤ 第９７回 
    日 時：平成２７年８月２１日 １３：００～１４：００ 
   審 議：環境報告書第三者審査 １件 

 ・国立大学法人北海道大学 
⑥ 第９８回 

    日 時：平成２７年９月２４日 ９：３０～１０：３０ 
   審 議：更新審査 ５件 

・株式会社環境整備公社  ・吉建設株式会社  ・釧石工業株式会社 

・株式会社富士サルベージ ・株式会社ジーエス・ユアサバッテリー 北海道支社 
⑦ 第９９回 

    日 時：平成２７年１０月２７日 １３：３０～１４：３０ 
   審 議：更新審査 ３件 

・株式会社流研  ・株式会社谷組  ・大野土建株式会社 
⑧ 第１００回 

    日 時：平成２７年１１月２５日 １３：００～１４：３０ 
   審 議：更新審査 ７件 
        ・株式会社佐藤建設工業  ・株式会社折谷組  ・株式会社小林組 
        ・株式会社永井組  ・白木建設工業株式会社  ・株式会社トーホー・テクノス 
        ・三晃金属工業株式会社 建材事業部 江別製作所 

定期審査（範囲拡大） １件 

・佐藤建設管理株式会社 
 ⑨ 第１０１回 
    日 時：平成２７年１２月１７日 １３：００～１４：３０ 
   審 議：登録審査 １件 
        ・株式会社新宮商行 銭函工場 

更新審査 ５件 
 ・株式会社大坂建設  ・株式会社草塩建設  ・昭和工業株式会社 
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         ・土屋工業株式会社  ・函館環境衛生株式会社 
ＨＥＳ主幹審査員への昇格およびＨＥＳ登録審査員の抹消について 

⑩ 第１０２回 
    日 時：平成２８年１月２２日 １３：００～１４：００ 
   審 議：更新審査 ３件 

・西岡建設株式会社  ・株式会社アラタ工業  ・坂野建設株式会社 

⑪ 第１０３回 
    日 時：平成２８年２月２４日 １３：００～１４：３０ 
   審 議：更新審査 ６件 
        ・株式会社アロー建設  ・東亜飯田株式会社  ・千歳市環境整備事業協同組合 
        ・株式会社坂下組    ・一般財団法人札幌市下水道資源公社 
        ・一般財団法人札幌市環境事業公社 
       ＨＥＳ認証登録の取り下げについて ２件 
        ・不二工営株式会社  ・苫小牧港開発株式会社 
⑫ 第１０４回 

    日 時：平成２８年３月２２日 １３：００～１４：３０ 
   審 議：登録審査 ２件 

・岡本興業株式会社 石狩事業所  ・株式会社丸興産業 
       更新審査 ４件 

・徳井建設工業株式会社  ・株式会社佐々木建設 

・髙堂建設株式会社    ・株式会社イーアンドエム 

ＨＥＳ認証登録の取り下げについて ６件 
         ・株式会社北海道熱供給公社  ・北海道上川高等学校 
         ・医療法人社団熊澤歯科 熊澤歯科クリニック  ・北海道岩見沢農業高等学校 
         ・北海道静内農業高等学校   ・北海道清水高等学校 

 

＜参考：判定委員＞ 

 委員長 稲 井 昭 紀  氏（特定非営利活動法人札幌ＩＳＯサポートセンター 理事長） 

    委 員 山 谷 大 一  氏（山谷ＩＳＯコンサルタント事務所 代表） 

    委 員 上 山 荘 二  氏（元公益財団法人北海道環境財団 専務理事） 
 
 
４ ＨＥＳ構築の支援 

 
（１）コンサルタントの派遣 

ＨＥＳのシステム構築を支援するためのコンサルタントを次のとおり１件派遣した。 
・株式会社丸興産業 
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５ 調査・研究活動 

 
（１）エコアクション２１との新たな相互認証契約の締結およびＨＥＳ産業廃棄物処理業者用システム

規格（第２版）への改訂 

『優良産業処理業者認定制度における「エコアクション２１と同等と見なされる地域等で実施さ

れている環境マネジメントシステム等の認証の基準」』（平成２５年３月２９日・環境省）により、

本推進機構の制度が同基準を満たしていることについて、地域版環境マネジメントシステム（２３

箇所）の中で第１号として承認され、平成２７年４月１日付けにて、一般財団法人持続性推進機構

と契約を締結した。また、本基準に基づき、ＨＥＳ産業廃棄物処理業者用システム規格を第２版に

改訂した。 

 

（２）福岡・神奈川における水素先進地域視察会への参加 

   日 時  平成２７年１１月２５日（水）～２７日（金） 

   場 所  福岡県、神奈川県 

   参加者  １５名 

   視察先  ①福岡県庁 

        ②福岡市中部水処理センター 

        ③九州大学水素ショールーム・水素ステーション 

        ④福岡水素タウン 

        ⑤千代田化工建設（株） 

        ⑥川崎マリエン 

 

（３）情報発信 

   道内の環境関連情報等について、会員に「ＨＥＳE-mail通信」で年１９回情報提供した。 
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Ⅰ．収入の部 （単位：円）

科　目 決算額
（Ａ）

予算額
（Ｂ）

比較増・減（△）
（Ａ－Ｂ） 備　考

１．会費収入 3,900,000 4,090,000 △ 190,000

　正会員会費収入 3,900,000 4,090,000 △ 190,000 会員会費

２．事業収入 7,770,393 7,730,000 40,393

　コンサルティング料収入 183,600 215,000 △ 31,400 コンサルティング料及び旅費

　登録審査料収入 817,170 995,000 △ 177,830 登録審査料及び旅費

　定期審査料収入 3,409,821 3,700,000 △ 290,179 定期審査料及び旅費

　更新審査料収入 3,193,187 2,500,000 693,187 更新審査料及び旅費

　構築講座受講料収入 11,860 100,000 △ 88,140 構築講座受講料及び旅費

　テキスト販売収入 3,475 60,000 △ 56,525 テキスト及び電子媒体販売

　その他収入 151,280 160,000 △ 8,720 環境報告書第三者審査

３．雑収入 1,477 551 926 預金利息

４．繰越金 7,149,449 7,149,449 0 平成26年度からの繰越金

合　計 18,821,319 18,970,000 △ 148,681

平成２７年度　収支決算書（案）
（期間：平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）
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Ⅱ．支出の部 （単位：円）

科　目 決算額
（Ａ）

予算額
（Ｂ）

比較増・減（△）
（Ａ－Ｂ） 備　考

１．事業費 3,528,363 8,040,000 △ 4,511,637

　コンサルティング費 126,400 150,000 △ 23,600 コンサルティング業務謝金及び旅費

　登録審査費 290,896 600,000 △ 309,104 登録審査業務謝金及び旅費

　定期審査費 1,139,281 2,500,000 △ 1,360,719 定期審査業務謝金及び旅費

　更新審査費 1,286,347 1,100,000 186,347 更新審査業務謝金及び旅費

　認証登録判定会議費 320,000 480,000 △ 160,000 判定委員謝金、開催費

　構築講座開催費 8,560 80,000 △ 71,440 構築講座開催費

　審査員養成研修費 13,176 300,000 △ 286,824 審査員維持費

　調査研究費 186,110 800,000 △ 613,890 環境施設視察会参加費

　テキスト作成費 0 30,000 △ 30,000 テキスト作成代

　普及啓発費 37,000 1,000,000 △ 963,000 普及啓発委託費

　事業推進費 120,593 1,000,000 △ 879,407 事務局旅費、コピー代、他

２．管理費 2,641,516 8,930,000 △ 6,288,484

　人件費 2,508,726 6,800,000 △ 4,291,274 職員給与

　会議費 98,500 130,000 △ 31,500 通常総会及び理事会開催費

　通信運搬費 33,210 300,000 △ 266,790 文書郵送代等

　管理諸費 1,080 1,700,000 △ 1,698,920 残高証明発行手数料

３．予備費 0 2,000,000 △ 2,000,000

合　計 6,169,879 18,970,000 △ 12,800,121

（単位：円）

収入決算額 支出決算額 差引残高 備　考

18,821,319 6,169,879 12,651,440 平成28年度へ繰越
収支差額
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