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平成３０年度 事業報告書 
（期間：平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日） 

１ 会議 

 
（１）平成３０年度通常会員総会（書面総会） 

   書面総会に付議した日：平成３０年１０月５日（金） 
   承認表決の指定期限：平成３０年１０月１９日（金） 
   付議事項：議案第１号 役員の改選（案）について 

        議案第２号 平成２９年度事業報告並びに収支決算について 

        議案第３号 平成３０年度事業計画並びに収支予算(案)について 

   審議結果：承認する旨の意思表示をした会員１０９企業・団体（会員数１０９企業・団体） 

   承認日：平成３０年１０月２６日（金） 

 

２ ＨＥＳの普及促進 

 

（１）「ＨＥＳ認証登録事業所 取り組み事例集」の改訂 

平成２９年１０月に作成した取り組み事例集を新しく 
改訂し、ビジネスＥＸＰＯ２０１８で配布した。 
作成部数：５００部 

 

（２）ビジネスＥＸＰＯ２０１８ 

   「第３２回北海道技術・ビジネス交流会」への出展 

 道内最大級のビジネスイベント「ビジネスＥＸＰＯ」に出展し、ＨＥＳの普及促進に努めた。 
 日時：平成３０年１１月８日（木）１０：００～１７：３０ 

              ９日（金） ９：３０～１７：００ 
   場所：アクセスサッポロ 
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（３）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４件実施した。（累計９８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

のとおり３６件実施した。 
  
表１ 平成３０年度認証登録事業者 

名称 所在地 取得区分 認証登録日 
石黒建設株式会社 北斗市 ステップ１ H30.11.15 
 ガイア工業株式会社 札幌市 ステップ１

H30.12.18  柴田興産株式会社 札幌市 ステップ１

 株式会社大宮ホーロー北海道製作所 札幌市 ステップ１

 
表２ 平成３０年度更新審査事業者 

名称 所在地 取得区分 更新月日 
学校法人産業技術学園 北海道エコ・動物自然専門学校 札幌市 ステップ１ 

H30.4.25 
株式会社ピーアールセンター 札幌市 ステップ１ 
サンエス電気通信株式会社 釧路市 ステップ１ 
株式会社サンエス・マネジメント・システムス 釧路市 ステップ１ 
株式会社シーエーブイ 札幌市 ステップ１ 
株式会社工藤組 奥尻町 ステップ１ 

H30.5.22 近藤建設株式会社 函館市 ステップ１ 
札幌第一清掃株式会社 札幌市 産廃規格 
株式会社アペックスシステム 札幌市 ステップ１ 

H30.6.22  丸忠北都清掃株式会社 旭川市 ステップ１ 
 株式会社ＮＩＣＨＩＪＯ 札幌市 ステップ２ 
 株式会社富士サルベージ 函館市 ステップ１ H30.7.23 
株式会社トーホー・テクノス 札幌市 ステップ１ H30.8.24 
釧石工業株式会社 釧路市 ステップ１ 

H30.10.23 白木建設工業株式会社 倶知安町 ステップ１ 
株式会社ジーエス・ユアサバッテリー 北海道支店 札幌市 ステップ２ 
株式会社流研 札幌市 ステップ１ H30.11.15 
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名称 所在地 取得区分 更新月日 
土屋工業株式会社 札幌市 ステップ１ 

H30.11.15 
株式会社永井組 伊達市 ステップ１ 
大野土建株式会社 士別市 ステップ１ 
株式会社谷組 下川町 ステップ１ 
吉建設株式会社 鹿部町 ステップ１ 

H30.12.18 
 株式会社小林組 平取町 ステップ１ 
 アラタ工業株式会社 上富良野町 ステップ１ 
 函館環境衛生株式会社 函館市 産廃規格 
 株式会社草塩建設 登別市 ステップ１ 

H31.1.22 
 坂野建設株式会社 釧路市 ステップ１ 
 西岡建設株式会社 帯広市 ステップ１ 
 昭和工業株式会社 帯広市 ステップ１ 
 株式会社新宮商行 銭函工場 小樽市 ステップ２ 
 株式会社大坂建設 乙部町 ステップ１ 

H31.2.21  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 
 株式会社アロー建設 函館市 ステップ１ 

H31.3.19  株式会社イーアンドエム 札幌市 ステップ１ 
 株式会社坂下組 名寄市 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１１回開催した。 
① 第１２９回 

    日 時：平成３０年４月２３日（月） １３：００～１４：００ 
審 議：（１）更新審査 ５件 

                     ・学校法人産業技術学園 北海道エコ・動物自然専門学校 
                     ・株式会社ピーアールセンター 
                     ・サンエス電気通信株式会社 
                     ・株式会社サンエス・マネジメント・システムス 
                     ・株式会社シーエーブイ 

    （２）定期審査（範囲拡大） １件 
                     ・株式会社ステリサイクル北海道 

    （３）ＨＥＳ審査登録契約解除について １件 
                     ・一般社団法人北海道商工会議所連合会 
  ② 第１３０回 
    日 時：平成３０年５月２２日（火） １３：００～１４：３０ 

審 議：（１）更新審査 ３件 
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                     ・株式会社工藤組 
                     ・近藤建設株式会社 
                     ・札幌第一清掃株式会社 発寒エコセンター 

    （２）定期審査（EA21相互認証更新） １件 
                     ・株式会社丸興産業 
③ 第１３１回 
日 時：平成３０年６月２２日（金） １３：００～１３：４５ 
 審 議：（１）更新審査 ３件 
               ・株式会社アペックスシステム 
               ・丸忠北都清掃株式会社 

                 ・株式会社ＮＩＣＨＩＪＯ 
     （２）ＨＥＳ審査登録契約解除について ２件 

                 ・ジェイアール北海道エンジニアリング株式会社 
                 ・株式会社折谷組  
④ 第１３２回 
   日 時：平成３０年７月２３日（月） １３：００～１３：３０ 
   審 議：（１）更新審査 １件 

             ・株式会社富士サルベージ 
               （２）ＨＥＳ審査登録契約解除について １件 

             ・植村建設株式会社 
⑤ 第１３３回 

    日 時：平成３０年８月２４日（金） １３：００～１３：４５ 
   審 議：（１）更新審査 １件 

                     ・株式会社トーホー・テクノス 
       （２）定期審査（範囲拡大） １件 

                     ・株式会社北海道造園コンサルタント 
       （３）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１３４回 

    日 時：平成３０年１０月２３日（火） １３：００～１４：００ 
   審 議：（１）更新審査 ３件 

                     ・釧石工業株式会社 
                     ・白木建設工業株式会社 
                     ・株式会社ジーエス・ユアサバッテリー 北海道支店 
       （２）定期審査（範囲縮小） １件 

                     ・和工建設株式会社 
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  ⑦ 第１３５回 
    日 時：平成３０年１１月１５日（木） １４：３０～１６：００ 
   審 議：（１）登録審査 １件 

                     ・石黒建設株式会社 
       （２）更新審査 ６件 

                     ・土屋工業株式会社 
                     ・株式会社永井組 
                     ・大野土建株式会社 
                     ・株式会社谷組 
                     ・株式会社流研 
                     ・三晃金属工業株式会社 建材事業部 江別製作所 
       （３）定期審査（EA21相互認証更新） １件 

                     ・株式会社エース・クリーン 
       （４）ＨＥＳ審査登録契約解除について ２件 

                     ・ソラチ環境株式会社 
                     ・株式会社ステリサイクル北海道 
⑧ 第１３６回 

    日 時：平成３０年１２月１８日（火） １３：００～１５：００ 
   審 議：（１）登録審査 ３件 

                     ・柴田興産株式会社 
                     ・株式会社大宮ホーロー北海道製作所 
                     ・ガイア工業株式会社 
       （２）更新審査 ４件 

                     ・吉建設株式会社 
                     ・株式会社小林組 
                     ・アラタ工業株式会社 
                     ・函館環境衛生株式会社 
       （３）定期審査（範囲拡大） １件 

                     ・佐藤建設管理株式会社 
       （４）ＨＥＳ審査登録契約解除について １件 

                     ・辻谷建設株式会社  
⑨ 第１３７回 

    日 時：平成３１年１月２２日（火） １３：００～１４：３０ 
   審 議：（１）更新審査 ５件 

                     ・株式会社草塩建設 
                     ・坂野建設株式会社 
                     ・西岡建設株式会社 
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                     ・昭和工業株式会社 
          ・株式会社新宮商行 銭函工場 
         （２）定期審査（第３版移行審査） １件 
          ・トルク精密工業株式会社  
⑩ 第１３８回 

    日 時：平成３１年２月２１日（木） １３：００～１４：００ 
   審 議：（１）更新審査 ３件 
          ・株式会社大坂建設 
          ・東亜飯田株式会社 
          ・千歳市環境整備事業協同組合  
⑪ 第１３９回 

    日 時：平成３１年３月１９日（火） １３：００～１４：３０ 
   審 議：（１）更新審査 ３件 
          ・株式会社坂下組 
          ・株式会社アロー建設 
          ・株式会社イーアンドエム 

               （２）定期審査（第３版移行審査） ２件 
          ・株式会社出口組 
          ・伊藤アスファルト建設株式会社 

               （３）ＨＥＳ審査登録契約解除について ２件 
          ・一般財団法人札幌市下水道資源公社 
          ・株式会社野田組  
 
＜参考：判定委員＞（任期：平成２９年４月２８日～平成３１年４月２７日） 

 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：柴 田 真 年  氏（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）ＨＥＳシステム規格ステップ１（第３版）研修会 

平成３０年６月より適用開始となった第３版の理解をより深めるため、函館管内の認証登録事業

者を対象に研修会を開催した。 
日 時：平成３０年１１月８日（木） １５：００～１７：３０ 

    場 所：フォーポイントバイシェラトン函館 

    主 催：函館商工会議所 
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（２）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４件派遣した。 
・株式会社大宮ホーロー北海道製作所   ・ガイア工業株式会社 

・柴田興産株式会社           ・藤川建設株式会社 

 
５ ＨＥＳ登録審査員の養成等 
 

（１）ＨＥＳ登録審査員・認証登録判定委員・環境マネージャー合同研修会の開催 

ＨＥＳシステム規格（第３版）の解釈・理解の向上に向けて、ディスカッションを実施したほか、 

  関係団体から環境に関する情報提供を行う研修会を開催した。 

日 時：平成３０年１２月１７日（月） １４：００～１７：３０ 

                １８日（火）  ９：００～１２：００ 

場 所：北海道経済センタービル ７階「第５会議室」 

参加数：登録審査員 １３名、判定委員 ２名、各地商工会議所 ５名 

内 容：［１７日］  ○移行審査について 

               ○ＨＥＳシステム規格書（第３版）について 

ＨＥＳシステム規格改訂委員会 

副委員長 山 澤 光 弘  氏 

                                 （ＨＥＳ主幹審査員） 

               ○ディスカッション 

        ［１８日］  ○国・道における環境政策について 

・北海道の気候変動対策について 

北海道環境生活部 環境局 気候変動対策課 

温暖化対策グループ 主査 井 田   操  氏 

・廃棄物の適正処理について 

北海道環境生活部 環境局 循環型社会推進課 

適正処理推進グループ 主査 宮 下 啓 子  氏 

・北海道生物多様性保全連携支援センターについて 

公益財団法人北海道環境財団 総務部長 茂 野   均  氏 

              ○事務局説明 

               ・環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の概況について 

・２０１９年度におけるセミナー等の開催計画について 

 

６ 調査・研究活動 
 

（１）情報発信 

   道内の環境関連情報等について、会員に「ＨＥＳメール通信」で年７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 2,680,000 2,790,000 △ 110,000

　正会員会費収入 2,680,000 2,790,000 △ 110,000 会員会費

２．事業収入 7,827,559 6,347,000 1,480,559

　コンサルティング料収入 223,780 215,000 8,780 コンサルティング料及び旅費

　登録審査料収入 303,890 355,000 △ 51,110 登録審査料及び旅費

　定期審査料収入 3,671,880 2,860,000 811,880 定期審査料及び旅費

　更新審査料収入 3,476,749 2,737,000 739,749 更新審査料及び旅費

　構築講座受講料収入 0 25,000 △ 25,000 構築講座受講料及び旅費

　その他収入 151,260 155,000 △ 3,740 環境報告書第三者審査

３．雑収入 165 345 △ 180 預金利息

４．繰越金 16,922,655 16,922,655 0 平成29年度からの繰越金

合　計 27,430,379 26,060,000 1,370,379

平成３０年度　収支決算書（案）
（期間：平成３０年４月１日～平成３１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 3,983,309 9,635,000 △ 5,651,691

　コンサルティング費 117,780 200,000 △ 82,220 コンサルティング業務謝金及び旅費

　登録審査費 160,310 355,000 △ 194,690 登録審査業務謝金及び旅費

　定期審査費 1,187,660 2,000,000 △ 812,340 定期審査業務謝金及び旅費

　更新審査費 1,147,229 1,500,000 △ 352,771 更新審査業務謝金及び旅費

　認証登録判定会議費 330,000 450,000 △ 120,000 判定委員会開催費、委員謝金

　構築講座開催費 0 20,000 △ 20,000

　審査員養成研修費 111,638 700,000 △ 588,362 環境マネージャー研修会開催費

　調査研究費 0 260,000 △ 260,000

　事業推進費 928,692 4,150,000 △ 3,221,308 ビジネスEXPO出展費、取組事例集作成代、印刷代他

２．管理費 2,585,207 10,925,000 △ 8,339,793

　人件費 1,107,639 6,800,000 △ 5,692,361 職員給与負担分

　会議費 44,149 125,000 △ 80,851 書面総会開催費

　管理諸費 1,433,419 4,000,000 △ 2,566,581 資料送料、残高証明発行手数料、他

３．予備費 0 5,500,000 △ 5,500,000

合　計 6,568,516 26,060,000 △ 19,491,484

（単位：円）

収入決算額 支出決算額 差引残高 備　考

27,430,379 6,568,516 20,861,863 令和元年度へ繰越
収支差額
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