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１.組織の概要

○事業者及び代表者名

有限会社 峯村建設

代表取締役 藤巻 篤

○設立 昭和49年4月

○資本金 4,000万円

○従業員数 13名

○所在地・対象範囲

本社

長野県長野市金井田3 NYビル102号

資材置き場

長野県長野市七二会丙2350-1

○連絡先

TEL 026-214-9967

FAX 026-214-9968

e-mail c.okada@mine-ken.net

HP        http://www.mine-ken.net

企業概要 事業規模

○建設業
許可番号：長野県知事 許可(特－27）第6697号

土木工事業、舗装工事業、とび・土木工事業、水道施設工事業
許可番号：長野県知事 許可(特ー29）第6697号

解体工事業

○不動産業
宅地建物取引業許可 長野県知事⑴第5470号
(一社)長野県宅地建物取引業協会 長野支部会員

〇太陽光発電事業

○その他許可・認証
産業廃棄物収集運搬業許可(自社廃棄物の運搬のみ)

長野県知事許可 第2008098342
ながのエコサークル ゴールドランク(長野市)
消防団協力事業所(長野市)
長野県産業廃棄物３R実践協定(長野県)
社員の子育て応援宣言(長野県)
長野県ＳDGs推進企業登録

活動規模 2019年度 2020年度 2021年度

売上高(百万円) 178 417 198

従業員（人） 8 11 13

床面積（㎡） 70.88 70.88 70.88

事業年度 9月1日～翌年8月31日

事業内容
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美会橋橋梁補修工事 信濃町稲附工区水路工事 大岡大八橋修繕工事

平成25年 長野市優良表彰

～環境に優しく人に優しい施工を心がけます～土木工事施工実績例 太陽光発電事業

弊社では上伊那郡辰野町に発電電力50ｋW、年間CO２排出削減量

約17.3tの売電用の発電所を１か所所有しています。

太陽光発電は、地球温暖化の原因と言われている化石燃料(石油、

石炭など)の燃焼を抑え、クリーンエネルギーを生み出しています。

地域の皆さんに安心して頂けるよう
適切に管理しております。

不動産仲介業

長野県は人口減少対策の１つとして『空き家バンク』という事業に力を入れており、県外か

らの定住促進を図っています。田舎でのびのびと暮らしたい人、自給自足で新鮮な野菜を作り

たい人、かつて住んでいた家が空き家になった人……人々の移住定住をお手伝いするこの事業

は地域活性化につながっています。

弊社は長野市川中島・篠ノ井・大岡・信更エリアを担当しており、今後も社会の動きに合わ

せて対応できるよう尽力して参ります。
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２.実施体制図
責任者 役割・責任・権限

代表者（社長） ・環境に関する統括責任

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

・環境管理責任者を任命

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境経営目標・環境経営計画書を承認

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・環境経営レポートの承認

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連法規等の取りまとめ表を承認

・環境経営目標・環境経営計画書を確認

・環境経営レポートの確認

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施

・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成

・環境活動の実績集計

・環境関連法規等取りまとめ表の作成

・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境経営活動レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

部門責任者 ・自部門における環境経営システムの実施

・自部門における環境経営方針の周知

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

・自部門に関連する環境経営活動計画の実施及び達成状況の報告

・特定された項目の手順書作成及び運用管理

・自部門の特定された緊急事態への対応のための手順書作成

・テスト、訓練を実施、記録の作成

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

環境事業部責任者 ・自部門における環境システムの実施

・自部門における環境経営方針の周知

・環境活動の実績集計

・自部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告

・一般廃棄物の計測・運搬

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

全従業員 ・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

環境管理責任者
代表取締役

環境事務局

環境事業部

不動産部

総務部

営業部

土木部
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３.環境経営方針

≪基本理念≫

私たちは、かけがえの無い地球上に今生きる者の使命と責任を自覚し、子孫の繁栄に期待と
夢を抱いて真の地球の姿を守るべく、主体的に、環境保護への取組を邁進します

≪行動指針≫

１．環境関連法規制を遵守します

２．二酸化炭素排出量の削減に取り組みます

３．廃棄物の削減に取り組み、再生利用を推進します

４．水使用量の削減に取り組みます

５．グリーン購入を推進します

６．環境に配慮した資材を使用し施工するよう心がけます

７．社会貢献活動に積極的に取り組みます

８．化学物質の管理を徹底致します

９．CO２ゼロに向けた中長期展望を策定します

制定日：2010年11月10日
更新日：2021年 5月6日

有限会社 峯村建設
代表取締役 藤巻 篤
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4.環境経営目標
（中長期目標 2021年～2023年）

EA21コア指標 2021年度目標
(2020.9～2021.8)

2022年度目標
(2021.9～2022.8)

2023年度目標
（2022.9～2023.8)

電力の削減
基準年(2018年度)比

－３.0％
基準年(2021年度)比

－1.0％
基準年(2021年度)比

－2.0％

化石燃料の削減
原単位（売上高単位当たりの化石燃料のCO２排出量(㎏ーCO２／万円))とし、
過去5年の原単位平均値以下にする

産業廃棄物の削減
設計値(現状より求めた数量)

＋14％以内
設計値(現状より求めた数量)

＋13％以内
設計値(現状より求めた数量)

＋12％以内

一般廃棄物の削減
(事務所の可燃ごみ)

事務所で各自出たゴミは自分で持ち帰ることの周知徹底

水使用量の削減 水使用量を毎月10㎥を超えないようにし、年間120㎥以内に抑える

環境配慮型資材の購入
事務用品のグリーン購入

各現場・事務所で環境に配慮した活動をする

化学物質の管理

舗装工事の際は、防腐剤やアスファルト乳剤の平米当たりの使用量が規定で定められている
ため削減する事ができません。
そのため、目標値の策定は行わずに化学物質を適正に管理している事を手順書に従って
年１回確認します。

社会貢献活動
・現場毎に地域貢献活動を実施
・ながの環境パートナーシップ会議への参加、会社周辺清掃活動をする
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5.環境経営目標の実績

項 目 目 標 実 績 結 果

電力の削減
CO２排出量*

4,048㎏-CO２以下

CO２排出量

3,335㎏-CO２ 〇

化石燃料の削減
CO2排出量/売上高(万円)

過去５年平均3.074以下
原単位

4.451 ✖

産業廃棄物の削減
各現場の設計値

＋14％以内

設計値

＋14％ 〇

一般廃棄物の削減 各自ゴミ持ち帰り 実行 〇

水使用量の削減
毎月10㎥以下

年間使用量 120㎥以内
10㎥/月以上の月は2回
年間使用量 96㎥ ✖

環境配慮型資材の購入
各現場・事務所で

環境に配慮した活動をする
実績あり 〇

化学物質の管理 管理 年１回 ３月適正管理確認済み 〇

社会貢献活動 積極的な地域貢献活動

周辺地域の環境配慮活動あり
(道路清掃、草取り、

ゴミ拾い等)
〇

＊購入電力は中部電力2019年度二酸化炭素調整後排出係数の0.426kg-CO2/kWh を使用

達成率

△45％

達成率

100％

達成率

118％
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4% 0%

16%

80%

3% 0%

10%

87%軽油

44期
平成29年度

2016.9～2017.8

45期
平成30年度

2017.9～2018.8

46期
平成31年度

2018.9～2019.8

47期
令和2年度

2019.9～2020.8

48期
令和3年度

2020.9～2021.8

売上高（円） 205,006,559 194,213,328 177,614,739 417,385,778 198,003,469

二
酸
化
炭
素
排
出
量

電力 5247.83 4173.28 3672.22 3395.67 3333.87

灯油 493.40 363.82 560.68 89.62 134.46

ガソリン 33787.61 13260.23 8456.48 14638.12 15084.71

軽油 12089.70 112691.28 57442.09 2761.05 72904.74

総排出量
（㎏-CO₂）

51618.54 130488.61 70131.47 20884.46 91457.78

原単位
CO₂総排出量／売上高

2.52 6.72 3.95 0.50 4.451

項目

期・年度

年度別CO₂排出量の割合

6.年度別CO₂排出量の推移
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７.環境経営計画に基づいた取組内容
電力の削減

●緑のカーテン(朝顔）

●掲示物での周知

●事務所の照明は昼休み、残業時等の不必要な時の消灯

●空調の適温化(冷房28℃・暖房21℃程度)の徹底

●夏季における軽装、冬季における重ね着等の服装工夫

目標値： CO₂排出量 4,048㎏-CO2以下※基準年(2018年)比△３％

実績値： CO₂排出量 3,334㎏-CO2 

【評 価】

朝顔は昨年度と比べ葉の茂りが寂しく、遮光効果があったのかどうかは微妙なとこ

ろですが、全員で協力しながら管理し、無事に花を咲かせた時には皆ホッとしました。

年度別にCO₂排出量を見ると順調に減少しており、次年度も現状維持又は急増する

事のないよう、無理のない範囲で節電を継続していきたいと思います。

【取 組】

様々な緑のカーテンがありますが、

社員で相談し手入れのしやすさ等から

今年度も朝顔を育てる事にしました。

夏の間は２色の朝顔が花を咲かせてい

ました。
昨年度 今年度

0

500

1,000

1,500

2020/9月 10月 11月 12月 2021/1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

月別電気使用量（kWh）

基準年(2018） 今年度

5,248 
4,173 

3,672 3,396 3,334 

0

3,000

6,000

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

電力 年度別CO₂排出量（㎏-CO₂）
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化石燃料の削減

目標値： 過去５年原単位平均 3.074以下

実績値： 原単位 4.451

【評 価】
化石燃料の中で使用量の変動が激しい軽油は、建設機械や除雪機の稼働具合

に大きく左右されています。年によって工事内容や降雪具合が違うように、過
去３年の原単位は例年に比べバラつきが大きかったので(グラフ２参照)、
今期の目標値は過去５年の原単位平均値に変更しました。
結果は太陽光発電所建設に伴う軽油の使用が多く、原単位は目標値を大きく

上回ってしまいました。ただ、取組の徹底は見られたので引き続き化石燃料の
使用量削減を各々が意識したいと思います。

【取 組】

【実 績】

●過積載が行われないよう教育・監視

●作業規模に応じた建設機械の選定

●乗り合いの推進

●アイドリングストップ、エコドライブ運転方法の励行

0

2,000

4,000

6,000

月別 化石燃料使用量（L）

灯油 ガソリン 軽油

2.26

6.5

3.74

0.42

4.45

0

5

10

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

年度別 原単位*の推移

*原単位とは… 一定量を生産するのに必要な原料・動力・労働力などの量のこと

CO₂排出量原単位＝
当年度売上高

CO₂排出量

エコドライブ低燃費機材の使用

グラフ２

グラフ１

9
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目標： 設計値＋14％以内

結果： 設計値＋14％

●分別回収ボックスの設置

●廃棄物の分別を徹底、減量化し
リユース・リサイクルをする

【取 組】

●マニフェストの適正管理

産業廃棄物の削減

【評 価】

今年度は元請工事が１件で目標に対してぎりぎりではありましたが、達成

する事ができました。

次年度も廃棄物の分別を心掛け、産廃物の減量化に努めていきたいと思います。

【実 績】

工事名 設計値(ｔ) 実績値(ｔ) 割合(％)

県単道路改築工事 14.0 16.0 114.3

一般廃棄物の削減

【評 価】

５年前から目標として掲げているゴミの持ち帰りが今年度も継続できました。

コロナ禍で地域の資源回収が実施されず、古紙や段ボールも各自分担して持ち帰

り、事務所からの廃棄物はゼロという結果でした。

今後もただゴミとして捨てるのではなく、考えて廃棄することを各々が意識

し続けたいと思います。

目標： 各自ゴミの持ち帰り

結果： 実施

●使用済み切手の収集

事務所で出る使用済み切手は「日本キリスト教海外医療協力会」

が行う活動に寄付予定です。

※コロナ禍のため2022年3月末まで活動休止中

回収された切手は多くの個人切手収集家に換金され、アジアや

アフリカの保健医療協力に繋がっています。

●両面、集約機能を活用した印刷やコピー

●ゴミ分別ボックスの設置と分別徹底

●社内文書を再生紙使用、裏紙の活用

【取 組】
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水使用量の削減

目標： 毎月10㎥以下とし年間120㎥を超えないようにする

結果： 10㎥/月以上になってしまった月は2回・

年間使用量96㎥

現場では雨水を貯留タンクに貯めて塩素消毒

を行いながら、手洗い用の水に使用しています。

●雨水の利用

●事務所内の節水呼びかけ掲示・徹底

7.5

12.0

6.5 7.0 6.5
8.5

0.0

10.0

2020/9・10月 11・12月 2021/1・2月 3・4月 5・6月 7・8月

2021年度 水使用量（㎥/月）
【実 績】

※検針は２か月に１回

【取 組】

【評 価】

11、12月に10㎥を超えてしまった原因を考察してみましたが、年度によって使用量

が多くなる月はそれぞれ異なり、今年度も特別な理由は無いという判断に至りました。

引き続き、各自が節水を意識していきたいと思います。

≪事務所≫

前年度からの取組でもありましたが、

使用済みのコーヒーかすは乾燥させるこ

とでゴミの減量化になるばかりか、様々

な効果が期待できるようなので活用して

います。

消臭剤は冷蔵庫内や靴箱、出入口付近

に設置し、雑草駆除の効果としては期待

以上の結果となりました。

消臭剤雑草駆除

約１年集めた結果、３６７２個のPETキャップが集まり

ました。当初はエコキャップ活動に協力予定でしたが、近隣

の中学校がキャップアート作成のため回収しているという事

だったので提供し、地域貢献できました。

コーヒーかすの再利用

消耗品の適正な在庫管理

エコキャップ活動

環境配慮型資材の購入・グリーン購入

目標： 各現場・事務所で環境に配慮した活動を心掛ける

結果： 実績あり

【取 組・実 績】

11
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≪現場≫
弊社では現在、下請けで太陽光発電所の建設を請け負っています。

自然環境だけではなく、周辺に対する生活環境の保全にも努めています。

ICT(情報通信技術)建機による施工で

安全性の向上及び工期短縮が可能となり、

環境負荷軽減へ繋がっています。

塩化カルシウムは道路へ散布後、雨で

溶けると乾燥状態を改善してくれるので

粉塵飛散の防止になります。

また、徐行運転の実施も遵守しています。

右記以外にも数多くの環境配慮型重機

を使用しています。

省エネ重機使用と騒音対策

工期短縮

粉塵対策

ローラー プロセッサ

〇県道路改築工事現場

環境対応型アスファルト付着防止剤の使用

植物油がベースで水質・土壌環境への

負荷が少ない工業機械用オイルを使用し

ています。

油流出対策

油流出に備えて周囲にオイルマットを敷く

など、油類の管理を徹底して行っています。

【評 価】

現場の環境負荷低減の取組は左記以外にもあり、自然地形を利用している点や水害対策をして

いる点が挙げられます。

事務所では消耗品の在庫管理を徹底し、過剰な在庫を抱えないよう社員同士でコミュニケー

ションをとりながら在庫の確認をしています。

今後も事業活動をする上で、環境負荷を考えながら業務に励みたいと思います。
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●一般教育・専門教育の実施、セミナーへの参加

【取 組・実 績】

●各現場・会社周辺の草取り・ゴミ拾い

【評 価】

現場では生物多様性の観点からクマの安易な捕殺を防ぐため、手順書や資料の

読み合わせを行い知識を深めました。

またコロナ禍のためセミナー等は中止になったものもありましたが、オンライ

ンでの実施や出席できるものには積極的に参加しました。

清掃活動は定期的に行えるよう次年度も計画を調整していきたいと思います。

会社周辺の清掃活動は9月・2月・5月の

計３回実施しました。
目標： 積極的な地域貢献活動

結果： 実績あり

社内教育 社内教育(現場) 緊急時対応訓練 セミナー

社会貢献

太陽光発電所建設現場

●地域貢献活動

現場では豪雨により、道路へ砂利が流出したため清掃活動を行いました。

「県単道路改築工事」では登山道の除草作業、
公共トイレの清掃活動も行いました。
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8.環境関連法規への違反、訴訟等の有無

法規制の名称 要求事項 遵守状況

廃棄物処理法
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

・産業廃棄物収集運搬業者及び処分業者との契約
・産業廃棄物管理票(マニフェスト）の交付及び保存
・自社による運搬時の表示、書類携行

遵守

リサイクル法
（資源の有効な利用の促進に関する法律)

・再生資源利用計画書の作成、実施状況の記録及び保存
・再生資源利用促進計画の作成、実施状況の記録及び保存

遵守

建設リサイクル法
（建設工事に係る資材の再生資源化に関する法律)

・対象建設工事の説明及び告知
・再資源化の実施及び報告

遵守

騒音規制法 ・指定地域内での特定建設作業実施の届出 遵守*

振動規制法 ・指定地域内での特定建設作業実施の届出 遵守*

水質汚濁防止法 ・貯油施設の事故時の措置と届出 遵守*

大気汚染防止法 ・特定建設作業（解体工事に伴う特定粉塵等の排出）の実施の届出 遵守*

消防法 ・少量危険物の貯蔵及び取り扱い（軽油、灯油の指定数量の届出、基準） 遵守*

浄化槽法 ・浄化槽届け出、定期保守点検、清掃、水質検査 遵守

フロン排出抑制法 ・第一種特定製品の管理者による簡易点検の実施（３か月に１回以上） 遵守

弊社の企業活動に伴い適用される環境関連法規等は下記の通りです。
法規の遵守事項について確認を行い、2021年11月15日現在及び過去3年間違反・訴訟及び苦情等に関する指摘はございません。

14注記 ＊印…対象期間中には対象となる案件はありませんでした



9.代表者による評価と見直し
代表者全体総括

環境事務局の感想

エコアクション21の登録から10年が経つ弊社は、新しい取組をするというより過去の活動を見直し、費用や手間を考えた上で継続していけそうなものを精査
することから始めました。事務所の省電力家電やLED照明は導入済みであり、今後の活動も備品を大切に使いながら負担の少ない取り組みを続けていくことが
「環境経営」に結びつくのだと感じました。
次年度も良い結果が残せるよう改善を重ねながら業務に励みたいと思います。 環境事務局 岡田

15

エコアクション21の認証・登録から
10年が経ち、永年継続事業者として
感謝状を頂きました。

エコアクション21の活動も10年を経過しました。

今期は環境経営目標8項目中6項目の目標達成となりました。定着してきた活動の見直しをし、

「継続」していく事で組織全体が更に意識を高めていけよう頑張っていきたいと思います。

COP26での会議を踏まえ今後、世界、国、大企業がCO₂削減、ゼロカーボンに向けさらなる行

動を加速していくと想定されるので、今後当社としてもこれらの動きと同調してCO₂削減に注力

していきます。

代表取締役 藤巻 篤


