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事業者名及び代表者名

株式会社　孝松工務店

代表取締役　天倉剛一

所在地及び連絡先

〒243-0021　神奈川県厚木市岡田5-10-2

TEL　０４６（２２９）６２１１　　FAX　０４６（２２９）６２１２

E-mail：info@takamatsu156.co.jp

会社設立及び資本金

創　 業　：　昭和３９年２月２７日

資本金　：　２,０００万円

事業の内容及び規模

神奈川県知事許可第000156号

営業許可業種　：　土木工事、とび・土工工事、石工事、鋼構造物工事

　　　　　　　　　　　 舗装工事、しゆんせつ工事、塗装工事、水道施設工事

2021年度完成工事高　：　546,698千円

主な受注先：神奈川県・厚木市・清水建設(株)・日本道路(株)他

主な取引先：世紀東急工業（株）・神奈川県ｺﾝｸﾘｰﾄ製品協同組合他

従業員数：３０名（男２９名・女1名）

環境管理責任者・担当者氏名及び連絡先

環境管理責任者　：　武川康晃

E-mail： takekawa@takamatsu156.co.jp

1．会社概要・対象範囲



基本理念

近年、私たちをとりまく環境は地球温暖化や資源枯渇等の問題を否応なく認識せざるを得ない

ような状況になっています。

株式会社孝松工務店は創業以来、「仕事には忠実であれ」「仕事には厳しくあれ」「仕事には親

切であれ」を社訓としてきましたが、さらに「地球には優しくあれ」を加えることで「環境への負荷低

減」及び「建設業と地球環境の共生」を理念とした環境経営マネジメントシステムを構築し、全社員

一丸となって環境問題を考え、出来ることから一つずつ環境の保全活動に取り組みます。

行動計画

１．事業活動に関する環境法令・規則及びその他の要求事項を遵守します

２．廃棄物の発生抑制、再利用、リサイクルを積極的に推進して排出量の抑制に努めます

３．建設現場において、環境に配慮した機種選定及び施工方法を計画して施工します

４．エコドライブを実践し、排気ガス抑制と使用燃料の低減によるCO2削減に努めます

５．ゼロエミッション実現のため、電気自動車の導入を図ります

６．電力使用量及び水資源使用量の削減につとめます。

７．環境経営目標を定め、定期的に見直し、継続的改善活動に努めます

８．この環境経営方針は当社全従業員、取引企業に周知するとともに、環境レポートを公開します

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定日　　　　　 平成23年3月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改訂日　　　　　 平成31年2月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 株式会社孝松工務店

                                                                                          代表取締役　天倉剛一

環境経営方針



エコアクション２１　組織図

役割及び権限

経理部

ｅａ21事務局
染谷容子

代表取締役

天倉剛一

工事部
土木部長久我一臣

機械管理責任者
工事長長谷川耕一

総務部

環境管理責任者

武川康晃

組織と役割

役　　職 氏　　名 役　割　及　び　権　限

　 ①環境経営方針及び行動計画の決定

（代表取締役）　 ②環境管理責任者の任命

天倉剛一 ③環境経営マネジメントの構築、運営、維持に対する資源の準備

④活動実績の評価及び見直し

⑤経営における課題とチャンスを整理し、明確にする

⑥実施体制の構築する

（事務長） ①環境経営マネジメントシステムの構築及び運用

武川康晃 ②運用実績の分析及び代表者への報告

①電力、水道、燃料、廃棄物、グリーン購入等のデータ集計

②ｅａ２１の文書,諸帳票の作成、保存

（工事部　土木部
長） ①環境管理責任者を補佐する

久我一臣 ②省エネルギー活動に関する教育及び訓練の実施

（機械管理責任者） ①環境経営方針（行動計画）に基づく活動の実施

長谷川耕一 ②ｅａ２１委員会を毎月１５日に開催

（工事部） ③行動計画実施状況の確認

浅羽　　篤 ④電力、水道、燃料、廃棄物、グリーン購入等のデータ確認

野原正弘 ⑤環境経営目標達成率の確認

東舘喜幸 ⑥必要な改善事項の検討及び提案

染谷容子

ｅａ21委員会

代　　　　　表

環境管理責任者

ｅａ21事務局



基準（実績）

2018～2020年度

5%削減 6%削減 7%削減 電気・燃料使用量の

8,531kg-CO2 8,104kg-CO2 8,019kg-CO2 7,933kg-CO2 削減

5%削減 6%削減 7%削減 低燃費施工の促進

87,709kg-CO2 83,324kg-CO2 82,446kg-CO2 81,569kg-CO2

5%削減 6%削減 7%削減

96,240kg-CO2 91,428kg-CO2 90,466kg-CO2 89,503kg-CO2

5%削減 6%削減 7%削減

10,942kWh 10,395kWh 10,285kWh 10,176kWh 室温管理徹底
(5,526kg-CO2) (5,249kg-CO2) (5,194kg-CO2) (5,139kg-CO2)

5%削減 6%削減 7%削減

8,512kWh 8,086kWh 8,001kWh 7,916kWh 室温管理徹底
(4,299kg-CO2) (4,083kg-CO2) (4,041kg-CO2) (3,998kg-CO2)

5%削減 5%削減 6%削減

19,454kWh 18,481kWh 18,286kWh 18,092kWh
(9,825kg-CO2) (9,332kg-CO2) (9,235kg-CO2) (9,137kg-CO2)

5%削減 6％削減 7％削減 エコドライブ推進

9,118 L 8,662L 8,571L 8,480L タイヤ空気圧管理
(21,154kg-CO2) (20,096kg-CO2) (19,885kg-CO2) (19,674kg-CO2)

5%削減 6%削減 7%削減 エコドライブ推進

23,783L 22,594L 22,356L 22,188L 低燃費重機の導入
(61,360kg-CO2) (58,293kg-CO2) (57,678kg-CO2) (57,245kg-CO2)

5%削減 6%削減 7%削減

32,901L 31,256L 30,927L 30,668L
(82,514kg-CO2) (78,389kg-CO2) (77,563kg-CO2) (76,919kg-CO2)

5%削減 10%削減 10%削減 こまめな点火・消火

25.1kg 23.8kg 22.6kg 22.6kg
(75.3kg-CO2) (71.4kg-CO2) (67.8kg-CO2) (67.8kg-CO2)

（一般廃棄物） 5%削減 15%削減 15%削減 分別の細分化

0.26t 0.25t 0.22t 0.22t リサイクル率の向上

（対全建設廃棄
物排出量）

4％増加 4％増加 4％増加 リサイクル法の遵守

86% 90% 90% 90% 再資源化資材の確認

10%削減 10%削減 10%削減 元栓の絞り込み

44.8m3 40.3 m3 40.3 m3 40.3 m3 漏水のチェック

グリーン化率 2％増加 3％増加 4％増加
エコマーク商品の
購入

52% 54% 55% 56%

環境配慮施工
の売上高構成比

2%増加 3%増加 4%増加 低騒音低振動化の促進

76% 78% 81% 85% 低燃費重機の導入

注(1)購入電力のCO2排出係数：０．５０５kg-CO2/kWh

注(２)グリーン用品（資材）購入額／全用品（資材）購入額　×１００（％）

注(３)化学物質は一切使用していません

６
．
グ

リ
ー

ン
購

入
拡
大

事務所

7
.
環
境
配

慮
工
事
施
工

の
増
加

現場

２
．
廃

棄
物
の

削
減

事務所

３
．
再
資

源
化
率
の

向
上 現場

４
．
水

の
削
減

事務所

1
.
2
車
両
燃
料
使
用
量

の
削
減

ガソリン（自
動車）

軽油（重
機）

合計

1
.
3

L
P
G

削
減

事務所

１
．
二
酸
化
炭
素

排
出
量
の
削
減

事務所

現場

合計

1
.
1
電
力
使
量
の
削
減

事務所

現場

合計

環境目標

中期目標

活動計画
2021年度 2022年度 2023年度

通年

環境経営目標



基準年度：2018～2020年度 評価　　○：達成　　×：未達

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

1 二酸化炭素排出量 ・電力、化石燃料使用量の削減 管理
　の削減（事務所） ・低公害車・低燃費車の導入 責任者
5％削減（'18～'20平均比） 　　計画排出量 8,104

8,104kg 　　実績排出量 13,827
評価 ×

二酸化炭素排出量 ・電力、化石燃料使用量の削減 管理
　の削減（現場） ・低燃費型重機の導入 責任者
5％削減（'18～'20平均比） 　　計画排出量 83,324

83,324kg 　　実績排出量 124,465
評価 ×

二酸化炭素排出量 管理
　の削減（合計） 　　計画排出量 責任者 91,428
5％削減（'18～'20平均比） 　　実績排出量 138,292

91,428kg 評価 ×
1.1 電力使用量の削減 ・ＬＥＤ照明への切り替え　8か所 管理

（事務所） ・パソコン管理（電源Off）の適正化 責任者
・エアコン温度設定最適化
　　計画電力使用量 2,548 3,200 2,300 2,347 10,395

5％削減（'18～'20平均比） 　　実績電力使用量 813 620 575 778 1,104 1,223 938 802 1,538 1,213 1,035 1,124 11,763
10,395ｋＷｈ 　　同　　　累計 813 1,433 2,008 778 1,882 3,105 938 1,740 3,278 1,213 2,248 3,372

評価 ×
電力使用量の削減 ・照明のこまめなONOFF 管理
（現場） 　　計画電力使用量 責任者 2,015 2,039 2,015 2,017 8,086
5％削減（'18～'20平均比） 　　実績電力使用量 870 696 852 1,187 1,650 1,576 1,100 878 621 137 0 0 9,567

8,086ｋＷｈ 　　同　　　累計 870 1,566 2,418 1,187 2,837 4,413 1,100 1,978 2,599 137 137 137
評価 ×

電力使用量の削減 　　計画電力使用量 管理 4,563 5,239 4,315 4,364 18,481
（合計） 　　実績電力使用量 責任者 1,683 1,316 1,427 1,965 2,754 2,799 2,038 1,680 2,159 1,350 1,035 1,124 21,330
5％削減（'18～'20平均比） 　　同　　　累計 1,683 2,999 4,426 1,965 4,719 7,518 2,038 3,718 5,877 1,350 2,385 3,509

18,481kWh 評価 ×
1.2 自動車燃料使用量 ・アイドリングストップの実行 管理

　の削減（ガソリン） ・車輌別タイヤ空気圧管理 責任者
・電気自動車の導入
　　計画燃料使用量 2,249 2,249 2,249 1,915 8,662

5％削減（'18～'20平均比） 　　実績燃料使用量 648 740 613 807 766 776 731 513 416 361 333 302 7,006
8,662L 　　同　　　累計 648 1388 2,001 807 1573 2,349 731 1244 1660 361 694 996

評価 ○
重機燃料使用量 ・アイドリングストップの実行 管理
　の削減（軽油） ・低燃費重機の採用 責任者

　　計画燃料使用量 5,648 5,649 5,648 5,649 22,594
5％削減（'18～'20平均比） 　　実績燃料使用量 5,610 3,845 5,484 4,337 3,388 2,807 2,714 3,003 2,511 3,396 2,750 2,417 42,262

22,594L 　　同　　　累計 5,610 9,455 14,939 4,337 7,725 10,532 2,714 5,717 8,228 3,396 6,146 8,563
評価 ×

車両燃料使用量 　　計画燃料使用量 管理 7,897 7,898 7,897 7,564 31,256
　の削減（合計） 　　実績燃料使用量 責任者 6,258 4,585 6,097 5,144 4,154 3,583 3,445 3,516 2,927 3,757 3,083 2,719 49,268
5％削減（'18～'20平均比） 　　同　　　累計 6,258 10,843 16,940 5,144 9,298 12,881 3,445 6,961 9,888 3,757 6,840 9,559

31,256L 評価 ×
1.3 LPG使用量の削減 　こまめに点火消火を行う 管理

      計画LPG使用量 責任者 6.0 7.5 7.0 3.3 23.8
5％削減（'18～'20平均比）       実績LPG使用量 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 2.9 1.9 2.07 0.41 0.0 0.0 0.0 9.3

23.8kg 　　 同　　　累計 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 5.0 1.9 3.9 4.3 0.0 0.0 0.0
評価 ○

2 廃棄物排出量の削減 ・一般廃棄物の分別 管理
（事務所） ・紙類のリサイクル先探す 責任者

　　計画排出量 62.5 62.5 62.5 62.5 250
5％削減（'18～'20平均比） 　　実績排出量 6.4 9.4 94.4 8.2 5.4 7.4 8.2 303.4 172.9 40.7 7.4 25.2 689

250kg 　　同　　　累計 6.4 15.8 110.2 8.2 13.6 21 8.2 311.6 484.5 40.7 48.1 73.3
評価 ×

3 再資源化率の向上 ・分別の細分化 管理
（現場） ・分別の徹底 責任者

　　計画再資源化率（％） 90% 90% 90% 90% 90%
対全建設廃棄物排出量 　　実績再資源化率（％） 96% 99% 90% 90% 94%

90%
評価 ○

4 水資源投入量の削減 ・節水コマの取り付け 管理
（事務所） ・元栓絞込み 責任者

・配管水漏れチェック
　　計画使用量 10 8 10 12.3 40.3

40.3m3 　　実績水使用量 3 3.5 3.5 3.0 3.0 3.5 3.5 4.0 4.0 2.0 4.5 4.5 42.0
　　同　　　累計 3 6.5 10.0 3.0 6.0 9.5 3.5 7.5 11.5 2.0 6.5 11.0

評価 ×
5 グリーン購入の拡大 ・前年度用品類購入リスト作成 管理

（事務所） ・エコマーク品購入候補選定 責任者
・予算化案提案

購入率2％増 　　計画購入率 54% 54% 54% 54% 54%
54% 　　実績購入率 41% 45% 88% 62% 59%

評価 ○
6 環境配慮施工の売上増 ・対象環境配慮施工の特定 管理

（現場） ・環境配慮型機械の選定 責任者
85%

売上高構成比78％ 　　総売上高（万円） 47,470
　　実績売上高（万円） 100% 100% 100% 5,949 100% 100%

評価 〇
ＮＯ． 評価・確認　月日 評価・確認事項（定期、臨時） 評　価　・　確　認　結　果　、コ　メ　ン　ト　、　是　正　処　置　等

1 2020年12月1日 定期 人員の増加により使用車両が増え、現場の燃料（ガソリン）の使用量が増加し評価を下げている。
　エコドライブ意識の徹底をはかりたい。

2 2021年4月1日 定期　 河川改修工事(11月～3月）は重機を使用した掘削土工が多いため、重機の稼働時間が大幅に増加している。

3 2021年9月1日 定期 コロナ対策で現場への通勤車両の乗車人数を減らしたため、ダンプカーを通勤用に使っている。

○ ○ ○ ○

11,359 24,032 6,130 5,949
11,359 24,032 6,130

○  ×  × ○

 ×  × ○ ○

 × ○  ×  ×

○ ○ ○ ○

 ×  ×  ×  ×

○ ○ ○ ○

○  × ○ ○

 ×  ×  ×  ×

 ×  ×  × ○

○  ×  × ○

 ×  ×  ×  ×

○ ○  ×  ×

22,331 22,831 24,316 21,950
46,016 37,468 28,633 26,175

41,415 33,722 25,770 23,558
 ×  ×  ×  ×

 ×  × ○  ×

20,831 20,831 20,831 20,831

合計

1,500 2,000 3,485 1,119
4,601 3,746 2,863 2,617

ＮＯ．
年度目標

（２０21年度）
施　　　　策 責任者

2021年 2022年

環境経営活動計画・実施状況評価 承　　認 作　　成

武川 染谷



承　　認 作　　　成

2022年9月30日 2022年9月30日

武川 染谷

担当者記入
環境管理責
任者記入

環境管理責任者記入

ＮＯ．推 進 項 目 サ イ ト 活動期間目標 結果確認 評価
達成の要因/未達成の
原因

1 二 酸 化 炭 素 事務所 8,104kg-CO2 13,827kg-CO2 ×

排出量の削減

現場 83,324kg-CO2 124,465kg-CO2 ×

合計 91,428kg-CO2 138,292kg-CO2 ×

1.1 電気使用量の 事務所 10,395kWh 11,763kWh ×

削減

（二酸化炭素 現場 8,086kWh 9,567kWh ×

排出量削減）

合計 18,481kWh 21,330kWh ×

1.2 ガソリン 8,662 L 7,006L ○

（二酸化炭素 軽油 22,594 L 42,262L ×

排出量削減）

合計 31,256 L 49,268L ×

1.3 LPG使用量削減 事務所 23.8 ｋｇ 9.3ｋｇ ○

2 廃棄物排出量 事務所

の削減

3 再資源化率 現場 対全建設廃棄物

向上 排出量

90%

4 水資源投入量 事務所

の削減に関わ 40.3m3 42m3 ×

る取組整備

5 グリーン購入 事務所

の拡大

6 事務所 環境配慮施工

総売上高構成比 100% 〇

78%

報告手順：

担当者が結果確認記入→責任者（環境管理責任者）が評価・原因究明・是正・対応策記入→代表者

車両燃料の
削減

引き続き排出ガス対策対応型の
建設機械を使用していく。環境配慮施工

売上増

重機関係はほぼリースに
なっているため、排出ガ
ス対策対応型を導入して
いた。

94.0% ○

アスファルト殻やコンク
リート殻の構成比率が高
く、再資源化率が向上し
た。

54%

節水の徹底を周知させ、節水アイ
テムを検討する

○
グリーン商品を購入する
ように気を付けていた。

水使用時の出しっぱなし
が散見された。

59%
引き続きグリーン商品購入を購入
していきたい。

250　ｋｇ 689ｋｇ ×

事務所移転の際に廃棄
物が多く出てしまった。

アスファルトやコンクリート以外の
廃材に関しても分別を徹底し、
再資源化率の維持に努める。

印刷時に支障の無い限り裏紙印
刷は今後も継続していく。

６．環境経営活動評価書

環境管理責任者記入

未達成の場合の是正措置・予防処置

電気自動車及びハイブ
リッド車導入により目標を
達成することができた。

重機土工主体の工事が
有り重機燃料の消費が
大きかった。また、感染
症対策として通勤車両に
ダンプを使用したことも
影響した。

換気と空調の平行により
電力の使用量が増加し
た。

現場監督の人員増加に
より、機械も増え使用料
が増加した。

使用重機には低公害・低燃費車
両を導入する。

土木・舗装工事が多く、
ダンプ・重機の燃料であ
る軽油の使用量が大幅
に増加したため未達成。

引き続きエコドライブの徹底を図
る。

感染症対策として換気は続行し、
使っていない間PCをシャットダウ
ンするなど、節電を徹底。
現場での熱中症予防の観点か
ら、
節電を求めることが難しい中でも、
無駄を省いていく。

ガスの使用頻度を少なく
するよう努めた。

事務所移転に伴い、ソーラーパネ
ルを導入したため、今後は電気使
用量を抑制することができる。



  全体の取り組み

  電力使用量について

  燃料使用量について

  ＬＰＧ使用量について

  廃棄物の削減について

  再資源化率の向上について

  水資源投入量の削減

  グリーン購入の拡大について

  環境配慮施工の増加について

新型コロナウイルスの影響から、換気と空調の並行利用や、現場監督の人員増加から電子機械やその

他機器が増加したこともあり、電気使用量の目標達成には至りませんでした。

しかし、事務所移転に伴いソーラーパネルの設置や全照明をLEDにしたことにより、

今後の電気使用量はこれまでより削減できることが予想されます。

引き続き、電力使用量の削減に努めていきます。

給湯器の使用頻度を少なくしたことで目標を達成することができました。

今後も継続していきます。

引き続き分別回収を徹底し焼却ゴミの減量に努めます。

再生資源であるアスファルト殻やコンクリート殻が、発生した産業廃棄物に占める割合の高い工事が

多かったため全体の実績に反映されました。

工事の特性によって再資源化率が変動しますが、出来ることはすべてやる姿勢で活動を続けます。

目標には届きませんでしたが、事務所移転に伴い自動水栓を導入したので今後の水使用量の減少が

見込まれます。

事務所における購入物品をグリーン対象のものに変更しました。今後も同様の施策で対応していきます。

民間工事に於いて環境配慮施工の明記がされていないものがあったが、優先的に環境配慮型建設機

械を

使用していくことで目標達成に繋げていきます。

次年度以降の取り組みについて

重機を使用する工事の受注増加により、稼働時間が格段に増加して軽油の使用量が大幅に増加しま

した。

また、新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴い、密にならないよう通勤車両の乗車人員を通常の半

分に設定しました。これにより通勤車両の不足が生じて、現場作業で使用していたダンプカーを通勤用

に使い軽油の使用量が増えました。

人員の増加や完成工事高(売上げ)とCO2の発生量の比例で、昨年達成できていた項目が達成できて

いない結果になってしまいました。化石燃料が発生するCO2は多く、重機土工の工事においては道路

改良工事などの数倍の量を消費します。これをどのように査定するかが難しく課題となっています。ま

た、新型コロナウイルスの発生が企業活動や日常生活を大きく変化させています。土木工事業につい

ては比較的その影響は小さいものの環境活動にも影響は見られます。この状態がいつまで続くのか先

が見えないので、環境経営目標への影響も懸念されるところです。



許
可

届
出

報
告

資
格

届出先 確認 評価

環境基本法 ・事業者の責務（法：第八条一）
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、こ
れに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止
し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を
有する。

非該当

資源の有効な利用の
促進に関する法律（リ
サイクル法）

・事業者の責務（法：第四条）
工場若しくは事業場（建設工事に係るものを含む。以下同じ。）におい
て事業を行う者及び物品の販売の事業を行う者（以下「事業者」とい
う。）又は建設工事の発注者は、その事業又はその建設工事の発注を
行うに際して原材料等の使用の合理化を行うとともに、再生資源及び再
生部品を利用するよう努めなければならない。

コンクリート構造物、アスファルト舗装の取り
壊し発生するがれき類

廃棄時の
適切な処理

○ 発注者 工事部
工事請
負契約

書
○

・事業者及び消費者の責務（法第６条）
事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべく長期間使用すること
により、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、
特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあっては、当該特定家庭用
機器廃棄物の再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃
棄物の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をする者に適切に引
き渡し、その求めに応じ料金の支払に応じることにより、これらの者がこ
の法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。

総務部 管理表 ○

・（定義）再商品化等とは、再商品化及び熱回収をいう（法二条　３）

　特定家庭用機器（令一条）

　

・小売業者による料金の請求（法十一条）
　収集及び運搬に関するもの
　料金は小売業者が、あらかじめ公表（法十三条）

非該当

・分別解体等実施義務　特定建設資材を用いた解体工事又は新築
　工事等　　工事規模の基準　解体：８０平方ﾒｰﾄﾙ　新築・
　増築：５００平方ﾒｰﾄﾙ（令二条一、二） コンクリート、木材等（法2条の５）

廃棄時の
適切な処理

○ 発注者 工事部 説明書 ○

・分別解体等実施義務　対象建設工事の届出等　使用する特定資
　材の種類その他　工事着手7日前までに(法十条二） コンクリート、木材等（法2条の６）

廃棄時の
適切な処理

○ 発注者 工事部 説明書 ○

・再資源化等実施義務　特定資材廃棄物　再資源化又は縮減
　（法十六条） コンクリート、木材等（法2条の７）

廃棄時の
適切な処理

○ 発注者 工事部 説明書 ○

・解体工事業者の登録
　（建設業法による業の許可を受けた者を除く）（法二十一条） 非該当

・技術管理者の設置　工事現場の技術上の管理(法三十一条） ○ 発注者 工事部 届出書 ○

国等による環境物品
等の調達の推進等に
関する法律（グリーン
購入法）

・事業者及び国民の責務（法第五条）

　できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。
・環境物品等に関する情報の提供
　物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供を行う者　環境への
　負荷の把握のために必要な情報の提供に努める　（法第十二条）

グリーン化資材・事務所用品
施工計画時
物品購入時

工事部
総務部

購入伝
票

○

国民の責務(第二条の三)
・国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再
生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく
自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し
国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

事業系ごみ・産業廃棄物
工事部
総務部

○

事業者の責務（第三条）
・事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任におい
て適正に処理しなければならない。

事業系ごみ・産業廃棄物
工事部
総務部

○

事業者の責務（第三条の３）
・事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適
正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなけれ
ばならない。

事業系ごみ・産業廃棄物
工事部
総務部

○

・事業者の産業廃棄物に係る処理（法十二条　２）

　事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定
　める技術上の基準（以下「産業廃棄物保管基準」という。）に従い、
　生活環境の保全上支障のないように保管しなければならない。

産業廃棄物 工事部 ○

・雑則　投棄禁止
　（法十六条）

　何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
事業系ごみ・産業廃棄物

工事部
総務部

○

・産業廃棄物処理責任者、特別管理産業廃棄物処理責任者の選任
　（法十二条、６　法十二条の二　６）

　当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物、特別管理産業
　廃棄物の処理を適切に行わせるため、責任者を置かなければなら
　ない

非該当

・産業廃棄物、特別管理産業廃棄物に係る処理の委託
　（法十二条　３、法十二条の二　３）

　事業者は、その産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の運搬
　又は処分を他人に委託する場合は、環境省令で定めるもの
　に委託しなければならない

産業廃棄物
施工計画時
工事施工中

○ 知事 工事部
収集運
搬業許
可証

○

作 成 承 認 行 徳 達 也

環境関連法規等の遵守状況の確認
作 成 月 日 H30.9.26

作 成 者 久 我 一 臣

＜直罰、両罰に該当する条項、協定をリストアップ；責務は省略可＞ 確 認 評 価 日 R4.9.30
法務省　法令提供システム　http://law.e-gov.go.jp 確 認 評 価 者 染 谷 容 子

神奈川県　県例規集　http//k-base0.3pref.kanagawa.jp/reiki.html 承 認 者 武 川 康 晃

関係法規等 規　　制　　内　　容 適用される設備・項目
点検・測定頻
度・実施時期

など

届出・報告等

関連部門

遵守状況

特定家庭用機器再商
品化法（家電リサイク
ル法）

パソコン,ユニット形エアコンディショナー
テレビジョン受信機（ブラウン管式のものに限

る。）電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
電気洗濯機

廃棄時の
適切な処理

建設工事に係る資材
の再資源化等に関す
る法律

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律
（又は廃棄物処理法）



許
可

届
出

報
告

資
格

届出先 確認 評価
関係法規等 規　　制　　内　　容 適用される設備・項目

点検・測定頻
度・実施時期

など

届出・報告等

関連部門

遵守状況

・委託（法：十二条　４　令：六条　規：八条）

　事業者は運搬業者と書面による委託契約をする
　委託契約書の保存期間は５年

産業廃棄物
契約書1回／

年
工事部

委託契
約書

○

・収集運搬・中間処理業者の許可証確認（写し保管）
　（法七条１、６項　法十四条１，２、６項） 産業廃棄物

許可証1回／
年

許可証 ○

・産業廃棄物保管基準（法十二条２　環境省令　則八条　一　ロ）

　（１）60cmx60cm 以上表示
　（２）表示事項
　　　（イ）産業廃棄物の保管場所である旨
　　　（ロ）保管するする産業廃棄物の種類
　　　（ハ）管理者の氏名又は名称及び連絡先

非該当

・飛散・浸透防止、衛生管理（法十二条４項　令六条一　ホ）
非該当

・管理票交付(法十二条の三第1項、則八条の20～21）

　B2,D,E票の保管（５年間）
 
・交付した管理票の控えを、運搬受託者から管理票の写しの送付が
　あるまでの間保管すること（則第八条の二十　六）
　
　B2,D票90日、E票180日以内に返送されない場合
　は30日以内に知事に報告

産業廃棄物

管理票の
B2,D,E票が
期日を過ぎ

た場合

○ 知事 工事部
マニ

フェスト
伝票

○

・産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出
　（法十二条の３　6項　環境省令による） 産業廃棄物 6月末まで ○ 知事 工事部 報告書 ○

注：【一般廃棄物】
・定義（法：二条２）
　　　　一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物をいう

注：【産業廃棄物】
・定義（法：二条４　令：二条一）
　　　　産業廃棄物とは次の廃棄物をいう①燃え殻②汚泥③廃油
　　　　④廃酸⑤廃アルカリ⑥廃プラスチック類⑦紙くず（建設業等に
　　　　係わるもの）⑧木くず（建設業等に係わるもの）⑨繊維くず（建
　　　　設業等に係わるもの）⑩動植物性残さ⑪ゴムくず⑫金属くず
　　　　⑬ガラス、コンクリート、陶磁器くず⑭鉱さい⑮コンクリート破
　　　　片等⑯動物のふん尿⑰動物の死体⑱ばいじん　⑲中間処
　　　　理物（①～⑱までのものを処分するために処理したもの）

注：【特別管理産業廃棄物】
・定義（法：二条５　令：二条四　規：一条二）
　　　　特別管理産業廃棄物とは産業廃棄物のうち爆発性、毒性、
　　　　感染性その他の人の健康または生活環境に係わる被害を生
　　　　ずるおそれがある性状を有するもの
　　　　　①廃油②廃酸③廃アルカリ④感染性産業廃棄物
　　　　　⑤特定有害産業廃棄物

厚木市廃棄物の減量
及び適正処理等に関
する条例

(事業者の責務)
第4条　事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等
を行うことによりその減量に努めるとともに、当該廃棄物を自らの責任に
おいて適正に処理しなければならない。
2　事業者は、廃棄物の減量及び適正処理並びに地域の清潔の保持に
関する市の施策に協力しなければならない。

事業系ごみ 総務部 伝票 ○

・浄化槽によるし尿処理等(第三条、2、3)
何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
八条 に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した
後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。
２ 　何人も、浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のた
めに使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならな
い。　３ 　浄化槽を使用する者は、浄化槽の機能を正常に維持するた
めの浄化槽の使用に関する環境省令で定められた条項を遵守しなけ
ればならない。

点検時

厚木市
環境
みどり
公社

○

・設置等の届出、勧告及び変更命令（第五条）
浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更（国土交通省令・環
境省令で定める軽微な変更を除く。第七条第一項において同じ。）をし
ようとする者は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、その旨
を都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又
は区長とする。第五項、第七条第一項、第五章、第四十八条第四項及
び第五十七条を除き、以下同じ。）及び当該都道府県知事を経由して
特定行政庁に届け出なければならない。ただし、当該浄化槽に・・

設置時 ○ 市長 届出書 ○

・保守点検（第八条）
浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従つて行
わなければならない。

・清掃（第九条）
浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて行わなけれ
ばならない。

○

・浄化槽管理者
　毎年１回浄化槽の保守点検及び清掃（法十条）

・ 501人槽以上の浄化槽　技術管理者設置（法十条2項)

・定期検査（第十一条）
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回（環境省令
で定める浄化槽については、環境省令で定める回数）、指定検査機関
の行う水質に関する検査を受けなければならない。

定期検査時

・2000年6月改正　生活雑排水の処理を行わない単独処理浄化槽の新
設禁止 （法三条２項）

点検表

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律
（又は廃棄物処理法）

○

浄化槽法

下水道への排水 総務部

定期検査時 点検表
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可
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格

届出先 確認 評価
関係法規等 規　　制　　内　　容 適用される設備・項目

点検・測定頻
度・実施時期

など

届出・報告等

関連部門

遵守状況

・規制基準の設定　都道府県知事（法第四条） 市長

・特定建設作業の実施の届出（第十四条）
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする
者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定
めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。た
だし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う
必要がある場合は、この限りでない。
一 　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏
名二 　建設工事の目的に係る施設

ブレーカー・さく岩機・低騒音型を除く重機 施工計画時 ○ 市長 工事部 届出書 ○

・騒音の測定　指定地域について　市町村長（法第二十一条の二） 市長 ○

注：感覚公害と言われ未然予防が重要。測定は事業者の義務ではない
が、遵守状況確認のため事業者による確認が必要 市長 ○

・特定建設作業（施工令第二条）
法第二条第三項 の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とす
る。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

○ 市長 工事部 届出書 ○

・特定建設作業の実施の届出（施工規則第十条）
法第十四条第一項 及び第二項 の規定による届出は、様式第九による
届出書によつてしなければならない。
２ 　法第十四条第一項第五号 に規定する環境省令で定める事項は、
次の各号に掲げるものとする。
一 　建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに
法人にあつてはその代表者の氏名

ブレーカー・さく岩機・低騒音型を除く重機 施工計画時 ○ 市長 工事部 届出書 ○

・事業者の責務（第四条）
事業者は、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑
制のために必要な措置を講ずるように努めるとともに、国又は地方公共
団体が実施する自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に
関する施策に協力しなければならない。

乗用車・ダンプトラック等 購入時 総務部 車検証 ○

・窒素酸化物排出基準等（第十二条）
環境大臣は、自動車の種類、排出状況（窒素酸化物対策地域及び粒
子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をい
う。第十七条において同じ。）等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排
出自動車（その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒
素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして
政令で定める自動車であって、窒素酸化物対策地域内に使用の本拠
の位置を有するものをいう。次項及び同条において同じ。）にあっては
窒素酸化物の・・・

乗用車・ダンプトラック等 猶予期間有 総務部 車検証 ○

地球温暖化対策の推
進に関する法律

・事業者の責務（法第五条）
事業者は、その事業活動に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のため
の措置（他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置
を含む。）を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施す
る温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならな
い。

運行車両の燃費管理 随時 総務部 Ｒｅｃｏｏ ○

環境の保全のための
意欲の増進及び環境
教育の推進に関する
法律

・国民、民間団体等の責務（法第四条）
国民、民間団体等は、前条の基本理念（以下単に「基本理念」という。）
にのっとり、環境保全活動及び環境教育を自ら進んで行うよう努めるとと
もに、環境保全の意欲の増進その他の環境の保全に関する取組を行う
ことにより、他の者の行う環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び
環境教育に協力するよう努めるものとする。

加入団体による環境保全活動への参加等 随時

建設業法
[1949/5・2008/5]

・建設業の許可　5年毎に更新（法三条）

　除外：建築一式工事　１５００万円未満、１５０平方メートル未満、
　建築一式工事以外　５００万円未満（令1条の２）

更新時 ○ 知事 許可証 ○

・標識の掲示　店舗及び建設現場ごと
　許可を受けた区分による建設業の名称　他　(法四十条） 許可票 ○

特定特殊自動車排出
ガスの規制等に関す
る法律（オフロード
法）[2005.5.25；２００
６年４月１日施行]

・産業用フォークリフト、建設用ブルドーザ・トラックショベル、農耕用
　トラクタ等の特定特殊自動車の使用者は、原則として「基準適合
　表示」又は「少数特例表示」の付いたものでなければ使用するこ
　とができません。
　目的：公道を走行しない特定特殊自動車に対する排出ガス規制
　規制：２００６．１０．１から順次開始、規制が開始された後に製作
　される新車対する規制であり、現在使われている特定特殊自動
　車は引き続き使用することができます。
・事業者及び使用者の責務　法四条
　　特定特殊自動車からの排出ガスによる

建設用重機械 施工計画時 ○ 発注者 工事部
適合通
知書

○

消防法 火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災
から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、も
つて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」（1条）を
目的とする

火災警報機・消火器・避難訓練 定期検査時 総務部 手順書 ○

神奈川県生活環境の
保全等に関する条例
[1997/10・2008/7]

　アイドリングストップ

・自動車の駐車時における原動機の停止
　（条９４条～第９６条）

乗用車・ダンプトラック・重機等 使用時
工事部
総務部

○

使用時・整備発注時
１．管理者の判断基準の遵守（管理者）
使用している機器の基準により、簡易点検・定期点検を行いその記録を
作成し保存する。また漏洩を発見したときには、可能な限り速やかに漏
洩防止措置（修理）を行う

簡易点
検表

○

２．フロン類算定漏洩量の報告（管理者）
３．整備時におけるフロン類の重点及び回収の委託

確認評価日時点に於いて法令違反は無く、関係機関等からも特に指摘はなく、訴訟も同様にありませんでした。

騒音規制法

自動車から排出され
る窒素酸化物及び粒
子状物質の特定地域
における総量の削減
等に関する特別措置
法（自動車Noｘ・PM
法）

建設業許可 総務部

フロン排出抑制法
（2015/4/1）
管理者（所有者）に関
するもの

第一種特定製品の管理者、整備者、廃棄等実施者は、以下の措置に
取り組む必要があります。

業務用エアコン（定格出力２．０３ｋｗ）
簡易点検（四
半期ごとに1

回以上）
総務部



代表者による全体の評価と見直しの 承認
結果報告書 代表者

取締役社長

2021年9月1日～2022年8月31日

2022年9月30日 （定期・臨時）

環境管理責任者、事務局

　①環境経営目標の達成状況
　②環境経営活動計画の実施及び運用結果
　③環境関連法規等の遵守状況
　④外部からの環境に関する苦情や要望
　（地域住民・顧客・自治体・消費者や社会の要請等も含む）
　⑤その他 （法規制の動向の情報など）

①環境経営方針の変更の必要性
　（　有り　・無し　）　改善担当者：　　　　　　　期限：

②環境経営目標及び環境経営計画の変更の必要性
　（　有り　・無し　）　改善担当者：              　期限：

③実施体制の変更の必要性
　（　有り　・無し　）　改善担当者：　　　　　　　期限：

①前回の指示への取組結果

総　括 ②今回の評価結果及び指示内容等

改訂履歴
版数 　　　　改　訂　理　由 改訂月日 承認 作成者

1 中間審査 R2.11.5
2 更新審査 R3.9.28
3 中間審査 R4.9.30
4
5
6
7
8
9

10
（回覧ルート）
社長→環境管理責任者→関係者招集（改善担当者及び期限記入原紙保管、

コピー作成→社長及び関係部門へ配布）

　年度により受注工事件数や規模が違い、地球温暖化による気候変動の
　で、定常的に目標を達成することが難しいと思う。しかし、各々が環境に
　対する意識を持ち生活を送ることで、自ずと目標に近づいていくと思わ
　社員が無理することなく、自然に目標が達成できるような体制を構築す
　取り組んでいきたい。

　出　席　者

提出資料名

見直し結果

　組織的な取り組みが継続されており、問題ない。

見直し実施月日

配布先

文書番号
－

天倉剛一

見直し対象期間

代表者による全体の評価と見直しの結果


