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1．事業所名及び代表者名

　　　 株式会社荒木組

代表取締役　荒木　シゲ子

2．所在地

本社：　香川県高松市瀬戸内町19番25号

TEL ：　087-862-2653      FAX：　087-861-6980

資材置場：香川県高松市香南町西庄760-1

3．環境管理責任者及び担当者連絡先

環境管理責任者：　谷本　利恵

担当者：　谷本　利恵

TEL ：　087-862-2653      FAX：　087-861-6980

Ｅ-ｍａｉｌ：　arakigumi-t516@axel.ocn.ne.jp

4．事業の内容

建築工事業、土木工事業、不動産取引業

5．事業の規模

活動規模 単位 2019年度 2020年度 2021年度

完成工事高 百万円 202 76 196

従業員 人 4 4 5

床面積 ㎡ 376.72 376.72 376.72

6．建設業許可の内容

・香川県知事　許可（特-2）第9095号

建築工事業　大工工事業　左官工事業　とび・土工工事業　石工事業　屋根工事業

タイル・れんが・ブロック工事業　鋼構造物工事業　鉄筋工事業　板金工事業　鉄筋工事業

塗装工事業　ガラス工事業　内装仕上工事業　熱絶縁工事業　建具工事業　解体工事業

・香川県知事　許可（般-2）第9095号

土木工事業　舗装工事業　しゅんせつ工事業　水道施設工事業

7．登録範囲

　　 株式会社荒木組　本社、資材置場

事業活動　　建築工事業、土木工事業、不動産取引業

【　１．組織の概要　】
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〈 基本理念 〉
　株式会社荒木組は、お客様の満足度の向上を図り、常に地域に対する社会的責任を考え、

積極的に環境活動に取り組むことにより、社会の継続的発展に貢献します。

〈 基本方針 〉
　当社は省エネルギー推進の為、次の方針に基づき、環境保全に貢献します。

１.　当社の事務所及び作業現場での製品に関わる影響のうち以下の項目をテーマとして

　　 取り組みます。

　 ①廃棄物の削減及びリサイクルの推進

②	省エネルギー活動の推進

③	水資源使用量の削減

④	現場の環境に配慮した施工を推進します

２.　環境に関する法規制及びその他の要求事項を遵守し、地域社会との調和に努めます。

３． 	当社の従業員一人ひとりが、環境負荷の低減に取組むよう環境経営方針の周知を徹底し

　 　継続的改善に取り組みます。

制定日：2010年11月10日

改訂日：2020年 1月 1日

株式会社荒木組

代表取締役　荒木 シゲ子

【　２．環境経営方針　】
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○中長期環境経営目標

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
（2019年1月～12月） （2020年1月～12月） （2021年1月～12月） （2022年1月～12月）

実績（基準値） 目標（前年度の1％削減） 目標（前年度の1％削減） 目標（前年度の1％削減）

9,332 9,238 9,145 9,053

7,362 7,288 7,215 7,142

2,162 2,140 2,118 2,096

142 140 138 136

173 171 169 167

95 95％以上 95％以上 95％以上

246 243 240 237

‐ 100 100 100

※目標は2019年度（2019年1月～12月）実績（基準値）に対して1％の削減

※1.電力の調節後排出係数は0.535（㎏-CO2/kWh）を使用（四国電力公表2018年度実績に基づく）

※2.過去3年間の産業廃棄物リサイクル率は94％であったので95％以上を目標とする

※3.環境に配慮した施工として手戻り工事を無くする為に次の2項目に取り組む

　　①工程管理を徹底する　　

　　②手戻り工事を無くすため、新規入場者教育時に協力業者へ指導する

※今年度は2021年度目標に取り組む

※化学物質の使用はありません

環境に配慮した施工（％）※3

項　　　　目

二酸化炭素排出量の削減（㎏-CO2）※1

電力使用量の削減（kWh)

【 ３．中・長期環境経営目標 】

車両ガソリン使用量の削減（L）

軽油使用量の削減（L）

一般廃棄物排出量の削減（㎏）

産業廃棄物リサイクル率（％）※2

水使用量の削減（㎥）
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① ガソリン、軽油使用量の削減 アイドリングストップの徹底

ガソリン：2,118L タイヤ空気圧の確認

軽油：138L 計画的な運行ルートで行動する

急発進、急停車の禁止

② 電力使用量の削減 エアコンの適正温度を保つ

7,215kWh 事務所不在時の消灯

使用していないOA機器の電源OFＦ

③ 廃棄物排出量の削減 コピー用紙の裏紙再利用

一般廃棄物：169㎏ 分別の徹底によるリサイクル化

産業廃棄リサイクル率：95％以上 資材の適正適量発注に努める

工事用看板の再利用

④ 水使用量の削減 節水に努め、無駄水を排除

240㎥

⑤ 環境に配慮した施工 手戻り工事を無くすため、工程管理を徹底する

手戻り工事を無くすため、新規入場者教育時に

協力業者へ指導する

【４．環境経営計画】

取組項目
活動内容

（目標：2020年度目標の1％削減）
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・環境経営目標・環境経営計画の取組結果を代表者へ報告

・火災発生対応手順書の作成

・環境への負荷に自己チェック及び環境への取組の自己チェック

　の実施

・「環境関連法規等チェックリスト」の作成

・環境経営目標・環境経営計画書の作成

・環境経営実施計画の実績集計

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

【 ５．活動実施体制 】

代表取締役　荒木 シゲ子

〈統括責任者〉

〈環境管理責任者〉

谷本 利恵

事務所責任者 工事部責任者

役割・責任・権限

社長 ・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施及び管理に必要な人、設備、費用

　時間を用意

・環境管理責任者を任命

・環境経営方針の策定・見直し

・環境経営目標・環境経営計画の設定を承認

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・火災発生対応手順書の承認

環境管理責任者 ・環境経営システムを構築し、実施し、管理

(環境事務局)

全従業員 ・環境経営方針を理解し環境への取組の重要性を自覚

・決められた事を守り、自主的・積極的に環境経営活動へ参加

・フロン排出抑制法簡易点検実施及び記録
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○今年度の目標と実績（2021年1月～12月）

2019年度実績（基準値） 2021年度目標 2021年度実績 達成率 評価

9,332 9,145 9,322 98.1% △

7,362 7,215 7,270 99.2% △

2,162 2,118 2,223 95.2% △

142 138 106 130.1% ◎

173 169 159 106.2% 〇

95 95％以上 69 72.6% ×

246.0 240 282.5 84.9% ×

‐ 100 100 100.0% 〇

※評価　◎良好（110％以上）　○目標達成（100～110％未満）

　　　　　 △やや未達成（90～100％未満）　×大幅に未達成（90％未満）

※1.電力の調整後排出係数は0.535（㎏-CO2/kWh）を使用（四国電力公表2018年度実績に基づく）

※2.過去3年間の産業廃棄物リサイクル率は94％であったので95％以上を目標とする

※3.環境に配慮した施工として手戻り工事を無くすること事に取り組む

〈評価〉

環境に配慮した施工

すると使用量は抑えられたと思います。
二酸化炭素排出量

れます。

計画通りにできていたので、今後も継続していきたいと思います。

一般廃棄物排出量

産業廃棄物リサイクル率

水使用量

車両ガソリン使用量が増えのは、従業員が一人増えたことによる為だと

考えられるので仕方ないことだと思います。

ことができました。今後、これ以上の削減は難しくなると思うので、現状

電気使用量は未達成となりましたが、新型コロナウイルスへの対応を考慮

維持をしていきたいと思います。

目標を大きく下回りましたが、中学校便所改修工事で再資源化が不可能

ながれき類等が多く排出された為であるので仕方のないことだと思います。

目標を下回った理由は、従業員が一人増えたことによる事と、新型コロナ

ウイルス感染症予防の為、帰社時の手洗いを徹底した為であると考えら

社員全員が廃棄物削減の為の取組みが日常化しており、目標達成する

一般廃棄物排出量（㎏）

産業廃棄物リサイクル率（％）※2

水使用量（㎥）

環境に配慮した施工（％）※3

【 6．環境経営目標・実績・評価 】

項　　　　目

二酸化炭素排出量（㎏-CO2）※1

電力使用量（kWh)

車両ガソリン使用量（L）

軽油使用量（L）
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活動内容 次年度取組内容

① ガソリン、軽油使用量の削減 アイドリングストップの徹底 〇

タイヤ空気圧の確認 〇

計画的な運行ルートで行動する 〇

急発進、急停車の禁止 〇

② 電力使用量の削減 エアコンの適正温度を保つ 〇

事務所不在時の消灯 〇

使用していないOA機器の電源OFＦ 〇

③ 廃棄物排出量の削減 コピー用紙の裏紙再利用 〇

分別の徹底によるリサイクル化 〇

資材の適正適量発注に努める 〇

工事用看板の再利用 〇

④ 水使用量の削減 節水に努め、無駄水を排除

⑤ 環境に配慮した施工 手戻り工事を無くすため、工程管理を徹底する 〇

手戻り工事を無くすため、新規入場者教育時に

協力業者へ指導する

　(　〇計画通りできた　　△一部できていない　　×できていなかった　）

〇

工程管理及び新規入場
者教育共に徹底できて
おり、手戻り工事がな
かった。

計画通りの活動ができ
ていた為、今後も継続し
て取組みを実施する。

【7．環境経営活動の取組結果の評価及び次年度の取組内容】

事務所不在時の消灯・
使用していない機器の
電源OFFは習慣化し、
エアコンも適正温度の
対応はできていた。

現在の活動は取り組め
ていいる為、今後も引き
続き取り組んでいく。定
時退社を心掛け、節電
に努める。

コピー用紙の裏紙使用・
工事看板の再利用は習
慣化しており、廃材の分
別は事務所及び現場共
実施できていた。資材
の適正適量発注もよくで
きていた。

取組みは継続して実施
する。印刷ミスによるコ
ピー用紙の廃棄に注意
をする。

節水に努め、無駄水を
排除もできていた。

全員が節水に対する意
識を更に高める。

取組項目

アイドリングストップ、急
発進及び急停車禁止、
計画的な運行ルートで
行動する等、徹底して
取り組めていた。

計画通りの活動ができ
ていた為、今後も継続し
て取組みを実施する。

〇

評　　価
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① ガソリン、軽油使用量の削減 現場でのアイドリングストップの徹底

ガソリン：2,096L タイヤ空気圧の確認

軽油：136L 計画的な運行ルートで行動する

急発進、急停車の禁止

② 電力使用量の削減 不在時の消灯（事務所及び現場事務所）

7,142kWh 使用していないOA機器の電源OFＦ

定時退社を心掛ける

定時退社を心掛ける

③ 廃棄物排出量の削減 IT化によるコピー用紙の削減

一般廃棄物：167㎏ 分別の徹底によるリサイクル化

産業廃棄リサイクル率：95％以上 印刷ミスに注意する

資材の適正適量発注に努める

工事用看板の再利用

④ 水使用量の削減 節水に努め、無駄水を排除

237㎥

⑤ 環境に配慮した施工 手戻り工事を無くすため、工程管理を徹底する

手戻り工事を無くすため、新規入場者教育時に

協力業者へ指導する

【8．次年度環境経営目標及び環境経営計画】

取組項目
活動内容

（目標：2021年度目標の1％削減）
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法的義務をうける主な環境関連法規は次の通りである。

法令名称 該当する項目

環境配慮事業促進法 ・事業活動に係る環境情報の提供に努める

・委託契約の締結

・産業廃棄物運搬車両表示

・マニフェストの証明と契約書の5年間の保存

・マニフェスト交付と返送マニフェストの確認　

　Ｂ2、Ｄ、Ｅ票保管（5年）

　Ｂ2、Ｄ票は90日、Ｅ票は180日以内に送付されない

　場合は30日以内に知事に報告

・管理票交付状況の定期報告

・事業所ごと前年度の交付状況を知事へ報告

・対象建設工事の届出

　（解体工事80㎡以上、建築物の新築・増築500㎡以上）

・特定の建設資材について、その分別・解体再資源化等の促進

・対象特定建設作業の届出

・規制値の遵守

・対象特定建設作業の届出

・規制値の遵守

・「第一種フロン引渡受託者」となり、発注者から「委託確認書」の交付を受ける

・交付をうけた委託確認書は、回収業者に回付し写しを3年間保存する

・業務用エアコンの簡易点検と記録

香川県環境基本条例 ・事業活動に伴う公害防止と環境の保全措置（第5条）

香川県生活環境の保全に関する条例 ・事業活動に伴う公害防止と環境の保全措置（第90条、第92条、第93条、第96条、第99条）

高松市環境基本条例 ・事業活動に伴う公害防止と環境の保全措置（第5条）

・環境関連法規制等の遵守状況を定期評価した結果、環境法規制等の逸脱はありません。

・過去3年間にわたって法的違反や訴訟、苦情もありません。（2022年1月末現在）

【９．環境関連法規制等の遵守状況、法律違反、訴訟等の有無】

廃棄物処理法

騒音規制法

フロン排出抑制法

振動規制法

建設リサイクル法
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体制共に見直す必要はありませんが、電気使用量、水使用量等の削減にも限界が近づいているように思

いますので、今後は現状維持できるよう全員で環境経営活動に取り組み、より良い社会を目指して頑張り

たいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年 3月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社荒木組

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　荒木 シゲ子

取り組む事が日常化し、当たり前となっています。環境経営方針・環境経営目標及び環境経営計画・実施

【１０．代表者による全体の評価と見直し・指示】

　今年度は、大幅に未達成が2項目ありました。1項目、産業廃棄物リサイクル率ですが、再資源化が不可

能な現場であった為、仕方のない事だと思います。2項目は水使用量が増えた事ですが、コロナウイルス

感染症の影響で、社員一人一人が手洗いに十分気を付けた事による為です。お陰で全員がコロナウイル

スに感染することなく、現場がスムーズに進行し喜んでおります。

　又、今年度でエコアクションの活動を始めて10年が経過しました。現在では社員全員が環境経営活動に
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