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　　基本理念

株式会社　松本組は、「環境ﾊｰﾓﾆｰ・人と大地の調和を育む」を

コーポレートスローガンに、省資源・省ｴﾈﾙｷﾞｰ化に努め、地球に優しい企業活動

に努めます。

　　行動指針

１． 建設事業に伴う環境負荷の低減に努めます。

※ （１） 電力及び燃料の使用による二酸化炭素排出量の削減

※ （２） 廃棄物排出量の削減

（３） 排水量の削減

※重点取組項目

    

２． 建設事業を通じて環境改善に努めます。

（１） 事務用品等のグリーン購入

（２） ①環境にやさしい施工や工法の採用

　②再生資源の積極的利用

３．関係する環境法規等及び地元との約束を遵守します。

４．本方針を全従業員及び協力会社社員に周知させ、社外へも公開します。

５．環境経営システムの継続的改善を図ります。

改訂日：2019年 11月 27日

１．環境経営方針

株式会社 松 本 組

松本 早正
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１．会社の概要

（1） 事業所名及び代表者氏名

株式会社　松　本　組

代表取締役　　松本　早正

（2） 所在地

本　　　社 兵庫県朝来市伊由市場514番地1号

資材倉庫 兵庫県朝来市立脇81番地

資材置場 兵庫県朝来市川上296番地の1

資材置場 兵庫県朝来市多々良木314番地

宅地造成地 兵庫県朝来市立脇66番地

（3） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者 専務取締役 松本　正寛

担当者 土木部部長 井上　喜仁

連絡先 ＴＥＬ：０７９-６７８-０２２６

ＦＡＸ：０７９-６７８-１２５５

（4）  事業年度 ８月～翌年７月末

（5） 事業規模
法人設立 明治３３年４月１日

資本金

（6） 主な環境負荷の実績

２．認証・登録の対象範囲

（1） 認証・登録の対象組織・活動

登録組織名　　　　株式会社 松本組　　

対象事業所　　　　本社　　　　※全組織・全活動を対象

事業活動　　　　　 土木工事業、建築工事業及び不動産業

水使用量（工業用水は含まない) 629 436 661  ｍ3 本社及び各建設現場合計

1.143  ﾄﾝ
産業廃棄物 331.3 7,824.1 1,305.1  ﾄﾝ

 廃棄物排出量 332.3 7,825.0 1,306.2  ﾄﾝ
一般廃棄物 0.967 0.879

 二酸化炭素総排出量 138,506 346,158 215,398 kg-CO2 全社計

項　　目
全社排出量

備考
2021年度 2020年度 2019年度 単位

倉庫床面積 ㎡ 615 615 615

資材置場面積 ㎡ 8,150 8,150 8,150

従業員 人 27 28 28

事務所床面積 ㎡ 680 680 680

1

売上高 百万円 1,630 1,127 1,168

2019年度

工事件数
元請

件
20 32 26

下請 1 1

3,000 万円

項　　　　目 単位 2021年度 2020年度

２．会社概要書

松本 早正
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エコアクション２１の実施体制は下記の通りです。

（1）組織図 2022.8.31現在

（2） 役割・責任・権限

⑤社内外の環境情報の収集と伝達をする

⑥自部門の緊急事態への準備及び対応の訓練を実施する

作業所長
①作業所におけるＥＡ21実行責任者を兼ねる

②作業所の環境経営目標、活動計画の達成と実績の把握を行う　　他

環境管理責任者

①エコアクション21建設業向けガイドラインの要求事項を満たす環境経営システ
ムを構築し、実行し、環境面の実績を向上させる

②上記の結果を社長に報告する

③ＥＡ21文書類の承認をする

④ＥＭＳ全般の舵取りを行い、実行を推進する

部門長
及び

全従業員

①自部門の環境経営目標、環境経営活動計画の達成と実績の把握を行う

②環境経営方針、自部門の環境経営目標、環境経営活動計画を部門全員に周
知する

③自部門に関連する法規制等を順守する

④自部門の教育・訓練を実施する

役割・責任・権限

代表者
（社長）

①代表者として環境経営全般に関して責任と権限をもつ

②環境経営方針を策定し、従業員に周知させる

③資源（人・もの・金）の用意をする

④エコアクション21全体の取組状況に関し評価、見直しを実施する

⑤環境管理責任者、環境委員等を任命する

不動産部 資材倉庫

各現場
作業所長

各現場
作業所長

宅地
造成地

資材置場

代表者
社長

環境管理責任者
松本　正寛

環境管理担当者
井上　喜仁

土木部 建築部 総務部 営業部

３．実施体制
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△ 1 ％ △ 2 ％

△ 1 ％ △ 2 ％

△ 2 ％ △ 3 ％

△ 1 ％ △ 2 ％

△ 2 ％ △ 3 ％

△ 2 ％ △ 3 ％

※1：CO₂排出係数 0.318 kg-CO₂/kWh
※2：CO₂排出係数 2.32 kg-CO₂/L
※3：CO₂排出係数 2.58 kg-CO₂/L
※4：達成率  　（　○：達成　、×：未達成　）
※5：社用車22台の月別平均燃費を平均化
※6：灯油、ＬＰＧは使用量が少ない為 目標設定している項目の合計に含まれない

※7：リサイクル率は「再資源化量÷総排出量×100%」で算出（  331.26÷312.06×100%＝よって94.2％）
・化学物質使用量・・・・・化学物質の使用はない

107%
10 社用車の燃費向上※5 ㎞/ℓ 16.8 17.0 18.3

○
17.2 17.3

9 再生資源の積極的利用 件 9 10　件 9　件 × 11件 12件

8
環境にやさしい施工や工

法の採用
件 23 24　件 24　件 〇 25件 26件

7
設備、土木建築物等の環

境性能の向上
件 2 2 3 ○ 3件 4件

6 上水の節水 ｍ3 666 659 629
○

653 646

105%

×
846 837

87%

5
産業廃棄物のﾘｻｲｸﾙ率

の促進
％ 90% 91 94

4 一般廃棄物の削減 ｋｇ 854 845 967

○ 92% 93%

- - -

○
68,308 67,611

316%

×
23,734 23,495

90%

3
工事用軽油使用量の削

減※3 ℓ 69,702 69,005 21,816

2
ガソリン使用量の削減

※2 ℓ 23,974 23,734 26,334

-
二酸化炭素排出量削減

（No 1～ 3）※6
㎏-CO2 - - 128,488

達成(率)

×
33,921 33,579

97%
1

本社電力使用量の削減
※1

ｋＷｈ 34,264 33,921 34,798

№ 環境目標 単位
基準値
過去3年

平均

2021年度 今後の目標
（2021/8/1～2022/7/末）

2022年度 2023年度
目標 実績

４．環境経営目標・実績
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本社電力使用量の削減

ガソリン使用量の削減

工事用軽油使用量の削減

一般廃棄物の削減

産業廃棄物の再資源化

上水の節水

環境に やさしい施工や工法の採用

再生資源の積極的利用

社用車の燃費向上

×

再生砕石等の利用は定着してい
る。その他の再生資源の活用も積
極的に発注者に提案し、実現させ

たい。

今後は今まで以上に再生資
源の利用や、新たな活用方

法を提案したい。
・再生ｱｽﾌｧﾙﾄ、再生砕石の積極的利用
・再生資源の積極的利用

（責任者：環境管理責任者）

・特定調達品目の購入
機械設備、低公害車等

（責任者：環境管理責任者）

8 〇

騒音・振動の少ない重機の使用、
河口にシルトフェンスの設置等、

人・環境に配慮した工法を積極的に
取り入れている。

今後も環境に配慮した新た
な工法を提案したり取り入

れたりする.。
・環境を配慮した工法の採用
・騒音、振動の少ない機械選定
・粉塵対策、汚濁対策処置

7

設備、土木建築物等の環境性能の
向上

○

今年度は社用車の入替(2台購入し
4台を廃車)と除雪機械の導入を

行った。社用車の稼働率UPにつな
がった。

次年度もタイミングを見て車
両入替をし、稼働率アップに

つなげる。

10 ○

社用車の多くが燃費のよいものに
なっている。エコドライブを常に心が
けることで、更に燃費向上を期待で

きる。

今後も現場別・個人別の使
用燃料状況をメール配信す
るなどして、エコドライブを推

進する。

･アイドリングストップ
･エアコンの使用を控える
・ﾀｲﾔ空気圧のこまめなﾁｪｯｸ
･不要な荷物は積まない

（責任者：環境管理責任者）

（責任者：環境管理責任者）

9

（責任者：総務課長）

5 ○

工事の内容にもよるものの、リサイク
ル率は良く目標も達成できている。今
年度は産廃の量も少なく減量推進へ

の取り組みも評価できる。

引き続き目標達成を目指
し、廃棄物の分別を徹底す

る。
・産廃業者との業務委託
・産廃の減量推進

（責任者：土木部長）

6 ○

4 ×

毎年行う書類整理での影響は大きい
が、全体的に可燃物が増えている。
封筒の再利用や裏紙用ボックスの活
用は評価出来るが、無駄な印刷はな
いか等を再度確認し次年度へ向け取

り組む事。

廃棄物の測定を継続するこ
とで更に意識を高め無駄を
なくし、再利用の徹底を促し

ていく。

･無駄な用紙をなくす
･封筒などの再利用
･弁当がらをなるべく出さない
・割り箸を使用しない（マイ箸）

今期は遠方の現場が多く宿舎も増
え使用量も多い。事務所の使用量
も昨年度より少し多い為、原因を確
認し次年度の目標達成に向け頑

張ってほしい。

事務所内、宿舎において掲
示物やメール配信等により

節水を意識付ける。
･水を出しすぎない
･蛇口の確認
・水漏れの点検

（責任者：総務課長）

･アイドリングストップ
･エアコンの使用を控える
・ﾀｲﾔ空気圧のこまめなﾁｪｯｸ
･不要な荷物は積まない

（責任者：環境管理責任者）

3 ○

ほぼ毎月達成となった。目標値に対
し実績値がかなり低い。目標が現実
とかけ離れているようなので、しっか
り精査し次年度の目標値設定をすべ

きと思われる。

引き続きハウブリッド重機の
使用、アイドリングストップ等

を推し進める。
･重機不使用時のエンジン停止
・ダンプ等のアイドリングストップ
・重機、ダンプ等のこまめな点検

（責任者：土木部長）

2 ×

ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞやｴｺ運転の呼びかけにより
無駄な使用は見られなかったが目標
は未達成。遠方の現場が増えた事、
現場で発電機を使用することが多

かった等が原因と思われる。

今後も現場別・個人別の使
用燃料状況をメール配信す
るなどして、エコドライブを推

進する。

1 ×

初春以降は目標達成できているが冬期は
冷込みの強い日が続き未達成月が多かっ
た。照明の適切なオンオフやPCの省ｴﾈ

ﾓｰﾄﾞ使用の取組は評価できるが全体の使
用量は増えている為、原因を追求し次年

度へ向け取組こと。

今後も社内で節電を呼びか
け、天候によりこまめにエア

コン調整を行う
･昼食時、不使用時の消灯
･エアコンの設定温度を守る
･パソコンの省エネモード
･ウォームビズ、クールビズ運動

（責任者：総務課長）

№ 取組計画
達成
状況 環境管理責任者による評価 次年度の取組

５．環境活動計画の取組結果・評価・次年度の取組内容
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（１）当社に適用される環境関連法規の遵守状況

下記の通り環境関連法規及び条例等を事業所、建設現場ともに遵守しており、違反はありません。

また関係当局より違反等の指摘も過去９年間ありません。

（遵守確認日：2022年8月31日）
（２）環境関連訴訟等の有無

環境関連訴訟等に関して過去９年間に１件も発生しておりません。　　　　　　　

11 大気汚染防止法

・特定粉じん排出等作業実施届出書の提出 遵守

・解体等工事に係る調査及び説明 遵守

・調査結果の現場掲示 遵守

9 災害時における応急対策業務に関する協定
・災害発生時、災害応急対策業務のために建設資
機材及び労力を提供する

遵守

10
労働安全衛生法
解体・改修工事に伴う｢石綿等｣の除去作業
（石綿障害予防規則）

・レベル１の場合は、作業開始前14日前までに建
築工事計画届を提出

遵守

7 オフロード法 ・基準に適合した特定特殊自動車の使用 遵守

8 排出ガス対策型建設機械普及促進規定 ・排出ガス対策型であることの確認 遵守

6 建築基準法

・石綿含有建材の使用禁止 遵守

・クロルピリホス添加建材の使用禁止 遵守

・ホルムアルデヒドに関する規制 遵守

5 フロン排出抑制法
･機器及びフロン類の適切な管理(点検･記録) 遵守

･回収依頼書又は委託確認書の交付と保存 遵守

4 振動規制法
・特定建設作業実施届出 遵守

・特定建設作業は敷地境界線において75dB(A)以下 遵守

遵守

3 騒音規制法
・特定建設作業実施届出 遵守

・特定建設作業は敷地境界線において85dB(A)以下 遵守

2 建設リサイクル法

・発生抑制（施工方法、資材選択）
遵守

 再利用、再生利用、再資源化努力

・都道府県知事への事前届け出の提出 遵守

・分別解体の実施と再資源化 遵守

・発注者への再資源化等完了報告と記録保存

自社運搬時の表示、書類携行 遵守

№ 適用される法令等 遵守すべき要求事項 遵守状況

1 産業廃棄物処理法

・処分業者との適正な契約と行許可有効期限の確認 遵守

・保管場所の掲示板設置 遵守

・マニフェスト伝票の管理 遵守

・マニフェスト伝票交付状況等報告 遵守

６．環境関連法規等の遵守状況
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◆様式13.1 代表者による全体の評価と見直し記録の総合評価から引用

７．代表者による全体の評価と見直しの結果最終記録日：2022年 8月31日

環境負荷に大きな変化はないか 変化なし

環境への取組状況に変化はないか 大きな変化なし

法規、条例の内容に変更はないか 適切である

法規制は遵守しているか 順守している

教育・訓練は実施されているか 実施されている

外部からの苦情や要望はないか 環境CCに記載

実施及び運用は適切か 適切である

緊急事態への準備は適切か 適切である

文書・記録の作成と整理は適切か 適切である

取組状況の確認は適切か 適切である

問題の是正処置は有効か 今年度なし

環境活動レポートの内容は適切か 適切である

事務所に備付、ホームページでの

公開は最新版か
最新版である

実施体制は効果的か 適切である。

実施体制に変更はないか 変更なし

前回の代表者指示
事項のフォロー

アップ

代表者の
指示事項

(注) ① 評価は毎年１回(原則として8月)に実施する。

② 環境管理責任者はトップの指示内容について直ちに実行に移し、その結果をトップに報告する。

③ SDGS認定機関は一般社団法人日本SDGｓ協会

（マネジメントレビュー実施日：2022年8月31日）

未達部門の目標設定を調整しつつも取組を継続できており、環境活動への意識も向上しています。

今後も環境負荷低減に向け活動を継続していくこと。

その他の環境経営
システム

概ね適切に運用・取組み等さ

れていると思われます。更に

環境CCを充実させ、経営シス

テムに反映できるように努力

をして下さい。

実施体制

「環境への取組の基本的方

向」は継続する。

環境経営目標及び
活動計画

環境経営目標、活動計画の達成状

況は妥当か

・課題とチャンス

・二酸化炭素排出量削減

・廃棄物排出量削減

・総排水量削減(節水)

・化学物質使用量削減

・自らが施工販売する

　製品・ｻｰﾋﾞｽの目標

未達部門はあるが

社員全員が積極的

に活動に取り組ん

でいた。引続き取

組を強化していき

たい。

積極的に取り組んだ活動が反

映されない結果になっている

部門もあるが、全社員の取組

に対しての積極性は評価した

い。今後も意識は継続しつ

つ、未達部門の改善を中心に

取組に励んでください。

総合評価（次年度以降への展開を重点に）

未だ続くコロナ渦に加え遠方の現場も増えた為、目標達成への取り組みは容易ではなかったと思います。結
果にはあまり反映されませんでしたが、昼間の消灯の徹底や取組状況進捗の配信、ポスター掲示、呼びかけ
と積極的に取組みされていました。
又、今年度はSDGSの認定も受け、DXの推進も継続しています。効率化UPの活動から従業員の意識変化を生
み、環境負荷軽減へ繋がる一助となる事を期待します。

見直しに必要な情報
環境管理責任者

の報告
代表者による評価 変更の必要性

□有り
■無し

□有り
■無し

□有り
■無し

□有り
■無し

代表者による全体の評価と見直し指示

環境経営方針
環境方針に示された「環境への取

組の基本的方向」は現在も適切か
適切である

承　認
環境管理責任者

作　成
環境管理担当者

株式会社松 本組

松本 早正
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①低公害車への変更

②ペットボトルキャップ、プルタブの回収、エコドライブ運転の励行

③現場における環境への取組み

防音防塵養生マット

防塵装置付きクローラードリル

事務所 　現　場
エコドライブ

(掲示用ﾎﾟｽﾀｰ)

無用な加速加減はしません

ふんわりアクセル(ｅスタート)
加減速の少ない運転を心がけましょう

ふんわりアクセル(ｅスタート)
加減速の少ない運転を心がけましょう

８．環境への取り組み
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