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【1.組織の概要】

株式会社　小松組

代表取締役　　竹林　浩幸

2.対象事業所
本社　　〒433-8102　静岡県浜松市北区大原町135番地の1

FAX（053）438-1925

都田太陽光発電所　
　　　　　〒431-2102　静岡県浜松市北区都田町7814番地の1

3.事業の内容
・総合建設業（土木、とび・土工、舗装、水道施設）

・太陽光発電事業

4.許可の内容
特定建設業

許可番号：静岡県知事許可（特-04）第3565号

許可の有効期間：令和4年8月16日から令和9年8月15日まで

建設業の種類：土木、とび・土工、舗装、水道施設工事業

産業廃棄物収集運搬業許可証（自社排出分だけの収集）
許可番号： 静岡県　第02201121553号

許可の年月日：令和2年9月26日

許可の有効年月日：令和７年9月25日

事業の範囲：積替え及び保管を除く

5.事業の規模
会社設立

資本金 2，000万円

活動規模 活動規模 単位 令和3年度 令和2年度 令和元年度

工事等の件数 件 15 19 14
売上高 百万円 783 972 748
従業員 人 25 22 22
事務所床面積 m

2 144 144 144
倉庫床面積 〃 191 191 191
本社資機材面積 〃 5633 5633 5633

6.技術者
国家資格等 作業主任者等

一級土木施工管理技士 8名 17名
二級土木施工管理技士 3名 11名
一級舗装施工管理技士 4名 11名
二級舗装施工管理技士 4名 7名

1名 6名
1名 8名
1名 小型移動式クレーン運転技能 8名
1名 ローラの運転 12名
1名 1名
1名
3名

高所作業車運転

土止め支保工作業主任者

二級建設機械施工技士

推進工事技士
給水装置工事主任技術者

測量士補

廃プラスチック類（石綿含有廃棄物を除く。）、金属くず、ガ
ラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず（石綿含有廃棄物
を除く。）、がれき類（石綿含有廃棄物を除く。）、紙くず、木
くず、繊維くず　　　　以上7品目

足場の組立作業主任者
玉掛技能

昭和34年10月26日

車両系建設機械運転

一級管工事施工管理技士
二級管工事施工管理技士

1.事業所及び
代表者氏名

一級造園施工管理技士
型枠支保工の組立等作業主任者

地山の掘削作業主任者

TEL（053）436-5191　

産業廃棄物の
種類：

　　　　　　本社付属資機材置場
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6.環境管理責任者氏名

渡邊　昭太
E-ｍａｉｌ：komatu-keiri@sirius.ocn.ne.jp

担当者 事務局 内山　美代子

7.事業年度 ７月１日～翌年6月30日

参考　主な保有車両 収集運搬許可車両一覧表
番号 車名 車体の型式自動車登録番号 規模、能力（積載量）
① 日野 〃 浜松400せ3001 3000 ｔ
② 〃 〃 浜松400せ3002 3000 〃
③ いすゞ 〃 浜松100せ8391 3800 〃
④ 〃 〃 浜松100せ2374 3900 〃
⑤ 〃 キャブオーバ 浜松400な2253 3000 〃
⑥ 〃 〃 浜松400と802 950 〃
⑦ 〃 ダンプ 浜松400と7333 2000 〃
⑧ 〃 〃 浜松400と6219 2000 〃
⑨ 〃 〃 浜松100せ6287 4000 〃

　　　　　　 ① 　　　　② 　③

　　　　　  ④ 　　　 ⑤ 　⑥

　　　　　  ⑦ 　　　⑧ 　⑨

ﾀﾞﾝﾌﾟ一覧

環境管理責任者　
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【2.対象範囲】

1 認証登録範囲    　   
株式会社　小松組　本社・付属資機材置場
都田太陽光発電所

総合建設業（土木、とび・土工、舗装、水道施設工事業）

太陽光発電事業

2 レポートの対象期間  

3 レポートの発行日　 　

《代表者》

《環境管理責任者》

《EA21事務局》

職名
代表者

2.環境管理責任者を任命しEA21の運用における責任と権限を与える。

4.環境方針を制定する。
5.EA21全体の評価と見直しをし、必要な指示を行う。
６．経営における課題とチャンスの明確化

環境管理責任者

EA21事務局
内山 美代子

総務部
推進委員 内山 美代子
現場 1.取組内容を把握し率先して取組む。
推進委員　現場責任者 2.現場を統括する。
全従業員

3.環境改善への意見提案や環境問題・異常時の上司への報告

渡邊　昭太　　

対象組織

対象活動

令和3年7月1日～令和4年6月30日

代表取締役　
竹林　浩幸

代表取締役　竹林　浩幸

渡邊　昭太

内山　美代子

内山　美代子
《総務部》推進委員

1.環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚する。

全　従　業　員

1.効果的な環境マネジメントを実施する為に、役割、責任、及び権限を定め
各自が環境経営システムの中でどの様な役割を担っているかを認識できる組
織体制を従業員に周知する。

令和4年9月1日

《現場》推進委員
各現場責任者

役 割 ・ 責 任 ・ 権 限

《倉庫、資機材置場、車両・重機》

各責任者

2.決められた事を守り、自主的・積極的に環境活動へ参加する。

3.EA21の実施及び管理に必要な人員、設備、費用等（以後資源という）を準
備する。

2.EA21システムの円滑な運用
3.データの収集、文章の作成・管理
4.社長への状況・実績の報告
1.環境管理責任者の補佐
2.EA21システムの構築・運用・維持に関する文章・記録の保管

1.方針に基づく目標の設定及び推進確認

1.事務所の電力・燃料・水使用量の管理
2.事務を統括する。
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【3.環境方針】

（基本理念）

（基本方針）

制定日

改定日

確認日　 令和 3年     　7月      1日

4.購入する資材や備品は再生材やグリーン購入を推進します。

人の生活や活動する事から、自然環境は今日までの変化（悪化）をしてきました。自然の
浄化する力も限界がきてしまっています。私達㈱小松組は、建設業としての事業活動をす
るに当たり、エコアクション21を従業員一同、取り組む事により廻りの自然環境を今以上の
破壊とならぬ様、保護、回帰を求めます。

①使用エネルギーを低減させることにより、CO2排出量を削減します。

②廃棄物の発生を軽減し、分別の実施により再利用、再資源化を推進します。

③水の使用量を削減し、排水量を減らします。

1.環境に配慮した施工計画及び使用材料に係わる活動を推進します。

2.地球環境保護のため、省資源・省エネルギー・リサイクル活動を推進します。

平成23年　　  6月　  　1日

3.環境関連の法規等を明確化し、遵守します。

平成25年　　11月　　20日

5.すべての社員に対して環境に関する教育を行い、環境保全の意識及び能力の向上を

　図ります。

※環境コミュニケーションの積極的な実施を進める為に、環境活動レポートを社内外に
　 公表し、従業員に周知する。
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【4.環境目標】
環境目標は平成27年度（H27.7.1～H28.6.30）を基準年度として下表の通りであります。

以下の二酸化炭素の排出量の算出には、中部電力ﾐﾗｲｽﾞ㈱の令和2年度公表の調整後排出係数0.379

（kg-CO2/kＷh）を用いました。尚、各年度の環境目標は基準年度と同じ売上規模を前提としています。

平成27年度目標 令和3年度目標 令和4年度目標

H27.7・H28.6 Ｒ3.7/Ｒ4.6 Ｒ4.7/Ｒ5.6

① - ---

t-CO2 141.5 133.0 131.6 -1%

③ ｋｇ 896 852 843 -1%

％ 100 100 100  ---

④ 水の使用量削減 m
3 186 176 174 -1%

⑤ 再利用,再生材利用 －  ---

⑥ グリーン購入 －  ---

t-CO2/

売上高
25.7 24.2 22.7 -1%

排出量、排水量目標について
※二酸化炭素の総排出量の削減項目については、売上100万円あたりのCO2排出量を比較、目標設定する。

〃

0.3 -1%LPガス 〃 0.4 0.4 0.4 0.4

13.9

-1%

灯油 〃 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -1%

-1%

1.8 1.7 1.7 1.7 1.5

15.3 15.2 -1%

ガソリン 〃 7.1 6.7 6.6 6.5 6.1

再利用、再生材、グリーン購入の推進に配慮する。

⑦
二酸化炭素
　総排出量

の削減
（売上高基準）

※
/5.53で算出

合計 23.6

-1%

835

100

前年
比

-1%

-1%

84.6

令和5年度目標 令和6年度目標

Ｒ5.7/Ｒ6.6

130.2

82.8

環境に配慮した活動の推進

Ｒ6.7/Ｒ7.6

83.7

環境に配慮した活動(影響
検討・施工計画作成）

軽油

39.2

90.0〃

活動取り組み項目 単位

〃ガソリン

9.7

合計

購入電力

一廃

産廃

購入電力

ｺﾋﾟｰ紙
文房具

軽油

9.0 8.9

172 171

廃棄物排出
量削減

〃

22.0

〃 16.3 15.0

9.1

827

36.1

128.8

81.9

35.7

8.8

36.8 36.5

2.0

100

1.9 1.9

灯油 〃 0.6 0.6 0.6

②
二酸化炭素
　総排出量

の削減

0.6 0.5 -1%

1.8 1.8 -1%LPガス 〃

環境に配慮した活動（水使用量及び廃棄物排出量）については、総量で管理する。
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【5.環境目標の実績】

令和2年度(実績) 令和3年度目標 令和3年度(実績)

R1.7/Ｒ2.6 R2.7/Ｒ3.6 R2.7/Ｒ3.6

(売上基準年比) 百万円 972 783

① - -

t-CO2 193.3 133.0 167.7 -

③ ｋｇ 1,183 852 860 △

％ 100 100 100 〇

④ 水の使用量削減 m3 201 176 158 〇

⑤ 再利用,再生材利用 - ー

⑥ グリーン購入 - ー

t-CO2/

売上高
19.7 24.2 21.4 〇

1.9 1.8

灯油 〃 0.6 0.6 0.7

ｺﾋﾟｰ紙
文房具

9.1

43.2

9.7

36.8

84.6

LPガス 〃 2.7

〃

〃ガソリン

軽油

8.3

環境に配慮した活動(影響
検討・施工計画作成）

購入電力

136.9

活動取り組み項目

43.2

113.6

再利用、再生材、グリーン購入の
推進に配慮する

廃棄物排出
量削減 産廃

一廃

環境に配慮した活動の推進

〃

評価

②
二酸化炭素
総排出量
の削減

合計

14.5⑦
二酸化炭素
　総排出量

の削減
（売上高基準）
※今年度は
/7.83で算出

合計

軽油 〃 14.0 15.3

購入電力 〃 1.0 1.7 1.1

ガソリン 〃 4.4 6.7 5.5

LPガス 〃 0.3 0.4 0.2

灯油 〃 0.1 0.1 0.1

自社による産廃運搬が増え、ダ
ンプへの給油が増大した。

現場における重機の稼働が多
い。

遠方の現場が数多くあり、乗り合
わせや積載量の削減等対策が

必要

継続して節電を呼び掛ける。

冬季の暖房以外の使用がほ
ぼない。

単位

-

-

-

-

-

目標達成・未達の原因等

個々の意識が高まっている

現場におけるガスの使用が抑え
られている。

現場におけるガスの使用が抑え
られている。

除草・剪定の業務による廃棄物
発生が多い。

リサイクル率100％の維持を目指す

各現場に節水を呼び掛けた。

再生材利用の検討。

再生材利用の検討。

〇

〇

〇

〇

〇

目標はクリアしているが、
昨年度より数値が増加して

いる。

〃

〃

〃

冬季の暖房以外の使用がほ
ぼない。
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【5-1.過去の環境目標の実績推移】

5-1環境目標の実績推移

図1 軽油は工事の種類によって大きく変化する特性がある。
完工高を考慮すると、ガソリンと購入電力は取組の徹底ができ、評価しています。

図2 軽油使用量が減っていますが、売上高ベースではマイナスの指標です。

図3 水の使用量が微量ですが、減っています。

図4 廃棄物は工事の種類・内容によって大幅に変化し、コントロールが難しい
面がありますが、極力再使用化するように努力して排出量を減らしたい。

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

総排出量 137.5 178.9 184.8 189.8 171.1

軽油 81.0 120.0 139.4 136.9 113.6

ｶﾞｿﾘﾝ 43.1 42.3 35.0 43.2 43.2

購入電力 9.6 9.6 7.3 9.7 8.2

0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0

二酸化炭素排出量の推移

H29年

度

H30年

度
R1年度 R2年度 R3年度

一般廃棄物kg 818 884 910 1183 860

水使用量 t 226 229 213 201 158

0

500

1000

1500
ｺﾋﾟｰ用紙・水使用量推移

kg

H29

年

度

H30

年

度

R1

年

度

R2

年

度

R3

年

度

産業廃棄物 t 2,299 2,030 2,930 4,616 2,812

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

t

廃棄物排出量 t

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

総排出量 230.7 237.3 247.1 195.3 218.5

軽油 135.9 159.2 186.4 140.8 145.1

ｶﾞｿﾘﾝ 72.3 56.1 46.8 44.4 55.2

購入電力 16.1 12.8 9.8 10.0 10.5

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

CO2排出量推移 (売上原単位）
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【6.環境活動計画】
R.3 R.4

環境活動計画 担当責任者 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

①環境に配慮した活動

②二酸化炭素総排出量の削減

・エコドライブの周知 渡邊昭太

③廃棄物排出量の削減

○ ○

⑤現場での再生資材使用率と事務所文具グリーン購入率の向上

○ ○ ○

⑥環境保全の意識・向上を図る

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

〃

渡邊昭太

〃

大谷典克・安藤秀樹

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

内山美代子

倉田　緑

渡邊昭太・影山詩歩

〃

〃

佐野恵実子

内山美代子

〃

〃

渡邊昭太

小松巧督

〃

・文房具等のグリーン購入の検討と実績

・教育、訓練の実施

・各現場及びその周辺部での清掃活動の実施

渡邊昭太

〃

渡邊昭太

内山美代子

・産業廃棄物排出量の実績把握

・マニフェストの管理・保管

④水の使用量削減

・節水の周知徹底

・漏水の定期点検

・再生資材利用、購入の検討

・使用エネルギー（ガソリン・軽油・灯油・電気・LPG）の利用実績把握

・印刷時におけるプレビュー機能の利用の周知及び両面・裏面印刷の徹底

・紙類の使用量、在庫量の管理

・コピー用紙、梱包用ダンボール等紙類のリサイクル

・ゴミの分別徹底

・倉庫資機材の管理・保管

・排出ガス対策型リース機械の採用

・協力会社への排出ガス対策型機械・車両の使用依頼

・建設機械等の自主点検整備の徹底

・事務所内エアコンの設定温度を冷房時26℃、暖房時23℃に設定

・不要な照明の消灯

・パソコンの電源オフによる待機電力の削減

e.不要な荷物を降ろす

f.タイアの空気圧チェック（給油時にチェックしてもらう）

g.運転日報の記入提出の徹底

・現場及びその周辺部での環境に対する影響の検討

・環境に配慮した施工計画の検討

a.不必要なアイドリングの禁止

ｂ.急発進・急加速運転の禁止

C.エンジンブレーキの積極使用

d.エアコンの控えめな設定と使用
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取組内容（2020/7～2021/6）
次年度の
取組内容

①環境に配慮した活動 〇 継続

・現場及びその周辺部での環境に対する影響の検討 〇 実施されている。 継続

・環境に配慮した施工計画の検討 〇 実施されている。 継続

②二酸化炭素総排出量の削減 〇 継続

・エコドライブの周知 〇 継続

a.不必要なアイドリングの禁止 〇 継続

ｂ.急発進・急加速運転の禁止 〇 継続

C.エンジンブレーキの積極使用 〇 継続

d.エアコンの控えめな設定と使用 △ 継続

e.不要な荷物を降ろす △ 不要物積載の車両が何台か見られた。継続

f.タイヤの空気圧チェック（給油時にチェックしてもらう） 〇 継続

g.運転日報の記入提出の徹底 〇 継続

・排出ガス対策型リース機械の採用 〇 継続

・協力会社への排出ガス対策型機械・車両の使用依頼 〇 継続

・建設機械等の自主点検整備の徹底 〇 継続

・事務所内エアコンの設定温度を冷房時26℃、暖房時23℃に設定 △ 継続

・不要な照明の消灯 〇 継続

・パソコンの電源オフによる待機電力の削減 △ 継続

〇 継続

③廃棄物排出量の削減 △
意識の向上
を目指す。

〇 継続

・紙類の使用量、在庫量の管理 △ 継続

・コピー用紙、梱包用ダンボール等紙類のリサイクル △ 継続

・ゴミの分別徹底 △ 継続

・倉庫資機材の管理・保管 〇 継続

・産業廃棄物排出量の実績把握 〇 継続

・マニフェストの管理・保管 〇 継続

④水の使用量削減 〇
意識の向上
を目指す。

・節水の周知徹底 〇 継続

・漏水の定期点検 〇 実施されている。 継続

⑤現場での再生資材使用率と事務所文具グリーン購入率の向上 〇
積極的に採
用を検討す
る。

・再生資材利用、購入の検討 〇 継続

・文房具等のグリーン購入の検討と実績 〇 継続

⑥環境保全の意識・向上を図る 〇
喜ばれる活
動を実施す
る。

・教育、訓練の実施 〇 実施されている。 継続

・各現場及びその周辺部での清掃活動の実施 〇 継続

全従業員が参加することで、意識
の向上が図られた。

現場各担当者の指揮下でごみ処
分等を実施した。

購入予算の削減を実施した。

燃費計算の実施により意識向上。

資源ごみの分別が間違っているこ
とがある。
日々の整理整頓の意識向上に取
り組んだ。

より力を入れて取り組む必要がある。

定期的に周知している。

【7.環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容】

実施されている。

日報提出や乗合等努力が見られ
た。

現場着手前に全社的に検討し実施した。

意識の向上に取り組んだ。

熱中症対策として、使用している。

評価

・使用エネルギー（ガソリン・軽油・灯油・電気・LPG）の利用実績把握

・印刷時におけるプレビュー機能の利用の周知及び両面・裏面印刷の徹底

紙類のリサイクルの意識向上を目
指す。

意識の向上に取り組んだ。

意識の向上に取り組んだ。

周知徹底できた。

周知徹底できた。

周知徹底できた。

意識の向上に取り組んだ。

熱中症対策として、使用している。

徹底できた。

周知徹底できた。

現場各担当者の意識の高揚を求
めた。

現場着手前に全社的に検討し実
施した。

日々管理の徹底を促す。

電子マニフェスト登録の実習を実
施。

設定されていないパソコン有り。

実施されている。

欠品が起きそうな時があった。

無駄な印刷物が多い。
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　【7-1.取組状況】

　　1　自社に保管されている資材

　　　　　　砂・砕石 　　　　     　　 　

　　　　 緊急舗装工事にも対応できるように　会社場内に保管され　常時使用できます

　   　ラバファルト 　　アスファルト補充材 　　乳剤 　　　　　　　　　

  （道路亀裂充填材） 　 （道路ひび割れ対策）

　　　　溶解釜 　　　　　　 レイキ

　　　　　　　　緊急時にも対応出来るよう 常にダンプの荷台に

　　　　　　　　綺麗に整頓され 積まれています

　　　　 雪氷対策にも対応できるように　会社場内に保管され　常時使用できます

 　　　　　　　　雪氷対策用 車輌

　　2　自社に所有の　機械　車輌　その他　全数量

           いずれも整備され　会社場内に保管され　常時出勤できます

　　　　　【掘削・積込機械】

　　　　　バックホウ 0.15m3級① バックホウ 0.15m3級② 　　　バックホウ 0.15m3級③ バックホウ　0.2m3級

　　 クラック防止シート

取　組　状　況

　　　　　　　 良質土 　　　　　　　 強度のある土嚢袋

　　　　　　　　舗装道具　　　

　塩化カルシウム（50袋以上）　　　　　　　スタッドレスタイヤ
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　　　　　【積込機械】
 

　　　　　【転圧機械】

　　　　タイヤローラー 　　　マダカムローラー 　　　振動ローラ　3-4ｔ 　    Asフィニッシャー 　　 ハンドローラー0.5ｔ

　　　　　【運搬車輌】

2ｔダンプ×2台 　　　3ｔダンプ×2台 　　　　　　　 4ｔダンプ                  　　ダブルキャブ

　　　　 3.8t、3.9ｔローダーダンプ

　　　　　【その他】

　　タンパ ・ プレート 　　　水中ポンプ 　　 コンプレッサー

　　　　重機が乗り降りできるように、傾斜をつけることができます

取　組　状　況

タイヤショベル1.3ｍ3　　 タイヤショベル0.8ｍ3　　 タイヤショベル0.4ｍ3

          【各機械　全景】
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３　ＩＣＴ施工の取り組み

　　　【マシーンコントロール】　

　　　【転圧管理システム】　

　　　【遠隔臨場】　

　　　【運行管理システム 】　

取　組　状　況

         

　遠隔作業支援ソリューションを用い、段階確認の『遠隔臨場』を行った。

　ため池現場にて、掘削施工するにあたって、作成した三次元データを基
に、ＩＣＴ建機のマシーンコントロールに従い施工を行った。

　舗装現場にて、作成した三次元データを基に、転圧機械に接続した転
圧管理システムに従い品質に必要な転圧施工を行った。

土砂搬出ﾀﾞﾝﾌﾟ、ﾊﾞｯｸﾎｳにスマートフォンを設置し、
現在地を把握する運行管理システムを導入した。
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　　4　外国人研修生の受入れ、起用
　　　　労働者　技術者等の人材不足を考慮し　インドネシア研修生を受入れ、研修、施工協力を行う

　　　　 インドネシア研修生 研修内容 ( 研修人数 3名 2022.9.1 現在)

・現場で建設機械の操作ができるよう運転技能の習得に努めた
・週２日程度実地及び学科の試験勉強を実施

        　　　　　  研修 状況

②施工管理方法の研修
・ 日本語の習得

・ 施工管理方法 出来形管理 (主に測量）、品質管理 (主に温度管理) を施工通じて学ぶ

③舗装工作業の研修
　　　　　　アスファルト合材の敷均し 舗装機材の操作   転圧機械の操作

④土木作業の研修
　　　　　　災害復旧対応 U字側溝　据え付け   掘削機械の操作

取　組　状　況

①建設機械運転の習得
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　　5　大雨、温暖化防止対策
　　　　　 自然循環機能を利用した雨水、排水の逆流防止、地球温暖化防止効果を促進させる
　　　　 　浸透井を会社敷地内に設置しました

 　　<浸透桝設置の目的について>

　　　　　アスファルト舗装やコンクリートの排水設備に覆われた昨今、自然の恵みである雨を地下に浸透させる

　　　事で、集中豪雨や大型台風で生じる河川・道路排水設備への瞬間的、大量雨水の流入を防ぎ、河川の氾

　　　濫・道路の冠水等の水害が起こる可能性を減少させます。また、浸透量の減少による地下水位の低下、湧

　　　水の枯渇化を抑える効果もあります。その結果、地球温暖化防止についても良好な影響を与えることが出

　　　来ると考えます。

　　　参考資料（浜松市気温と降水量グラフ）

　　 <本社 雨水浸透桝設置状況　深さ4ｍ直径1200ｍｍ　2基設置>

　　　　 会社敷地内 (敷地面積5280m²) 周囲に設置した雨水用側溝から流末に設置した浸透桝に雨水を集中

　　　させ浸透させます。敷地内に降った雨水はそのまま表面から浸透するか浸透桝により地中の透水層に浸透

　　　し地下水となります。水害抑制・自然循環化の一つとして取り組んでいます。

・　浸透設備断面

　※Ｈ29．6.21　浜松市一部に避難勧告がされた

　 時間雨量39mm/hの時にも十分に浸透が確認

　 され、場外に流出する雨水は、無かった。

　 

取　組　状　況

浸透

雨水用側

雨水用側

浸透集水
40

00

φ1200

透水層

割栗石

塩ビ管 φ200
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　　6　再生可能エネルギーの利用、促進
　　　　　 地球環境を考え、環境に悪影響を与える化石燃料の使用が少なくなるように、自社では
　　　　太陽光発電の導入に取組んでいます。

R3年度発電量
49,689kWh
CO2排出量換算
（t-CO2）

20.2

　　7　試験設備の整備
　　　　　 品質、出来形管理に伴う各試験に必要な設備を自社内に配備しています。 (試験室,百葉箱等 )

　　　　　　　百葉箱

　　8　女性活用の研修、活動内容
　　　　　 浜松市が実施している「はままつ働く女性活躍応援ネットワーク」女性活躍推進の趣旨
　　　　を踏まえ、自社では、総務部所属の4人の女性が地域の学校や自治会主催の奉仕活動に
　　　　参加しています。

 　　 (地域貢献) 植樹作業のボランティア活動  

　　　　　 4年前からドローンの操縦技術を女性に修得してもらい、責任者に任命し現場での利用　　　
　　　　を行った。　ドローンは土量調査以外に 工程、出来形管理と隣接工事の影響について検
　　　　討をする資料としても活用しています。

ドローン操作実習状況 　　　　　　　　夜水沢池 　　　　井伊谷川

　　　　※　 五島海岸突堤工事は、浜松土木事務所から発注され、潮の流れを変えることから海岸の砂の流出

　　　　　 を防ぐように計画された工事です。

　　　　　太陽光発電

　　　　　　　　試験室

ＶＲにて安全訓練の指導

取　組　状　況
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　　9　熱中症対策

<サーモグラフィ カメラによる熱中症対策>
　「サーモグラフィ カメラ」を使用し、休憩所の温度管理、現場の温度を測定する事で、　
現場内の温度で把握、管理します。

 　　エアコン付き休憩室

<水分と塩分補給、送風服による熱中症対策>
　 熱中症対策として飲料する水（むぎ茶）、塩あめ、送風服を用意し、
常時、水分、塩分補給、体温調整が可能な環境を整えています。

     　　　　　  社内の冷蔵庫 塩あめ 送風服着用  日陰小屋休憩状況

　　10　会社設備
【事務所、資機材置場】

　　　　　　　事務所 　本社倉庫

【社用車　全景】

　本社資材置き場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サーモグラフィ カメラ撮影

取　組　状　況
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　　11　地域貢献活動
<地域防災BOX設置>

　　　　　 　　　　地域防災ボックスの設置は、基本 1か月以上施工する現場に設置します。
　　　　　　 　 現場毎に救出用機材等を設置して、災害時には地域の皆さんに使用して頂くため。

　　　　　　　<常備品一覧>

<近隣小学校にて職業講和>
浜名小学校にて　伐採見学 舗装体験

<建設業協会主催 奉仕活動参加>
　　　　除草作業

非常食30食、ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ50本、毛布5枚、ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ2枚、電灯2本、ｶｾｯﾄﾎﾞﾝﾍﾞ・ｺﾝﾛ・ﾅﾍﾞ・ﾔｶﾝ　各1
個、食器（紙皿、箸）、各種電池

取　組　状　況
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　　12　環境保全活動

<ため池の魚保護活動>
ため池整備工事の際、生息していた魚や貝などを保護し、
別のため池に移動させました。
外来種のブラックバスやブルーギルは放流ができないため、
別個に捕まえて近隣の小学校に教材として提供しました。

取　組　状　況
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1.環境関連法規等の遵守状況
当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

環境管理責任者 渡邊　昭太

廃棄物処理法 ・収集運搬業者及び処分業者との委託契約締結
・委託契約書の保管
・マニフェストの管理・保管（5年間）
・産業廃棄物保管場所への掲示版の設置
・産業廃棄物管理票交付等状況報告（毎年６月末まで）
・産業廃棄物多量排出者の処理計画及び実施状況報告
・産業廃棄物管理責任者の選任
・産業廃棄物処理委託先の現地確認（委託前及び1回/年）

リサイクル法 ・発生抑制（施工方法、資材選択）
・再利用、再生利用、再資源化努力
・再生資源利用計画書・実施書の作成
・再生資源利用促進計画書・実施書の作成

建設リサイクル法 ・発注者への計画等説明と完了報告
・分別解体
・再生資源等の促進
・再生資源の利用

建設廃棄物処理マニュアル ・マニフェストに基づく適正処理の実施

建設副産物適正処理推進要綱 ・発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備
・「再生資源利用、促進計画」の作製
・実施状況の記録保管

・排出ガス対策型であることの確認

騒音規制法 ・特定建設作業の実施の届出
・作業敷地境界にて85デシベル以下

振動規制法 ・特定建設作業の実施の届出
・作業敷地境界にて75デシベル以下

建設工事公衆災害防止対策要綱 ・付近住居者等への周知
・埋設物の確認、土留工の管理
・排水処理、地盤沈下等の処理
・塵芥、騒音防止の措置

グリーン購入法 ・環境物品等の購入に努める
・環境物品等に関する情報の提供

消防法 ・少量危険物の貯蔵・取扱管理記録

浄化槽法 ・浄化槽の適正管理

11条：法定点検
フロン排出抑制法

家電リサイクル法 ・家庭用エアコン、洗濯機、冷蔵庫の廃棄時に適正に管理

ＰＣリサイクル法 ・廃棄時に適正に管理

自動車リサイクル法 ・廃棄時に適正に管理

2.違反、訴訟等の有無
関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟も過去３年間ありませんでした。

地球温暖化対策の推進に関する
法律（温対法） ○

・国、地方自治体、事業者、国民が一体となり温湿効果ガ
スの排出抑制に努め国、地方公共団体の施策に協力す
ること。

○

○

○

【8.環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果
並びに違反、訴訟等の有無】

排出ガス対策型建設機械普及促
進規程

遵守状況法規制等の名称

○

適用内容・遵守事項

○

令和4年9月1日

○

○

浜松市産業廃棄物の適正な処理
に関する条例

静岡県生活環境の保全等に関す
る条例

10条：清掃(年１回、保守点検の実
施　2ヶ月に1回）

○

○

○

○

○

○

・業務用エアコンの簡易点検（年4回） ○

○

○

○

○

・騒音規制法及び振動規制法対象機器の上乗せ規制の
確認
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【9.代表者による全体の評価と見直しの結果】 作成

作成　 令和4年9月1日

確認 ：（必要に応じて評価・コメント記載）

1 エコアクション21文書 □ 「記録・文書」として作成しました。

2 環境目標及び目標達成状況 □ 継続して取り組みます

3 環境活動計画及び取り組み実施状況 □ 継続して取り組みます

4 環境関連法規要求一覧及び遵守状況 □ 「文書・記録」に記載の通りです。

5 外部コミュニケーション・対応記録 □

6 問題点の是正・予防措置の実施状況 □ 別途報告の通りです。「記録」

7 □ 特にありませんでした

8 その他（                                            ） □

株式会社　小松組
代表取締役　竹林　浩幸

見直し項目
変更の
必要性

1 環境方針 有・無

2 環境目標 有・無

3 環境活動計画 有・無

4 環境に関する組織 有・無

5 その他のシステム要素 有・無

6 その他（外部への対応） 有・無

　代表取締役として臨む2回目の審査の時期になりました。社会的な情勢の変化も
あり、物価高とコロナウイルス感染症の影響により、以前にも増して環境問題にも注
目が集まっているように思います。

　まず、二酸化炭素総排出量については総量ベースで見ると目標から大きく増加し
ているように見えますが、売上高ベースで計算すると目標をクリアしている項目がほ
とんどです。昨年度と比較すると、二酸化炭素総排出量に対して売上が落ちていて
パフォーマンスとしては少し劣る結果となりました。今一度社内で使用量の削減を
呼びかけ、知恵を出し合ってさらなる削減に取り組みます。

　来年の4月には我が社に取って久々となる、高校新卒の就職者が入社する予定
です。次世代の環境活動の活性化をもたらすよう、環境に対する考え方・これまで
の取り組みをしっかりと伝えるとともに、改めて社員ひとりひとりの意識を向上させる
べくエコアクション21を通じた取り組みを継続してまいります。

取引先、業界、関係行政機関、その他外部
動向

渡邊昭太

項    目

ステッカー等の標示や呼び掛けにより、周知さ
せることができた。

別途報告の通りです。「記録」

令和4年9月1日

　

１
・
見
直
し
関
連
情
報

２
・
代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

「有」の場合の指示事項等

始めたばかりでありこのままとする

継続して、ポスティングやステッカー等、環
境活動や社会貢献を周知させる。

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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