
エコアクション２１

環 境 経 営 レ ポ ー ト
（ 第12回 ）

2021年　6月　～　2022年　5月

作成日 　2022年　7月　31日

タイヨウ鉄工建設株式会社



1



取組の対象組織・活動

●組織の概要

　１）名称及び代表者

タイヨウ鉄工建設株式会社 代表取締役　大久保　洋子

　２）所在地

本社／工場・倉庫

建設事業部 〒770-8001　　徳島市津田海岸町２番９４号

工場

鉄工事業部 〒770-0942　　徳島市昭和町８丁目７番地

　３）環境管理責任者及び担当者連絡先

環境管理責任者 大久保　洋子 TEL 　088-662-0880

エコ２１担当者 奥村　理恵 FAX　088-653-1304

　４）事業の内容

橋梁・水門、交通安全施設等の維持修繕

認可番号 ： 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、

許可業種 ： ほ装工事業、しゅんせつ工事業、機械器具設置工事業、

水道施設工事業、塗装工事業、管工事業

　５）事業規模

規    模 単位 2018年
（基準年度）

2019年 2020年 2021年

売　上　高 百万 365 338 628 403

従　業　員 人 14 15 15 14

建設事業部

事務所床面積 ㎡ 589 589 589 589

工場床面積 ㎡ 534 534 534 534

倉庫床面積 ㎡ 26 26 26 26

鉄工事業部

事務所床面積 ㎡ 417 417 417 417

工場床面積 ㎡ 1,045 1,045 1,045 1,045

　６）事業年度

2021年6月1日  ～  2022年5月31日

●認証・登録の対象組織・活動

対象組織名：タイヨウ鉄工建設株式会社　本社・工場・倉庫、工場

活動範囲：土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、

　　　　　　　ほ装工事業、しゅんせつ工事業、機械器具設置工事業、

　　　　　　　水道施設工事業、塗装工事業、管工事業
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     ●実施体制の構築

組織図

社　　長
大久保　洋子

社長

環境管理責任者

エコ担当者

部門長

（現場責任者）

全社員 　・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

　・自部門における問題点の発見、是正、予防処置の実施

　・環境経営システムの構築、実施、管理

　・環境経営の実績集計

　・環境経営レポートの作成

　・決められたことを守り、自主的・積極的に環境経営への参加

　・環境経営目標・環境経営計画書を承認

　・自部門における環境経営方針・環境経営計画の周知

　・環境経営に関する統括責任

　・環境への負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施

本社／工場・倉庫

　・経営資源（人、もの、資金、情報等）の用意

　・各自の役割、責任及び権限を定め全従業員に周知

　・自部門における環境関連法規等の周知

役割・責任・権限

　・環境関連法規等取りまとめの作成

　・自部門における手順書作成及び運用管理

環境管理責任者
大久保　洋子

エコ２１担当者
奥村　理恵

　・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

工　場

鉄工事業部
（現場含む）

建設事業部
（現場含む）
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作成日 2022年 7月 31日
●環境経営目標 作成者 奥村　理恵

2021年 2022年 2023年
目　　標 目　　標 目　　標

基準比1.5％削減 基準比2.0％削減 基準比2.5％削減

二酸化炭素排出量 （kg-CO2/年） 42366.7 41731.0 41519.0 41308.0

鉄工 52998 52203 51938 51673

建設 12353 12168 12106 12044

ガソリン （L/年） 2626.8 2587.4 2574.3 2561.1

軽油 （L/年） 4196.7 4133.7 4112.8 4091.8

灯油 （L/年） 218.0 214.7 213.6 212.6

液化石油ガス（m3/年） 建設 1.4 1.4 1.4 1.4

一般廃棄物 （kg/年） 507 499 497 494

産業廃棄物 （kg/年） 24445 24078 23956 23834

鉄工 89 88 87 87

建設 108 106 106 105

化学物質の使用量把握 （回/年） 4 4 4 4

グリーン購入 （品/年） 2 3 3 3

製品への配慮（現地測量） （工事物件毎） 全工事 全工事 全工事 全工事

社会貢献活動（清掃活動） （回/年） 5 4 4 4

　　※二酸化炭素排出係数 ： 0.528（ 2018年度四国電力排出係数 ）
　　※二酸化炭素排出係数 ： 0.439（ 2018年度エバーグリーン排出係数 ）

●１年の環境経営目標とその実績　　　（期間：2021年6月 ～ 2022年5月）
１年の目標は2018年6月～2019年5月実績の1.5％削減とした。

二酸化炭素排出量 （kg-CO2/年） 41731 62137 67

鉄工 52203 60842 86

建設 12168 15494 79

ガソリン （L/年） 2587.4 2608.4 99

軽油 （L/年） 4133.7 7376.0 56

灯油 （L/年） 214.7 10.0 100

液化石油ガス（m3/年） 建設 1.4 1.8 78

一般廃棄物 （kg/年） 499 640 78

産業廃棄物 （kg/年） 24078 13029 185

鉄工 88 108 81

建設 106 112 95

化学物質の使用量把握 （回/年） 4 4 100

グリーン購入 （品/年） 3 3 100

製品への配慮（現地測量） （工事物件毎） 全工事 全工事 100

社会貢献活動（清掃活動） （回/年） 4 4 100

　　※二酸化炭素排出係数 ： 0.528（ 2018年度四国電力排出係数 ）
　　※二酸化炭素排出係数 ： 0.439（ 2018年度エバーグリーン排出係数 ）
　注：現場事務所を設置するような大規模な工事は無く、自社内が現場事務所に相当するので
　　　 環境目標は事務所と現場を同時に記載する。

電力使用量 （kWh/年）

燃料使用量

廃棄物

水使用量 （m3/年）

廃棄物

水使用量 （m3/年）

目　　標 実　　績
評　　価

（達成率(%)）
項　　　　　　目

2018年度

項　　　　　　目

電力使用量 （kWh/年）

実績（基準値）

燃料使用量
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●2021年度環境経営計画・取組結果、次年度の取組内容

　　　　( 2021年6月 ～　2022年5月)

電力使用量

 ・節電シールの貼り付け

 ・昼休みの消灯、不在箇所の消灯

 ・エアコン設定温度

　（冷房２６℃、暖房２２℃）

 ・パソコンのオートオフ

 ・作業予定の共有による残業時間の削減

燃料使用量

 ・定期的な整備

 ・アイドリングストップ

 ・急加速・急停車の防止

 ・不要物の積載禁止 次年度も継続的に実施

廃棄物排出量の削減

・ミスプリントの裏面活用

・ゴミ分別廃棄の徹底

・鋼材残材のリサイクル

　　・梱包材を再利用する

総排水量の削減

・節水シールの貼り付け

・定期的な漏水チェック

・常時、節水を心掛ける

化学物質の使用量の把握

・商品の化学物質についてまとめる

　　　（４回／年） 次年度も継続的に実施

グリーン購入

・使用する資材、事務用品等の

　購入時にエコマーク商品を推奨 次年度も継続的に実施

製品への環境配慮

・現地測量の精度向上と適正な材料購入

次年度も継続的に実施

社会貢献活動

・地域の清掃美化活動をする

　　　（４回／年） 次年度は、実施時期を検討する

少量ながら化学物質の使用量の把握ができ
ており、保管状況も良い

目標値 全工事　実績値 全工事　 (100％)

目標値4　実績値4　 (80％)

使用する資材については、まだまだ考慮す
る必要がある

現地測量をすることにより、在庫の使用や適
正な材料購入が出来ている

社員の協力のもと清掃美化活動の回数が確
保できた。

評　　価
（次年度の取組を含む）

今年の夏季は猛暑日が続き、電力の使用数
量が多くなったため達成率がやや低いが、
一年を通しての実績値を見ると、節電を心が
けているとうかがえる。

目標値4　実績値4　 (100％)

産業廃棄物　目標値24078kg　 実績値13029g　(185％)

灯油　　 目標値214.7L　　　実績値10.0L　(100％)

建設　目標値106m3　　実績値112m3　 (95％)

鉄工　目標値88m3　 　実績値108m3　(81％)

次年度も継続的に実施

ガソリン　目標値2587.4L　　実績値2608.4L　(99％)

一般廃棄物については、やはり現場作業が
多くなる1月から3月に廃棄物が多くなった
が、段ボールの処理はリサイクルしていると
確認した。
産業廃棄物は、今年度も現場において適切
に処理されていた。

次年度も継続的に実施

建設　液化ガス　目標値1.4m3　実績値1.8m3　(78％)

軽油　　 目標値4133.7L　　実績値7376.0L　(56％)

目今年は特に軽油の使用数量が増加し、3
年連続で目標値には及ばなかった。車両の
種類や稼働率に応じてガソリン又は軽油の
数量が増減しているためと考えられる。使用
車両の適正配置、相乗りを意識して活動して
欲しい。

ガス使用量については、例年通りの実績値
でありほぼ達成している。

節水の意識が浸透しており、連続して目標
値を達成している。

次年度も継続的に実施

一般廃棄物　目標値499kg　  　実績値640ｋｇ　(78％)

目標値3　実績値3　 (100％)

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減

達　　成　　状　　況
取　　組　　項　　目

目標値及び実績値　　（　）は達成率

鉄工　目標値52203kWh　　実績値60842kWh　(86％)

建設　目標値12168kWh　　実績値15494kWh　(79％)
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     ●環境関連法規制等の遵守状況

法的義務を受ける主な環境関連法規制等は次の通りである。

法令又は条例 適用される事項 順守状況の確認

廃棄物処理法 一般廃棄物及び産業廃棄物の保管、運搬・処分の

委託、管理票（マニフェスト）の運用

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

再生資源利用省令 指定建設資材と再生資源の利用量の把握等による

計画の作成と実施記録の保存

建設リサイクル法 発注者への書面による計画等説明・工事着手する

日の７日前までに必要事項を都道府県知事に届出・ ○

発注者へ書面による完了報告

騒音規制法 杭打ち機、びょう打機、削岩機、空気圧縮機等を

使用する作業

振動規制法 杭打ち機、くい抜き機、ブレーカー、舗装破砕機

を使用する作業

オフロード法 建設機械を所有・使用する際

基準適合表示のある建設機械を使用等

消防法 アセチレンガス等の取扱い

火気の使用

浄化槽法 浄化槽の設置の届出

徳島県・徳島市の 条例に従う

各条例

グリーン購入法 物品を購入する際、環境を考慮し必要性をよく考え

環境への負荷ができるだけ少ないものを選ぶ

　環境関連法規制等の順守状況の定期評価の結果、環境法規制等の逸脱はありませんでした。

　また、過去３年間にわたって違反や訴訟もありませんでした。

     ●代表者による全体の評価と見直し

　今年度は、取り組み項目により目標達成率が高い取り組みと低い取り組みが混在していた。

特に車両の燃料使用量に関しては、削減活動の継続性をうかがえるも一年を通しての数値が予測

できず、目標値を達成することが難しい。

　次年度は、社員同士での声掛け等、日々の行動を意識し、環境経営活動を実施して欲しい。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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