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１．組織の概要

【事業所名】 有限会社　大谷組

【代表者氏名】 代表取締役　尾﨑　充明

【所在地】

本　　　社 〒781-1511　高知県吾川郡仁淀川町寺村1837番地

資材倉庫 〒781-1517　高知県吾川郡仁淀川町葛原赤ハゲ1028番地

【環境管理責任者氏名及び担当者連絡先】

環境管理責任者氏名 片岡　俊仁

連絡先担当者 片岡　鈴香

連絡先 ＴＥＬ： 0889-35-1032

ＦＡＸ： 0889-35-1457

Ｅ－ｍａｉｌ：ootani20121001@yahoo.co.jp

【事業活動の内容】

建設業（主に治山工事・道路工事等の工事を行っています。）

○建設業許可

　許可番号

　許可年月日

　建設業の種類 土木工事業、とび・土工工事業、管工事業

舗装工事業、水道施設工事業、解体工事業

○産業廃棄物収集運搬業許可

　許可番号 高知県知事　０３９００１３２４６９

　許可年月日

　許可の有効年月日

　事業の区分 収集・運搬（積替え又は保管を除く）

　取り扱う 廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を含む。）、紙くず、木くず、繊維くず、

　産業廃棄物の種類 ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず（石綿含有産業

廃棄物を含む。）、がれき類（石綿含有産業廃棄物を含む。）

　車両保有台数

2ｔトラック：1台、軽ダンプ：2台

　産業廃棄物　　　　　　　

【事業規模】

設立年月日 １９６３年〔昭和３８年〕４月２６日

資本金 １，１００万円

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

完成工事高　　　　（売上高）　 15,655 20,444 11,468 14,391 15,079 17,642 22,969 9,126 19,128

　（万円）

従業員数　　　   　　　（名） 17 13 11 14 11 13 14 11 11

事業所延べ床面積　　（ｍ2 ） 161 161 161 161 161 161 161 161 161

837 837 837 837 837 837 837 837 837

会計年度 　６月　　～　５月

従業員数は、2022年１0月30日現在

自社分のみを対象。　

高知県知事許可（般－２）第５３３７号

平成28年12月9日

令和8年12月7日

資材倉庫延べ床面積　（ｍ2 ）

令和2年11月22日

4tダンプ：3台、2tダンプ：2台、4tユニック：1台、3tユニック：1台
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２．対象範囲、レポートの対象期間及び発行日

【対象範囲（認証・登録範囲）】

本　　　社 〒781-1511　高知県吾川郡仁淀川町寺村1837番地

資材倉庫 〒781-1517　高知県吾川郡仁淀川町葛原赤ハゲ1028番地

【レポートの対象期間】

【環境経営レポートの発行日】

【作成責任者】

環境管理責任者　

2022年10月30日

　　　片岡　俊仁

2021年６月１日～2022年５月３１日

有限会者　大谷組　　全社　（全活動・全社員）
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3.　環境経営方針

　私たち有限会社　大谷組は、社員一丸となって　この環境を守り次世代に引継いでいくために

≪伝統行事（秋葉祭り・池川神楽）が多く残り、ひょうたん桜・花桃・仁淀ブルーと自然豊かな町≫

仁淀川町で建設業を営む者として、地域環境に配慮し、環境負荷低減に努め、継続的な改善

による環境経営を推進します。

① 環境に配慮した工事を推進します。

② 重機・車両の燃料の使用量を削減し、CO２排出量の削減に取り組みます。

③

④ 節水による水資源の保全を行います。

⑤ 廃棄物排出量の削減・再生使用や分別を徹底して廃棄物の最小化に努めます。

⑥ グリーン購入を推進します。

⑦ 社会貢献活動（ボランティア）に積極的に参加します。

⑧ 環境関連法規等を遵守します。

⑨ 全社員に環境経営方針を周知し、社外に公表します。

⑩ 環境経営レポートの作成と公表をします。

⑪

⑫

高知県吾川郡仁淀川町寺村1837番地

　　　　有限会社　大　　谷　　組

　　　　代表取締役　　　尾﨑　充明　

環境経営理念

環境経営方針

事務所内等の使用電気を軽減し、CO₂排出量の削減に取り組みます。

施工にあたっては、生物多様性を配慮します。

2019年　5月31日　　改定

2021年　3月12日　　改定

SDGｓへの取組を推進します。 2011年　9月15日　　制定
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４．環境管理組織体制

代表取締役

尾﨑　充明

環境管理責任者

片岡　俊仁

環境事務局 工事部 資材倉庫　本社兼務

片岡　鈴香 片岡　俊仁 片岡　俊仁

資材担当者

片岡　聖裕

代表者 ・環境経営に関する統括責任

・環境経営システム実施に必要な人、設備、費用、時間、技能・技術者を準備

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員への周知

・環境経営レポートの承認

環境管理責任者

環境事務局

・環境関連の外部コミニュケーションの窓口

・環境経営レポートの作成、公開

工事現場責任者 ・環境方針の周知、従業員への環境教育訓練実施

・環境活動計画の実施、達成状況報告・緊急事態訓練の実施

・問題点の発見、是正、予防処置の実施

全従業員

各現場責任者

環境管理システム　役割・責任・権限表
役割・責任・権限

・環境管理責任者を任命

・環境経営目標、環境経営計画・環境管理組織体制を承認

・経営における課題とチャンスの明確化

・代表者による全体評価と見直し・指示

・環境経営システムを構築、実施、管理

・環境関連法規等の取りまとめ表を承認

・環境経営目標・環境経営計画・環境管理組織体制の確認

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの確認

・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

・決められた事を守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

・環境管理責任者の補佐

・環境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

・環境経営目標、環境経営計画・環境管理組織体制原案の作成

・環境活動の実績集計

・環境関連法規等の取りまとめ表の作成及最新版管理

・環境関連法規等の取りまとめ表に基づく遵守評価の実施
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５．環境活動への取組の全体概要

当社は、「２０17年版エコアクション２１ガイドライン」をもとに、環境負荷の自己チェックを行い

環境経営目標の達成状況を評価し、改善に取り組んでいます。

燃料35，895Ｌ

電力3，423ｋＷｈ

用水22㎥

生コンクリート1，959.65t

一般廃棄物排出量　0.022ｔ

再生砕石373.16t 産業廃棄物排出量　155.8t

売上高　19、128万円

治山工事、道路工事

有限会社大谷組の事業活動

工事件数28件

急傾斜地崩壊対策工事など

ＣＯ2 排出量　92，156ｋｇ－ＣＯ2

排水量　　22㎥　

　　燃料と電力が原因である。相乗り通勤をしているが遠方な現場が多く、燃料増加となった。

③産業廃棄物排出量は　工事内容によって大幅に変動する。今年は155.8ｔとなった。

④社会貢献活動としては、地元生活道等の草刈り・除雪・道路整備など行った。

⑤今後もエコアクション２１活動を継続的に取り組んでまいります。

2021年度のエコアクション２１への取組結果の概要

①今年度は工事件数２8件、売上高19,128万円となりました。　　

　主な工事としては林野庁四国森林管理局　（嶺北・愛媛・安芸森林管理署）　高知県発注の加枝急傾斜地崩壊対策工事などです。

②ＣＯ2排出量は昨年は72.8tであったので工事の関係上、本年は92.1tであった。

＜有限会社　大谷組　の物質フロー＞（2021年度）　
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基準年 2021年度
項　　目 単位 2013年度 目標

2013.6-2014.5 2021.6-2022.5
ガソリン使用量 （ℓ） 12,310 11,940

軽油使用量 （ℓ） 43,219 41,922

電力使用量 （ｋＷｈ） 2,221 2,154

灯油使用量 （ℓ） 396 384

ＣＯ2 排出量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 144,489 140,154

ＣＯ2 排出量（原単位） （ｋｇ－ＣＯ2/百万円 ） 923 895

用水使用量 （ｍ
3
 ） 21 20

一般廃棄物排出量 （ｋｇ） 19 18

産業廃棄物排出量 （ｔ） 89.68 86

産業廃棄物再資源化率　　 （％） 100 100

グリーン購入量 （％） 56 100

環境に配慮した工法等 （件） 32 全件

地域貢献活動 （回） 3 15

2013年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
実績（基準年） 目標（基準年の△3％） 目標（基準年の△4％） 目標（基準年の△5％） 目標（基準年の△6％）

ガソリン使用量 （ℓ） 12,310 11,940 11,817 11,695 11,571

軽油使用量 （ℓ） 43,219 41,922 41,490 41,058 40,625

電力使用量 （ｋＷｈ） 2,221 2,154 2,132 2,110 2,087

灯油使用量 （ℓ） 396 384 380 376 372

ＣＯ2 排出量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 144,489 140,154 138,709 137,265 135,819

ＣＯ2 排出量（原単位） （ｋｇ－ＣＯ2/百万円 ） 923 895 886 877 867

用水使用量 （ｍ
3
 ） 21 20 20 20 19

一般廃棄物排出量 （ｋｇ） 19 18 18 18 17

産業廃棄物排出量 （ｔ） 89.68 86 86 85 84

産業廃棄物再資源化率　　 （％） 100 100 100 100 100

グリーン購入量 （％） 56 100 100 100 100

環境に配慮した工法等 （件） 32 全件 全件 全件 全件

地域貢献活動 （回） 3 15 15 15 15

＊２．グリーン購入量のみ基準年2014年度。
＊３．グリーン購入量（％）＝グリーン購入金額/全購入金額×１００　

　　○環境負荷の少ない材料（リサイクル材、県産品等）の使用
　　○低騒音、排出ガス対策型重機の使用
　　○バリケード、工事看板、型枠への間伐材の使用
　　○濁水防止対策の実施

＊４．環境に配慮した工法件数（全受注工事について、適切に環境に配慮した工事を行う。）

＊１．電力のＣＯ2 排出量については、電気事業者別のＣＯ2 排出係数（平成26年度実績）
　　（平成27年11月30日公表）の四国電力の実排出係数（０．676 kg－ＣＯ2 ／ｋＷｈ）を使用した。

6.環境経営目標

（１）単年度：2021年度目標（2021.6-2022.5）

（２）中長期：2021年度～2024年度目標

項目 単位
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責任者

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ エコマーク・グリーン商品の購入を推進する。 現場代理人

○ 詰め替え商品の購入。 片岡　鈴香

○

○

○

○

○

○

○

7.環境経営計画
　　　２０２1年度：2021年6月1日～2022年5月31日

項　　目 活動内容・活動方法

ＣＯ2 排出量削減

燃料使用量削減

余計な荷物を積みっぱなしにしない。

排ガス対策型の建設機械を使用する。

急発進・急加速・急停車・空ふかしの抑制。

アイドリングストップの徹底。

現場までは、相乗りで移動する。

電力使用量削減

未使用時の照明等はこまめに切る。

片岡　鈴香長時間使用しないパソコン等は電源を切る。

ストーブ使用時は、時々送風を廻し暖かい空気を下に廻す。

片岡　俊仁

発生材等の再生利用化・排出量の削減・リサイクル化。

一般廃棄物

廃棄物分別の徹底。

片岡　鈴香ミスプリント用紙の裏面利用・封筒の再利用。

個人のゴミは、各自持ち帰る。

用水使用量削減 蛇口はこまめに閉める。
片岡　鈴香

（排水量削減） パッキンをチェックし、水漏れがないようにする。

廃棄物削減

産業廃棄物

廃棄物分別の徹底。

尾﨑　充明産業廃棄物の適正処理。

グリーン購入の促進

地域貢献活動

現場周辺の道路の清掃や草刈を行う。

尾﨑　充明ロードボランティアの参加。

地域清掃参加。

環境に配慮した工法

低騒音・排出ガス対策型重機の使用。

環境負荷の少ない材料（リサイクル材・県産品等）の使用。
現場代理人

間伐材の利用。（バリケード・工事看板・型枠等）

濁水防止対策。
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８．環境経営目標の実績

基準年
　　　　　　　項目 単位 2013年度

2013.6-2014.5

ガソリン使用量 （ℓ） 12,310

軽油使用量 （ℓ） 43,219

電力使用量 （ｋＷｈ） 2,221

灯油使用量 （ℓ） 396

ＣＯ2 排出量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 144,489

ＣＯ2 排出量（原単位） （ｋｇ－ＣＯ2/百万円 ） 923

用水使用量 （ｍ
3
 ） 21

一般廃棄物排出量 （ｋｇ） 19

産業廃棄物排出量 （ｔ） 89.68

産業廃棄物再資源化率　　 （％） 100

グリーン購入量 （％） 56

環境に配慮した工法等 （件） 32

地域貢献活動 （回） 3

＊２．グリーン購入量のみ基準年2014年度。

＊３．グリーン購入量（％）＝グリーン購入金額/全購入金額×１００　

　　○環境負荷の少ない材料（リサイクル材、県産品等）の使用

　　○低騒音、排出ガス対策型重機の使用

　　○バリケード、工事看板、型枠への間伐材の使用

　　○濁水防止対策の実施

＜環境目標活動結果の評価＞

　　ガソリン使用量に関しては、相乗り通勤ではあるが、現場の距離によって違ってくる。遠方の現場が多かった。

＊１．電力のＣＯ2 排出量については、電気事業者別のＣＯ2 排出係数（平成26年度実績）

＊５．達成率　：達成率＝（実績値／目標値）×１００　（％）　　　　（達成　○、　未達成　×で記載）

全件 28/28 100.0             〇

15 16                  

100 100                100.0             〇

　　（平成27年11月30日公表）の四国電力の実排出係数（0.676kg－ＣＯ2 ／ｋＷｈ）を使用した。

＊４．環境に配慮した工法件数（全受注工事について、適切に環境に配慮した工事を行う。）

86 94                  109.3             ×

106.7             〇

100 27.7               27.7               ×

53.7               〇

18 17                  94.4               〇

140,154 92,156            65.8               〇

20 19                  95.0               〇

895 481

2,154 3,423              158.9             ×

384 252                65.6               〇

2021.6-2022.5

11,940 13,057            109.4             ×

41,922 22,837            54.5               〇

　　産業廃棄物排出量に関しては、工事内容により排出量に変動がある。今年は道路工事の受注があり増加した。

　　電気使用量に関しては、猛暑でエアコン使用で増加した。

単年度目標 単年度実績
実績値/目標値

評価2021年度 2021年度
2021.6-2022.5 （％）
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９．　過去の排出量実績推移

単位 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

（ℓ） 12,310 11,558 12,217 10,679 9,478 12,550 20,057 15,247 13,057

（ℓ） 43,219 31,157 14,235 11,076 17,164 17,193 37,341 13,424 22,837

（ｋＷｈ） 2,221 2,113 2,078 2,354 2,482 2,760 2,977 3,206 3,423

（ℓ） 396 342 306 306 270 252 270 270 252

（ｋｇ－ＣＯ2 ） 144,489 110,879 67,888 56,214 69,400 76,749 145,556 72,847 92,156

（ｍ
3
 ） 21 20 17 19 18 20 19 19 19

一般廃棄物排出量 （ｋｇ） 19 18 19 15 14 15 17 17 17

産業廃棄物排出量 （ｔ） 89.68 304.55 112.47 260.10 162 308 43 94 94

（％） 100 100 100 99.83 92.30 96 100 100 27.7

（％） 2015年度より単位変更 64 73 81 81 93 100 100

環境に配慮した工法等（元請工事） （件） ３２／３２ 2５／２５ 27／２７ 2５／２５ 23/23 ２６／２６ 20／20 20／20 28／28

（回） 3 7 13 14 16 12 10 12 16

（万円） 15,655 20,444 11,468 14,391 15,079 17,642 22,969 9,126 19,128

売上高（万円）当りｋｇ-CO２排出量 （ｋｇ－ＣＯ2/万円 ） 9.23 5.42 5.92 3.91 4.60 4.35 6.34 7.98 4.80

＊電力のＣＯ2 排出係数は０．676 kg－ＣＯ2 ／ｋＷｈ）を使用。

電力使用量

灯油使用量

ＣＯ2 排出量

用水使用量

グリーン購入量

地域貢献活動

アメゴの放流

ガソリン使用量

軽油使用量

産業廃棄物再資源化率　　

売上高
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10.環境経営計画の取組結果とその評価

責任者 結果

○

○

ＣＯ2 排出量 ○

削減 ○

燃料使用量 ○

削減 ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 引き続き取組みたい。

○

○

現場代理人 適 ○ エコマーク・グリーン商品の購入を推進する。

片岡　鈴香 適 ○ 詰め替え商品の購入。

○

○

○

○

○

○

○

余計な荷物を積みっぱなしにしない。

排ガス対策型の建設機械を使用する。

軽油
適

急発進・急加速・急停車・空ふかしの抑制。

現場までは、相乗りで移動する。

アイドリングストップの徹底。

項　　目 活動内容・活動方法

産業廃棄物の適正処理。

LED電球（東側２ケ所・中央２ケ所）順次設置する。 本年全て設置できた。

評価と見直し

ガソリン

片岡　俊仁

適

猛暑に伴いエアコン等の使用時間が
電気・灯油 片岡　鈴香 適

未使用時の照明等はこまめに切る。

長時間使用しないパソコン等は電源を切る。

ストーブ使用時は、時々送風を廻し暖かい空気を下に廻す。

尾﨑　充明 適

廃棄物分別の徹底。

発生材等の再生利用化・排出量の削減・リサイクル化。

一般廃棄物 片岡　鈴香

ロードボランティアの参加。 　活動を行った。

ミスプリント用紙の裏面利用・封筒の再利用。 目標達成できた。

個人のゴミは、各自持ち帰る。

廃棄物分別の徹底。

蛇口はこまめに閉める。

間伐材の利用。（バリケード・工事看板・型枠等） 引き続き取組みたい。

パッキンをチェックし、水漏れがないようにする。

グリーン購入の促進
目標達成できた。

今後も促進する。

地域貢献活動 尾﨑　充明 適

現場周辺の道路の清掃や草刈を行う。

濁水防止対策。

地域清掃参加。

環境に配慮した工法 適

低騒音・排出ガス対策型重機の使用。

現場代理人
環境負荷の少ない材料（リサイクル材・県産品等）の使用。 目標達成できた。

引き続き取組みたい。

活動は取組めた。　

７か月間遠方の現場へ通勤した。

　ガソリン増となった。（相乗り乗車）

引き続き取組みたい。

活動は取組めた。

引き続き取組みたい。

道路工事でコンクリート塊が多かった。

引き続き取組みたい。

２０２1年度（２０２1年6月1日～2022年５月31日）

長かった。（特に８月）

事務所・現場周辺の清掃・除草

（排水量削減）

適

用水使用量削減
片岡　鈴香 適

廃棄物削減

産業廃棄物

10



１１．次年度の環境経営目標及び環境経営計画

　（1）　次年度の環境経営目標

　　　　　次年度の環境経営目標はP.6の記載の通りである。

　（2）　次年度の環境経営計画

責任者者

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 除去する樹木は最小限になるよう施工する。

○

○

○

○

○

○ エコマーク・グリーン商品の購入を推進する。 現場代理人

○ 詰め替え商品の購入。 片岡　鈴香

○

○

○

○

○

○

○

尾﨑　充明

環境に配慮した工法

一般廃棄物

廃棄物分別の徹底。

ミスプリント用紙の裏面利用・封筒の再利用。

個人のゴミは、各自持ち帰る。

廃棄物削減

地域貢献活動

パッキンをチェックし、水漏れがないようにする。

ロードボランティアの参加。

燃料使用量削減

電力使用量削減

急発進・急加速・急停車・空ふかしの抑制。

アイドリングストップの徹底。

現場までは、相乗りで移動する。

産業廃棄物の適正処理。（委託契約、マニフェスト発行・管理）

廃棄物分別の徹底。

現場周辺の道路の清掃や草刈を行う。

産業廃棄物

用水使用量削減

（排水量削減）

グリーン購入の促進

蛇口はこまめに閉める。

発生したコンクリート魂、AS・CO魂、木材はリサイクル業者に委託する。

濁水防止対策。

低騒音・排出ガス対策型重機の使用。

現場代理人

尾﨑　充明

項　　目

ＣＯ2 排出量削減

長時間使用しないパソコン等は電源を切る。

ストーブ使用時は、時々送風を廻し暖かい空気を下に廻す。

活動内容・活動方法

余計な荷物を積みっぱなしにしない。

２０２2年度（2022年6月1日～２０２3年5月31日）

地域清掃参加。

片岡　鈴香

未使用時の照明等はこまめに切る。

環境負荷の少ない材料（リサイクル材・県産品等）の使用。

間伐材の利用。（バリケード・工事看板・型枠等）

排ガス対策型の建設機械を使用する。

片岡　鈴香

片岡　俊仁

片岡　鈴香
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１２．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

（環境関係法規）

法規名 適用条項 具体的内容 担当者 遵守

状況

廃棄の処理及び清掃に関する 第３条 ○事業者の責務

法律 事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において

適正に処理

第１２条 ○産業廃棄物の事業者の処理

産業廃棄物の委託契約

第１２条の ○多量排出事業者（年間１，０００ｔ以上）

１０、１１項 の計画の都道府県知事への提出・報告

第１２条の三 ○産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付

第１２条の三 ○マニフェスト交付状況報告書の作成及び都道府県知事

７項 （高知県知事）への提出

第１４条 ○産業廃棄物収集運搬業の都道府県知事の許可

（５年毎に更新）

第１４条の一 ○産業廃棄物処理基準による収集運搬、処分、表示

１２項 書面備付義務

規則第８条 ○保管場所の表示

見易い箇所に掲示板を設置

（縦６０ｃｍ以上×横６０ｃｍ以上）

資源の有効な利用の促進に 第４条 ○土砂、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木材

関する法律 等の減量化及びリサイクル

（リサイクル法）

建設工事に係る資材の再資源化 第５条 〇建設資材廃棄物の発生抑制、分別解体等及び建設

等に関する法律 資材廃棄物の再資源化等費用の低減努力

（建設リサイクル法） 〇建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を

使用する努力

第９条 〇分別解体等の実施

第１０条 　解体：床面積８０ｍ2 以上

　新築・増築：床面積５００ｍ2 以上

〇対象建設工事は７日前までに都道府県知事に届出

騒音規制法 第５条 ○騒音規制基準の遵守

第１４条 ○特定建設作業の実施の届出

（建設作業開始７日前までに市町村長に届出）

振動規制法 第５条 ○振動規制基準の遵守

第１４条 ○特定建設作業の実施の届出

（建設作業開始７日前までに市町村長に届出）

消防法 第１０条 ○指定数量以上の危険物貯蔵の消防長への許可

第１石油類 ｶﾞｿﾘﾝ：200ℓ

第２石油類 灯油、軽油：1,000ℓ

第３石油類 重油：2,000ℓ

第４石油類 潤滑油：6,000ℓ

ｷﾞﾔ油、ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ、ﾏｼﾝ油

第３１条 ○少量物危険物貯蔵の消防署への届出

（指定数量の１／５以上指定数量未満の危険物貯蔵）

尾﨑　充明 〇

浄化槽法 第５条 ○浄化槽設置届出書を所轄保健所に提出

　　（浄化槽設置工事）

大気汚染防止法 第18条17.1 解体等工事の受注者は、特定工事に該当するかの調査

を行うとともに、発注者に対し当該調査の結果について

書面を交付して工事開始までに説明すること。

第65条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他で作業場

第65条2 で政令21条に定めるものについては作業環境測定を行い

記録すること。

第88条 建設業に属する事業者は、特に大規模な仕事の場合は

その計画を開始の日30日前までに、労働基準監督署長

に届け出ること。

高知県環境基本条例 第６条 ○事業者の責務

公害防止、自然環境保全、廃棄物の適正処理

高知県清流保全条例 第２条 ○事業者の清流保全の努力

仁淀川町環境条例 第１１７条 ○事業者の責務

仁淀川町の河川、森林、環境等の再生に関する条例

（２）環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

　2021年　６月　１日より　2022年　５月　３１日まで、環境関連法規等への違反、訴訟及び外部からの苦情・要望等はありませんでした。　又　過去３年間違反、訴訟はありません。

有効期限R.８年12月

各現場で実施

○各現場で実施

各現場で実施 尾﨑　充明 ○

○

尾﨑　充明 ○

(確認日　2022.10.7）
点検頻度

測定時期

各現場で実施 尾﨑　充明 ○

○

年１回

毎年６月末

○

尾﨑　充明

尾﨑　充明

廃棄物排出時

尾﨑　充明

各現場で実施 尾﨑　充明

各現場で実施 尾﨑　充明 ○

各現場で実施 尾﨑　充明 ○

一年間該当なし 尾﨑　充明 ○

各現場で実施 片岡　俊仁 ○

各現場で実施 片岡　俊仁 ○

各現場で実施 片岡　俊仁 ○

各現場で実施 片岡　俊仁 ○

フロン排出抑制法 第1種特定製品についての点検 ３か月ごと点検

一年間該当なし 尾﨑　充明 ○

一年間該当なし 尾﨑　充明 ○

労働安全衛生法 各現場で実施 尾﨑　充明 ○

各現場で実施 尾﨑　充明 ○

各現場で実施 尾﨑　充明 ○

各現場で実施 尾﨑　充明 ○
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作成年月日

代表者

13.　代表者による全体評価と見直し・指示
■定期見直し

□臨時見直し

見直しに必要な情報 代表者による見直し

環境管理責任者の報告及び改善提案 変更の必要性の有無・指示事項

【取組状況の評価結果】 【環境経営方針】

①環境関連法規制等の遵守状況 変更の必要性： □有 ■無

　　　環境関連法規等への違反、訴訟はありませんでした。 引き続き環境経営方針に沿って活動を継続させること。

②問題点の是正処置及び予防処置の状況

　　　問題点の発生はありませんでした。

③前回までの代表者の指示事項への対応

　　　問題ありませんでした。

＜改善提案＞ 【環境経営目標・環境経営計画】

変更の必要性： □有 ■無

社員全員で現状の活動をさらに徹底していくこと。

【環境経営目標・環境経営計画の達成状況】

工事場所・内容によって目標達成が難しいとされる項目があるが、

目標項目 目標値 環境経営計画 コメント

達成状況 取組状況 （目標値、活動計画に対するコメント）

ガ ソ リ ン 使 用 量 × ○ 車輌の燃料節約を継続すること。 コロナ対策として　換気をしつつ　事務所内の温度管理をする。

軽 油 使 用 量 ○ ○ 現状の活動を更に徹底する事。

電 力 使 用 量 × ○ 猛暑でエアコン使用した。

灯 油 使 用 量 ○ ○ 現状の活動を更に徹底する事。

Ｃ Ｏ 2 排 出 量 ○ ○ 現状の活動を更に徹底する事。

用 水 使 用 量 ○ ○ 現状の活動を更に徹底する事。 【実施体制】
一 般 廃 棄 物 排 出 量 ○ ○ 現状の活動を更に徹底する事。 変更の必要性： □有 ■無
産 業 廃 棄 物 排 出 量 × ○ 道路工事によるコンクリート塊発生。

産業廃棄物再資源化率 ○ ○ 現状の活動を更に徹底する事。

グ リ ー ン 購 入 量 ○ ○ 現状の活動を更に徹底する事。

環 境 に 配 慮 し た 工 法 ○ ○ 現状の活動を更に徹底する事。

地 域 貢 献 活 動 ○ ○ 現状の活動を更に徹底する事。

＜改善提案＞

【周囲の変化の状況】

①外部コミユニケーション記録より 【総括】

　苦情・要望はありませんでした。

工事場所・工事内容に捉われず、環境活動に取り組むことができた。

②環境関連法規制等の動向他

　特に変更なし。

＜改善提案＞

代表者が自ら得た情報 環境経営方針・環境経営目標・環境経営計画は変更せず、

　引き続き取り組んでいく。エコアクション２１はシステムとして有効である。

　活動内容は取り組めている。

事故はあってはならないので、もう一度　初心に戻り　再確認すること。

2022年10月7日

尾﨑　充明
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１４．その他の取組

環境イベント支援

実施年月

2021年11月

2021年9月

2021年11月

　　　　　地元対策　

高知県森と緑の会

高知県建設業協会　ロードボランティア

（四国林業土木協会）

　　　　エコアクション２１中央事務局より感謝状を頂きました

　　ロードボランティア

支援イベント名

社会貢献の森（千ケ谷国有林）
2021年6月

交通エコポイント活用社会還元事業
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