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● 道路改良工事、道路及び、河川災害復旧工事等一般土木工事
●

○

○

○ 土木工事業、とび・土工工事業、ほ装工事業、造園工事業

建築工事業、管工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業

解体工事業

●

○ 許可番号：高知県知事許可　第03900073507号

○ 許可年月日：令和2年11月9日

〇 取り扱い産業廃棄物
廃ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ類（石綿含有産業廃棄物を含む）、紙くず、木くず、ｺﾞﾑくず、金属くず
ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘ-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含む）
＊積み替え保管なし積替え保管なし

事業年度   ：令和3年　6月　1日から令和4年　5月31日

1 ． 組織の概要

[事業所名]　　　岡鉄建設　有限会社

[代表者名]　　　代表取締役　岡本浩昭

[所在地]　 〒787-0801 （本 社）高知県幡多郡三原村柚ノ木785番地2
（倉 庫）高知県幡多郡三原村柚ノ木815番地

〒787-0814 （資材置場）高知県幡多郡三原村広野452番地
[環境管理責任者]

環境管理責任者氏名　：　　代表取締役　　岡本浩昭

連絡先担当者　　　　　 ：　  環境事務局　　岡本直美

連絡先 TEL  ：0880-46-2450
FAX  ：0880-46-3050

E-mail  ：t-ｏｋａｔｅｔｓｕ＠agate.plala.or.jp

[事業内容]

土木工事業 一般建設業の許可の内容

高知県知事許可 （般-2）第　5214　号

許可の有効期限　令和2年6月27日から令和7年6月26日まで

建設業の種類

産業廃棄物収集運搬許可の内容（自社施工分を対象）

設立年月日：昭和　31年　１月　23日

資本金　    ：500万円

売上高　　　：  81百万円（令和4年5月31日現在）

本社　　：
敷地面積 61.27㎡
建築延べ床面積 61.27㎡

倉庫　　：
敷地面積 291.57㎡
建築延べ床面積 291.57㎡

資材置場： 敷地面積 2,629㎡

従業員数   ：7名
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[過去事業規模推移]

本社
敷地面積 ㎡ 61.27
建築延べ面積 ㎡ 61.27

倉庫
敷地面積 ㎡ 291.57

平成23年～令和3年、変動なし
建築延べ面積 ㎡ 291.57

資材置場 敷地面積 ㎡ 2,629.00

項目
単
位

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

売上高 百万円 105 119 99 75

従業員数 人 9 9 9 9

項目
単
位

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

売上高 百万円 108 164 107 71

従業員数 人 9 8 7 7

項目
単
位

令和元年度 令和2年度 令和3年度

売上高 百万円 120 72 81

従業員数 人 7 6 7
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岡鉄建設　有限会社 全社・全活動・全従業員

令和4年7月15日

[環境経営レポ－トの次回発行予定日]　　　

令和5年7月予定　

[作成責任者]　　　

環境管理責任者　　：　岡本浩昭
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（倉 庫）高知県幡多郡三原村柚ノ木815番地
〒787-0814 （資材置場）高知県幡多郡三原村広野452番地

[環境経営レポートの対象期間]　　　

令和3年 6月～令和4年 5月

[環境経営レポートの発行日]　　　

2 . 対象範囲、レポートの対象期間及び発行日

[対象範囲]　　　

〒787-0801 （本 社）高知県幡多郡三原村柚ノ木785番地2



　自然豊かな高知県三原村の山間に位置する岡鉄建設（有）は、土木工事を主体と

1 ．

2 ．

3 ．

4 ． 事務用品及び調達資材のグリーン購入を推進します。

5 ． 環境に配慮した工事を実施します。

6 ．

7 ．

8 ．

9 . 環境経営レポートは外部公表します。

. 社会貢献活動を推進します。

. 生物多様性を配慮します。

. SDGｓへの取組みを推進します。

2 3 年 9 月 1 日
3 年 5 月 1 日

3 ．

[環境理念]

平成

した事業活動を行っています。
事業活動が与える環境への影響を認識し、この自然豊かな三原村の環境を後世に
残せるよう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ていきます。

建設工事において、環境に与える影響を低減するために、下記の方針に基づき環境

環境経営方針
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　岡鉄建設　有限会社

岡本　浩昭

ロードボランティア活動（ゴミ拾い・草刈）を推進します。

環境関連法規及び条例等を遵守します。

環境経営方針は、広く従業員に周知徹底します。

改定日 令和

代表取締役

[基本方針]

負荷の少ない事業活動を行います。

電力、自動車及び重機燃料の消費に伴う二酸化炭素排出量の削減に努めます。

事務所での水使用量の削減により排水量の削減に努めます。

10

建設資材の省資源、廃棄物の3R（削減、再使用、再生利用）の推進に努めます。

11

12



・ 環境経営に関する統括責任
・
・ 環境管理責任者を任命
・ 経営における課題とチャンスの明確化

（代表取締役） ・ 環境経営方針の策定・見直し指示及び全従業員へ周知
・ 環境経営目標・環境経営計画を承認
・ 代表者による全体の評価と見直し指示を実施
・ 環境経営レポートの承認
・ 代表者による実施体制の承認
・ 環境経営システムの構築、実施、管理
・ 環境関連法規等のとりまとめ表を承認
・ 環境経営目標・環境経営計画を確認

環境管理責任者 ・ 環境経営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
・ 倉庫の管理
・ 資材置場の管理
・ 環境責任者による実施体制の確認
・ 環境管理責任者の補佐
・ 環境への負荷のチェック及び環境への取組の自己チェックの実施

環境事務局 ・ 環境関連法規等のとりまとめ表の作成
・ 環境関連法規等のとりまとめ表に基づく遵守評価の実施
・ 環境経営活動の取組結果を代表者へ報告実績集計
・ 環境経営レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局へ送付）
・ 現場における環境経営システムの実施

現場責任者 ・ 現場における環境経営方針の周知
・ 現場の従業員に教育訓練の実施
・ 現場の問題点の発見、是正、予防処置
・ 環境経営方針の理解と環境への取組の重要性を自覚

全従業員 ・ 決められた事を守り、自主的、積極的に環境経営活動への参加

4 ． 実施体制

代　表　者
代表取締役　岡本浩昭

倉庫の管理 資材置場の管理

環境管理責任者 環境管理責任者 環境管理責任者
代表取締役　岡本浩昭 代表取締役　岡本浩昭 代表取締役　岡本浩昭

環境事務局
　岡本直美

現場責任者
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岡本　初

全従業員

環境管理システム　　　　役割　・　責任　・　権限表

役割　・　責任　・　権限
代表者

環境経営システムの実施に必要な、人、設備、費用、時間、技能、技術、を準備



※３．基準年度の数値は(H28,H29,H30)の3年平均とする。

5 ． 環境経営目標
＜総量目標＞

（１） 単年度目標

項　　　　　　　　　　目
基準年（3年平均）

R3年度
R.3. 6～R.4. 5

H.28. 6～H.30. 5 目標

燃料使用量
灯油

(ℓ）
2,348 2,170

ガソリン 5,658 5,009
軽油 10,891 10,567

電力使用量 （ｋWｈ） 12,390 11,163
CO2排出量 （ｋｇ-CO2) 55,361 51,762
用水使用量 ( m3 ) 21.0 11.0
産業廃棄物排出量 (t) 458 419
産業廃棄物再資源化率 （%） 100 100.00
一般廃棄物排出量 (t) 0.11 0.055
一般廃棄物再資源化率 (%) 85 92.00
グリ－ン購入量 （%） ― 100
環境負荷の少ない工事件数 件数 11 対象工事全件数
ﾛ-ﾄﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 回 10 10
環境教育 回 12 12
※グリ－ン購入は(ｴｺ商品数／全商品数）×100（％）（事務用品を対象とする。）
※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28年12月27日公表）の四国電力の調整後排出係数0.669（ｋｇ-CO2/ｋWｈ）を使用した。
※２．環境負荷の少ない工事件数
　・低騒音・排出ガス対策型重機使用。
　・環境負荷の少ない材料（リサイクル材、県産品等）の使用。
　・沈砂池等の設置による濁水防止、水中ポンプ使用による濁水防止。

（２） 中長期目標

項　　　　　　　　　　目

基準年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度
H28.6～
H30.5

R3.6～R4.5 R4.6～R5.5 R5.6～R6.5 R6.6～R7.5 R7.6～R8.5

実績
目標 目標 目標 目標 目標

（3年平均）

燃料使用量
灯油

(ℓ）
2,348 2,170 2,148

軽油 10,891 10,567 10,461

2,126 2,105 2,084
ガソリン 5,658 5,009 4,958 4,908 4,859 4,810

10,357 10,253 10,150
電力使用量 （ｋWｈ） 12,390 11,163 11,051 10,940 10,831 10,723
CO2排出量 （ｋｇ-CO2) 55,361 51,762 51,244 50,730 50,223 49,721
用水使用量 ( m3 ) 21.0 11.0 10.0 9.0 8.9 8.8
産業廃棄物排出量 (t) 458 419 414 409 405 401
産業廃棄物再資源化率 （%） 100 100 100 100 100 100
一般廃棄物排出量 (t) 0.11 0.055 0.050 0.045 0.040 0.039
一般廃棄物再資源化率 （%） 85 92 93 93 93 93
グリ－ン購入量 (%) ― 100 100 100 100 100
環境負荷の少ない工事件数 件数 11 対象工事全件数 対象工事全件数 対象工事全件数 対象工事全件数 対象工事全件数

ﾛ-ﾄﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 回 10 10 10 10 10 10
環境教育 回 12 12 12 12

- 6 -

12 12



6 ．環境経営計画

令和3年6月1日～令和4年5月31日

項　　　　　目 活　動　内　容 責任者 期間

灯油

事務所でのストーブの使用後は、消し忘れがないよう
退出時は必ずチェックする。現場での凍結防止時の
ボイラ－の使用は必要最小限に。

現場責任者 12月～3月

ガソ
リン

全社員にアイドリングストップ（こまめにエンジン停
止）、エコ安全ドライブ、法定速度の厳守の徹底。 現場責任者 年間

軽油
全社員に重機類の始業前点検、アイドリングストップ
（こまめにエンジン停止）、法定速度の厳守の徹底。 現場責任者 年間

電力使用量削減

晴天日は、事務所の窓を開け温度調整を行う。 岡本直美 年間

エアコンの適切な温度設定とフィルターの清掃。
岡本直美

夏　７月～９月

夏場28°C（但し熱中症注意）冬場20°C 冬　12月～3月

不在時、夜間、休日の消灯、内業終了時消灯見回り。 岡本直美 年間

倉庫の電灯をLEDに交換。 岡本直美 適宜

用水使用量削減 簡易水道水より自然水を使用。
現場責任者 年間

（排水量削減）

CO2排出

量削減

燃料使用量
削減

廃棄物
排出量
削減

産業廃棄物
現場でのゴミの持ち帰りと分別の徹底。 現場責任者 受注期間

Co殻、As殻の再資源化。 岡本直美 受注期間

一般廃棄物
両面コピーの推進。 岡本直美 年間

印刷済みコピ-用紙の裏紙使用の実施。 現場責任者 年間

グリーン購入（事務用品） エコマーク、グリーンマーク商品の購入推進。 岡本直美 年間

リサイクル製品の使用推進。 岡本直美 年間

環境負荷の少ない工事実施 低騒音・排出ガス対策型重機使用。

岡本　初 受注期間

環境負荷の少ない材料（リサイクル材、県産品等）の
使用。

沈砂池等の設置による濁水防止、水中ポンプ使用に
よる濁水防止。
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地域貢献活動 ロードボランティア活動。 岡本　初 年間

環境教育 毎月環境教育を実施。 岡本　初 年間



基準年 単年度目標 単年度実績 実績値/目標値 評価
3年平均 R3年度 R3年度 達成率

H28. 6～H30. 5 R3. 6～R4. 5 R3. 6～R4. 5 （％）
灯油 (ℓ） 2,348 2,170 1,707 78.66% 〇

ガソリン (ℓ） 5,658 5,009 3,321 66.30% 〇
軽油 (ℓ） 10,891 10,567 7,945 75.19% 〇

（ｋWｈ） 12,390 11,163 11,242 100.70% ×
（ｋｇ-ＣＯ2) 55,361 51,762 39,976 77.23% 〇

(m3) 21.0 11.0 12.0 109.09% ×
(t) 458 419 91 21.72% 〇

（％） 100 100 100 達成 〇
(t) 0.11 0.055 0.024 43.63% 〇

（％） 85 92 50 未達成 ×
（％） ― 100 100 ― 〇
件 11 対象工事全件数 10件/10件 100% 〇
回 10 10 10 100% 〇
回 12 12 12 100% 〇

CO2排出量5ヶ年実績推移

H２８年度 H３0年度 R元年度 R2年度 R3年度

164 77 120 72 81
56 55 52 47 39

0.34 0.71 0.43 0.65 0.48
［原因分析］

本年度実績

単位　項　　　　目

燃料使用量

電力使用量
ＣＯ2排出量
用水使用量
産業廃棄物排出量
産業廃棄物再資源化率
一般廃棄物排出量
一般廃棄物再資源化率
グリ－ン購入量
環境負荷の少ない工事件数
ロードボランティア活動
環境教育

＊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28年12月27日公表）

　　　の四国電力の調整後排出係数0.669（kg－ＣＯ2 ／ｋWｈ）を使用した。

＊２．環境負荷の少ない工事件数
　　　　 河川工事等において、水中ﾎﾟﾝﾌﾟの使用又は、沈砂池の設置により濁水の発生を軽減する工事等
　　及び環境にやさしい資材の使用(再生砕石の使用）。
＊３．達成率：達成率＝（実績値／目標値）×１００　（％）
＊４．評価：達成　○、　不十分　△　、未達成　×　

※燃料使用量は、村内での仕事が多く減となったが、油断する事なく取り組みが必要。

※電気使用量が増となった、この夏の異常な暑さ故、事務所でのエアコンの使用はいたしかたない。
必要最小限の使用に取り組む。
※CO２排出量減の要因は、燃料使用量等が減となった為。

※用水は必ず自然水を利用したが、水道水の使用が少し増となった。定期的に漏水チェック。

年度

※産業廃棄物排出量が減となったのは、工事の内容による。
また全て再利用できる構造物で再資源率は１００％
※一般廃棄物排出量は減となったが、再生資源化率は未達成となった、これは再生できないものがが多かった
為である。今後も」再利用できる物とできない物をより分別を行う。
※環境負荷の少ない工事件数は全件行った、今後も全ての現場に対応。
※ロ-ドボランティア活動は達成した、今後も変更なし。

売上高（百万円）
CO2排出量（t-CO2)
売上高百万円当りのCO2排出量(t-CO2/百万円)

R3年度は村内での工事が多く、燃料の使用量減に伴いCO２も減となった。機械類の使用については、環

境教育で現場ごとに機械の選定、使用計画、再度確認、実施を行うが、燃料費の高騰により売り上げに伴
う利益に影響する。

7.　環境経営目標の実績
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※環境教育は計画の通り行った、今後も変更なし。
※グリ－ン購入（事務用品）の達成率：（ｴｺ商品数／全商品数）×100（％）
※購入事務用品のうち、リサイクルトナーは無料交換。



8.環境経営目標の達成状況及び環境経営計画の実施状況、その評価結果
評価基準　◎：十分できている　○：ほぼできている　△：未だ不十分　×：出来ていない
※評価基準の判断は、環境管理責任者により現場の見廻りにおいて、毎月のﾁｪｯｸ（自社作成）様式により

期間：
評価

令和3年　6月　～　令和4年　5月
項目 活動内容 取組結果 見直し

ＣＯ2排
出量

燃
料
使
用
量

灯
油

事務所でのｽﾄｰﾌﾞの使用
はなるべく冬季のみとし、
消し忘れが無いよう退出
時は必ずチェックする。

事務所はできている。冬季現
場に於いて、現場用のﾎﾞｲﾗｰ
の使用がなかった。 〇

軽
油

全社員に重機類の始業前
点検、アイドリングストップ
（こまめにｴﾝｼﾞﾝ停止）法
定速度厳守の徹底。

始業前点検は行われていた。
燃費の良いﾊﾞｯｸﾎｳ等の使用
により使用量が減となった。 ◎

事務所並び現場の取組みは今後も継
続。　現場に於いてﾎﾞｲﾗ-の使用は必要
最小限に。

ガ
ソ
リ
ン

全社員に自動車のアイドリ
ングスットプの徹底（こまめ
にｴﾝｼﾞﾝ停止）、エコ安全
ドライブ法定速度の厳守
徹底。

今年は村内での受注が多く通
勤等に燃料消費が少なかっ
た。 〇

使用することは致し方ないと思うが、エコ
安全ドライブ法定底度の厳守は毎朝のﾐ-
ﾃｨﾝｸﾞにおいて周知する。燃費の良い軽
油自動車で通勤する。

作業効率のより良い機種の選定、及び使
用は必須とする。

電
力
使
用
量

晴天日は、事務所内の窓
を開け温度調整を行う。

こまめに窓を開け、温度調整
が行われていた。 ◎

今後も継続。

エアコンの適切な温度設
定とフィルターの清掃。

今年も異常気象の夏であった
為、事務作業に支障があり、
温度設定を低くし使用した。

△
今年も異常気象により温度管理は難しい
と思う。電気使用量の少ない節電タイプ
のエアコンに買い替えたが追いつかな
い。

不在時、夜間、休日の消
灯、内業終了時に消灯見
回り。

ほぼできている。

○
エアコン及びトイレ照明の消し忘れ注意。

倉庫の電灯をＬＥＤに交換
する。

トイレ通路の電灯をLEDに交
換した。 〇

今後も継続。

用水使用量削減 簡易水道水より自然水の
使用。

達成できている。
◎

今後も使用可能な限り自然水を使用し使
用量減に努める。（排水量削減）

廃棄物
排出量
削減

産
業
廃
棄
物

排
出
量

現場でのゴミの持ち帰りと
分別の徹底。

達成はできている。
○

ペットボトル、空き缶は公共のリサイクル
収集場所に持って行く。（村内収集場所
へ）

Co殻、As殻の再資源化。

Co殻、As殻の再資源化は達
成できている。 ◎

今後も継続。

一
般
廃
棄
物

排
出
量

両面コピーの推進。
ミプリントがあった、未だ不十
分。 △

プリントする前に、チェック。

印刷済みコピ-用紙の裏
紙使用の実施。

使用済みのｺﾋﾟｰ用紙は利用
されている、まだ再利用できな
いファイル等がある。 △

ファイルの中のプラスティック等を分別し
再利用できるものと、できないものに分別
する。

沈砂池等の設置による濁
水防止、水中ポンプ使用
による濁水防止。

グリーン購入

エコマーク、グリーンマー
ク商品の購入推進。

コピー用紙、ファイルは全て購
入されている。
十分できている。

◎
必ず今後も購入。

リサイクル製品の使用推
進。

コピー機、プリンターのトナー
は全て購入されている。
ほぼ達成できている。

○
今後も優先し購入。

低騒音・排出ガス対策型
重機使用

現場に合った重機械類が使
用されている。（排対型使用）
十分できている。

◎
始業前点検も忘れず今後も継続。

環境負荷の少ない材料
（ﾘｻｲｸﾙ材、県産品等）の
使用

優先して使用されている。
十分できている。（再生砕石使
用）

◎

今後も継続。

今後も継続。

河川工事において水中ポンプ
の使用により濁水軽減。
達成できている。

◎
今後も継続。

地域貢献活動 ロードボランティア活動。
達成できている。

◎
今後も継続。

環境負荷の少な
い工事実施
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環境教育訓練 消火訓練（毎年1回）。
達成できている。

◎
今後も継続。

環境ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・
環境教育

毎月の実施。

実施により意識の改善がみら
れ、作業時にも心がけて取組
まれた部分が見られた。

◎



評価基準　◎：十分できている　○：ほぼできている　△：未だ不十分　×：出来ていない
※評価基準の判断は、環境管理責任者により現場の見廻りにおいて、毎月のﾁｪｯｸ（自社作成）様式により
評価を行う。

期間：
評価

-9-

環境教育訓練 消火訓練（毎年1回）。
達成できている。

◎
今後も継続。

環境ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・
環境教育

毎月の実施。

実施により意識の改善がみら
れ、作業時にも心がけて取組
まれた部分が見られた。

◎
今後も継続。

河川工事において水中ポンプ
の使用により濁水軽減。
達成できている。

◎
今後も継続。

地域貢献活動 ロードボランティア活動。
達成できている。

◎
今後も継続。

環境負荷の少な
い工事実施

低騒音・排出ガス対策型
重機使用

現場に合った重機械類が使
用されている。（排対型使用）
十分できている。

◎
始業前点検も忘れず今後も継続。

環境負荷の少ない材料
（ﾘｻｲｸﾙ材、県産品等）の
使用

優先して使用されている。
十分できている。（再生砕石使
用）

◎

今後も継続。

沈砂池等の設置による濁
水防止、水中ポンプ使用
による濁水防止。

グリーン購入

エコマーク、グリーンマー
ク商品の購入推進。

コピー用紙、ファイルは全て購
入されている。
十分できている。

◎
必ず今後も購入。

リサイクル製品の使用推
進。

コピー機、プリンターのトナー
は全て購入されている。
ほぼ達成できている。

○
今後も優先し購入。

一
般
廃
棄
物

排
出
量

両面コピーの推進。
ミプリントが多く、未だ不十分。

△
プリントする前に、チェック。

印刷済みコピ-用紙の裏
紙使用の実施。

使用済みのｺﾋﾟｰ用紙は利用
されているが、再利用できな
いファイル等の排出量が増と
なった。

×

ファイルの中のプラスティック等を分別し
再利用できるものと、できないものに分別
する。

廃棄物
排出量
削減

産
業
廃
棄
物

排
出
量

現場でのゴミの持ち帰りと
分別の徹底。

達成はできている。
○

ペットボトル、空き缶は公共のリサイクル
収集場所に持って行く。（村内収集場所
へ）

Co殻、As殻の再資源化。

Co殻、As殻の再資源化は達
成できている。 ◎

今後も継続。

用水使用量削減 簡易水道水より自然水の
使用。

達成できている。
◎

今後も使用可能な限り自然水を使用し使
用量減に努める。（排水量削減）

不在時、夜間、休日の消
灯、内業終了時に消灯見
回り。

ほぼできている。

○
エアコン及びトイレ照明の消し忘れ注意。

倉庫の電灯をＬＥＤに交換
する。

倉庫の電灯をLEDに交換し
た。 〇

今後も継続。

作業効率のより良い機種の選定、及び使
用は必須とする。

電
力
使
用
量

晴天日は、事務所内の窓
を開け温度調整を行う。

こまめに窓を開け、温度調整
が行われていた。 ◎

今後も継続。

エアコンの適切な温度設
定とフィルターの清掃。

高温多湿の夏であった為、事
務作業に支障があり、温度設
定を低くし使用した。

△
異常気象により温度管理は難しいと思う。
電気使用量の少ない節電タイプのエアコ
ンに買い替えている。

事務所並び現場の取組みは今後も継
続。　現場に於いてﾎﾞｲﾗ-の使用は必要
最小限に。

ガ
ソ
リ
ン

全社員に自動車のアイドリ
ングスットプの徹底（こまめ
にｴﾝｼﾞﾝ停止）、エコ安全
ドライブ法定速度の厳守
徹底。

遠方の現場への通勤及び小
型ガソリン車の使用頻度が多
い現場で使用量増となった。 △

使用することは致し方ないと思うが、エコ
安全ドライブ法定底度の厳守は毎朝のﾐ-
ﾃｨﾝｸﾞにおいて周知する。燃費の良い軽
油自動車で通勤する。

ＣＯ2排
出量

燃
料
使
用
量

灯
油

事務所でのｽﾄｰﾌﾞの使用
はなるべく冬季のみとし、
消し忘れが無いよう退出
時は必ずチェックする。

事務所は十分できている。冬
季現場に於いて、ｺﾝｸﾘｰﾄの
凍結防止の為、現場用のﾎﾞｲ
ﾗｰを必要最小限に使用し減と
なった。

◎

軽
油

全社員に重機類の始業前
点検、アイドリングストップ
（こまめにｴﾝｼﾞﾝ停止）法
定速度厳守の徹底。

始業前点検は行われていた。
燃費の良いﾊﾞｯｸﾎｳ等の使用
により使用量が減となった。 ◎

令和3年　6月　～　令和4年　5月
項目 活動内容 取組結果 見直し

8.環境経営計画の取り組み結果とその評価結果



環境経営計画
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9 ．

令和4年6月1日～令和5年5月31日
項　　　　　目 活　動　内　容 責任者 期間

CO2排出

量削減

燃料使用量
削減

灯油
品質確保の為の現場用ボイラーの使用は気温の変
動を考慮し必要最小限に適宜使用。

現場責任者 6月～5月

ガソ
リン

全社員にアイドリングストップ（こまめにエンジン停
止）、エコ安全ドライブ、法定速度の厳守の徹底。小
型ガソリン車の使用について検討する。

現場責任者 年間

軽油
アイドリングストップ（こまめにエンジン停止）、使用機
械は作業効率の良い機種と燃費の良い機種を選定。 現場責任者 年間

電力使用量削減

晴天日は、事務所の窓を開け温度調整を行う。 岡本直美 年間

エアコンの適切な温度設定とフィルターの清掃。
岡本直美

夏　７月～９月

夏場28°C　（※但し熱中症注意）　冬場20°C 冬　12月～3月

新しいエアコンの電気使用量状況の把握。 岡本直美 夏　７月～９月

不在時、夜間、休日の消灯、内業終了時消灯見回り。 岡本直美 年間

倉庫の電灯をLEDに交換。 岡本直美 適宜

用水使用量削減 簡易水道水より自然水を使用。
現場責任者 年間

（排水量削減）

廃棄物
排出量
削減

産業廃棄物
現場でのゴミの持ち帰りと分別の徹底。 現場責任者 受注期間

Co殻、As殻の再資源化。 岡本直美 受注期間

一般廃棄物
プリント前に確認しミスプリントを削減。

岡本直美 年間印刷済みコピ-用紙の裏紙使用の実施。
ファイルの分別解体処分

グリーン購入（事務用品） 必ずエコマーク、グリーンマーク商品の優先購入。 岡本直美 年間

必ずリサイクル製品の優先使用。 岡本直美 年間

環境負荷の少ない工事実施 低騒音・排出ガス対策型重機使用。

岡本　初 受注期間
環境負荷の少ない材料（リサイクル材、県産品等）の
使用。
沈砂池等の設置による濁水防止、水中ポンプ使用に
よる濁水防止。
ロードボランティア活動。 岡本　初 年間

環境教育 毎月環境教育を実施。 岡本　初 年間

SDGsの推進 SDGｓの勉強会を行う。 現場責任者 適宜

次年度の環境経営目標及び環境経営計画

（1） 　環境経営目標は中長期環境経営目標に示す通りである。

（2）

地域貢献活動



法規名 適用条項 具体的内容 点検頻度 担当者 遵守状況 確認日

測定時期

第3条

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3-1 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付

第12条3-2

規則第8条21

第12条3-7

第12条1-3

第12条2-3

第8条

第7条

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、木材等の減量化及びリサイクル

第5条 ｱ・建設資材廃棄物の発生抑制、分別解体等及び

建設資材廃棄物の再資源化等費用の低減努力

ｲ・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 ｱ・分別解体等の実施

第10条 　解体：床面積８０㎡ 以上

　新築・増築：床面積５００㎡ 以上

ｲ・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14条 受注の都度

10．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

（１）環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果

廃棄の処理及び清掃に関す
る法律

事業者の責務
受注時 岡本 遵守状況 令和4年5月31日

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21条3-2 下請負人が行う現場内保管は、下請負人も保管基準適用 下請契約後 岡本 該当工事無 令和4年5月31日

第21条3-3「規
則18条2）で定
める産業廃棄
物物」の場合
のみ、委託契
約書で定める
様式（「運搬様
式」）より、下請
負人が産業廃
棄物処理基準
を順守し、運
搬できる（但
し、元請業者
がマニエフェ
ストを交付）

下請負人が行う廃棄物の運搬に係る例外

①次のいずれかに該当する工事に伴い生ずる廃棄物であること。

ｱ・解体工事、新築工事又は増築工事以外の建設工事（維持修繕工事）
であって、その請負代金の額額が500万円以下の工事「請負代金」と
は、発注者からの元請代金をいう

正式な理由に基づいて契約を分割したときを除き、建設工事を同一の
者が二つ以上の契約に分割して請負う場合においては、これを一の契
約で請負ったものとみなし、これを適用する。正当な理由としては、事
故、災害等により建築物その他の工作物が崩壊しつつあり、緊急に修繕
の必要がある場合など

ｲ・引渡しがされた建築物その他の工作物の瑕疵の補修工事であって、
その請負代金相当額が500万円以下の工事。「瑕疵の修繕工事」とは、
新築工事等完了後、それらの工事の一環として行われる修繕工事をい
う。新築工事等の請負代金の額は500万円を超える場合であっても、瑕
疵の補修工事の請負代金相当額が500万円以下であればこの要件に
該当する

下請契約後 岡本 該当工事無 令和4年5月31日

②特別管理廃棄物以外の廃棄物であること

③一回当たりに運搬される量について、簡易な方法により一立方ﾒｰﾄﾙ
以下であることが測定できるもの又は、一立方ﾒ-ﾄﾙ以下であることが明
確な運搬容器を用いて運搬するものであること

④元請業者が所有又は使用する施設（積替え又は保管の場所を含む）
への運搬

⑤当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないものであること

受注契約時 岡本 遵守 令和4年5月31日

交付時 岡本 遵守 令和4年5月31日

交付日から5年間の保存
返送受理後 岡本 遵守 令和4年5月31日

マニフェスト交付状況報告書の作成及び都道府県知事への提出「交付
状況報告」（前年度実績、毎年6月30日までに報告） ６月末 岡本 遵守 令和4年5月31日

自ら保管（保管の用に供される場所の面積が300㎡以上の場所で行わ
れるものに限る。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当該保管をした日
から14日以内都道府県知事に届出）

該当工事
受注時 岡本 該当工事無 令和4年5月31日

資源有効利用促進法に基づ
く省令

再生資源利用計画書、再生資源利用実施書の作成、記録 受注時及び
竣工時 岡本 遵守 令和4年5月31日

記録1年間保存

資源の有効な利用の促進に
関する法律 受注の都度 岡本 遵守

令和4年5月31日

（資源有効利用促進法）

建設工事に係る資材の再資
源化等に関する法律

令和4年5月31日受注の都度 岡本 遵守
（建設リサイクル法）

令和4年5月31日受注の都度 岡本 該当工事無

建設機械に関する
技術指針

排気ガズ対策型機会の使用の義務 受注後
機械使用時 岡本 遵守 令和4年5月31日

特定建設作業の実施の届出
岡本 該当工事無 令和4年5月31日

（建設作業開始7日前までに市長村長に届出）

-11-



法規名 適用条項 具体的内容 点検頻度 担当者 遵守状況 確認日

測定時期

振動規制法 第14条

フロン排出抑制法

第16条 受注の都度 岡本 該当工事無

高知県環境基本条例 第18条 受注の都度 岡本 令和4年5月31日

労働安全衛生法 第88条

受注の都度 岡本 遵守 令和4年5月31日

労働安全衛生法 第12条2 安全衛生推進者の選任 受注の都度 岡本 遵守 令和4年5月31日

労働安全衛生法 第14条 作業主任者の選任

労働安全衛生法 第61条

（１）環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果

特定建設作業の実施の届出
受注の都度 岡本 該当工事無 令和4年5月31日

（建設作業開始7日前までに市長村長に届出）

解体工
事
（改修
工事）

・解体前にフロン類機器設置有無を確認、発注者に書面説明、記録保存義務

令和4年5月31日

（2019年改正、2020
年施行）

・第一種特定製品管理者は当該フロン類充填改修業者に引き渡さなければならない

・機器の廃棄を委託された場合「委託確認書」の回付と保存及びフロン
類充填回収業者の「引取証明書」の受理と写しの保存（3年間）

第一種特定製
品の点検

・引き取り業者回収済証明の確認

機器の
所有者
（管理
者）に
よるフ
ロン漏
えい点

・簡易点検：3ヶ月に1回以上

定期的に点検 岡本 遵守 令和4年5月31日
・点検・整備の記録

清流を保全するための必要な措置

建設工事　土石採取計画届

（労働安全衛生規則
第91条，92条）

（当該工事開始14日前までに労働基準監督署に届出）

受注の都度 遵守 令和4年5月31日
地山の掘削・型枠支保工・土止支保工・足場の組立解体等

就業制限（有資格者による運転）
受注の都度 岡本 遵守 令和4年5月31日

技能講習修了者：車輌系建設機械の運転・玉掛け・移動式ｸﾚ-ﾝ等
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（２）違反、訴訟等の有無
　令和3年6月～令和4年5月まで、環境関連法規等への違反、訴訟及び外部からの苦情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。

※三原村には環境保全に関する条例はありません。

岡本



《代表取締役：岡本浩昭》

11.代表者による全体の評価及び見直し・指示の結果

項　目 評　価 見直し結果

環境パフォ－マンス 　今年は昨年より受注高が少し増となったが、村内
及び会社近隣での受注が多く段取りの良い施工と
なり、燃料使用量等が減となりCO2の排出量もそれ
に伴い減となった。取り組みついては、毎月の環境
コミニケーション、環境教育、毎朝のミーティングで
周知し実行。

令和4年度も村内での仕事で始
まっているが、現場による機械類
の選定を環境教育で計画、検討、
確認、実施することとした。再度不
必要な機械類を持ち込まない。

評価

　電気使用量増については、昨年、事務所のエア
コンを節電タイプに買い替えたが、この異常な暑さ
では追いつかなかった。熱い現場から帰って来て
からの高温多湿の中での事務作業は仕事にならな
いが、ＰＣ電源の消し忘れ、こまめにスイッチ　ＯＦＦ
を行う。

今までやってきたことを、環境教
育、環境ｺﾐﾆｹｰｼｮﾝで再度周知
徹底。

　一般廃棄物の再資源化率の未達成については、
今年度は確実に再利用できるものと、できないもの
があった。

　確実に分別を行う。環境教育で
確認、実施。

今年も簡易水道水の使用は必要最小限として自然
水を利用し使用したが目標より少しオーバ－した。
特に防塵対策として大量の水を要する場合は自然
水を活用し散布した。

水の利用については、必ず自然
水を優先利用する。但し自然水の
利用ができない場合は水道水を
使用するしかない。

　環境負荷の少ない工事については、河川の工事
において、水中ポンプの台数をより増やして濁水の
軽減を行った。台風接近時には資機材の撤去並び
飛散防止が迅速に行われた。

濁水を軽減する為の沈砂池の設
置は、設置できる現場条件でな
かったので水中ポンプ台数の増
設により濁水の軽減に努めた。散
水作業による防塵対策が必要不
可欠。台風時などは迅速な資材、
機械等を撤去、退避させる。

　自社が利用する循環資源としては、常に再生砕
石を使用しており、今後も環境に優しい資材の促
進に取り組む姿勢である。

　再生砕石を必ず使用すること。

環境マネジメント  環境経営システムは有効に機能している。   環境経営方針・環境経営目標の
見直しはない。環境経営計画の
見直を行う。実施体制の変更はな
い。

システム

令和4年　7月15日

　岡鉄建設　有限会社

代表取締役 岡本　浩昭
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工事番号
 工 事 名
施工方法

12.　環境に配慮した工事

浚渫債第5号
普通河川後谷川河床掘削工事
水中ポンプによる水替

作業前の水の状況 作業前の水の状況
（この状態で濁らさず水をくみ上げる） （この状態で濁らさず水をくみ上げる）

作業前河川状況 作業時水中ポンプ使用状況
（濁水軽減）
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工事番号
 工 事 名
施工方法

環境に配慮した施工

3災第130号
普通河川カラス谷川河川災害復旧工事
水中ポンプによる水替

水替前 水替状況

水替状況
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工事番号
 工 事 名
施工方法

水替開始

-16-

環境に配慮した施工

3災第128号
普通河川西ノ谷川河川災害復旧工事
水中ポンプによる水替

水替前



No.1

生物多様性配慮

（河床に巨石を使用し漁巣を施工）
カラス谷川河川災害復旧工事に於いて）
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No.2
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生物多様性配慮

（河床に巨石を使用し漁巣を施工）
神田谷川河川災害復旧工事に於いて）



生物多様性配慮(現場内の草刈り状況）

処分場に搬出せず地域で飼育されているヤギの餌として利用
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生物多様性配慮(草の集積状況）
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生物多様性配慮(草を地域で飼育されているヤギの餌として利用）
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1 . 自然保護団体への支援

2 .

支援年

13 . その他の取り組み

高知県地球温暖化防止県民部会 令和3年度交通エコポイント活用社会還元事業
2021

事務所トイレ通路照明をLEDに交換（令和3年7月末）
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支援団体 支援内容


