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Ⅰ.　基本理念

　　株式会社うらかわは、建設業が環境に及ぼす影響を理解し、地球環境との調和、

　　環境保全活動に継続的に取り組み、以下の取り組みを社員一丸となって推進します。

Ⅱ.　行動指針

1.      事業活動に当たり、経済的技術的可能な範囲で環境保全活動に取り組み

ます。

2.      環境関連の条例、法規及びその他の規制を遵守します。

3.      次の項目を重点環境目標として取り組みます。

1）            省資源、省エネルギーに努め、環境負荷の軽減を図ります。

2）            事業活動においては環境に配慮した資材や製品を積極的に

      使用します。

3）            一般廃棄物、産業廃棄物の再資源化に努めます。

4.      ボランティア活動を通して地域環境美化と環境意識の向上に努めます。

5.      化学物質を使用する場合は極力使用量が少なくなるよう環境に配慮します。

6.      環境に配慮した工事施工をします。

7.      この方針と指針は株式会社うらかわ社員全員が常に環境意識を高め

　　行動するように周知徹底し社会に公表します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年10月　1日

　　　　　　　　　　　　　　

　　株式会社　うらかわ

  　代表取締役　浦川康唱
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 1    　　  環　境　方　針　　　　　　　　

　　  8.　環境経営システムの継続的改善に努めます



（1）　　事業名　　 株式会社　うらかわ

（2）　　代表者　　 浦川　康唱

（3）　　所在地　　 本　社 佐賀県藤津郡太良町多良1361番地
現場事務所佐賀県藤津郡太良町多良7099番地

（4）　　環境管理責任者　　 浦川　康唱
連絡先　　　 TEL  0954-67-0211

FAX  0954-67-0778

（5）　　連絡担当者氏名　　　　　 津岡　照美
　　　　　　
（6）　　事業の内容

◇ 建設業の許可　佐賀県知事　許可(般－4)　第1162号

（建設業の種類）
　①土木工事業 　⑤水道施設工事業
　②とび・土工工事業   ⑥　石工事業
　③舗装工事業   ⑦　塗装工事業
　④しゅんせつ工事業   ⑧　鋼構造物工事業

　⑨　解体工事業

（7）　　事業の規模　(活動)

(8)　　当事務所事業年度　　 9月1日　～　8月31日

(9)　　対象の範囲 全社　全活動を対象範囲としています。
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108.36 108.36108.36

94

9 999

108.36

R3年度

 2   組織の概要

許可の有効期限　令和4年10月17日～令和9年10月16日

82100売上高 96

R2年度

㎡床面積

R1年度単位

人従業員数

百万円

活動規模 30年度



 ３　　EA21実施体制

代表者

浦川　康唱

環境管理責任者

浦川　康唱

工　　務 EA事務局

寺田　功 津岡　照美

中溝　俊二 総　　務
浦川　大貴 津岡　照美
高橋　耕治
荒木　　茂
鍬本　雄二

経　　理　
浦川　富美子

【　役割分担表　】

　代表者

　環境管理責任者

　EA事務局

　工務 ・ガソリン管理（省エネドライブ励行、車両整備、点検の推進）

・化学物質管理（現場で使用する化学物質の保管管理）

　総務 ・電気管理（不在時の消灯励行、使用してない電化製品の
　ｺﾝｾﾝﾄｵﾌ、冷暖房適正温度推進　など)

・廃棄物管理（コピー用紙の削減、ゴミの分別、ﾘｻｲｸﾙ率推進)

・水消費量管理（節水）
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氏　　名 役　割 ・ 責　任 ・ 権　限

全体の統括、環境方針の設定、全体の評価と見直し
　浦川　康唱

　寺田　功

　津岡　照美

環境目標・活動計画書を確認
　浦川　康唱

文書及び記録作成
　津岡　照美



４　　環境目標　 【令和1度度～令和4年度】

４．１ 　環境目標 （全社）

（年度は、9月1日　～　翌年8月31日）

令和1年度

（基準年度）

33,593 33,424 33,256 33,087

（0.5％） （1.0％） （1.5％） （2.0％）

1,669 1,660 1,652 1,643

（0.5％） （1.0％） （1.5％） （2.0％）

189.1 188.1 187.2 186.2

（0.5％） （1.0％） （1.5％） （2.0％）

6,461 6,428 6,396 6,363

（0.5％） （1.0％） （1.5％） （2.0％）

3,709 3,691 3,672 3,653

（0.5％） （1.0％） （1.5％） （2.0％）

2,601 2,588 2,575 2,562

（0.5％） （1.0％） （1.5％） （2.0％）

432.6 430.5 428.3 426.1

（0.5％） （1.0％） （1.5％） （2.0％）

100.3 99.8 99.3 98.8

（0.5％） （1.0％） （1.5％） （2.0％）

備考=（　）内％は、平成30年度実績をベースとして削減率または向上率を示す。

　1.　購入電力二酸化炭素排出係数：平成30年度 九州電力0.479㎏-CO2/kWh(調整後排出係数）を使用します。

　2.　総排水量（水使用量）については、井戸水を使用しており測定できません。

　3.　灯油は冬場の4ヶ月(12.1.2.3月)の使用　
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12 12

節水活動

適正管理
使用量把握

3品目以上 3品目以上

２回 ２回

7
環境に考慮した工事
施工の為の教育実施
　　　　（現場）

回/年
月に１回社内教

育を実施
12 12

6
社会貢献活動の推進
　　　　（全社）

回/年
年２回の海水浴
場の清掃活動

２回 ２回

5 グリーン購入の推進 品目総数 品目総数 3品目以上 3品目以上

4
化学物質の使用量
　　　　（現場）

㎏
適正管理

使用量把握

3
総排水量（水使用量）
　　　　（全社）

― 節水活動

2 一般廃棄物排出量 ㎏ 435

2
産業廃棄物排出量
　　　（現場）

ｔ 100.8

1-3
ガソリン使用量
　（事務所で管理）

ℓ 3,728

1-3 重油使用量（現場） ℓ 2,614

1-2 灯油使用量（事務所） ℓ 190

1-2 軽油使用量（現場） ℓ 6,493

1
二酸化炭素排出量
　　　　（全社）

㎏－ＣＯ2 33,762

1-1 電気使用量（全社） ｋＷｈ 1,677

当社における環境目標（全社）は以下の通りです。
令和1年度を基準年とし、表の数値はそれぞれ削減後の目標数値を示しています。

環境目標 単位 Ｒ2年度目標 Ｒ3年度目標 Ｒ4年度目標 Ｒ5年度目標



４．２　 環境目標　（事務所）
（年度は、9月1日　～　翌年8月31日）

令和1年度
（基準年度）

9,876 9,827 9,777 9,727

（0.5％） （1.0％） （1.5％） （2.0％）

1,669 1,660 1,652 1,643

（0.5％） （1.0％） （1.5％） （2.0％）

189.1 188.1 187.2 186.2

（0.5％） （1.0％） （1.5％） （2.0％）

3,709 3,691 3,672 3,653

（0.5％） （1.0％） （1.5％） （2.0％）

432.6 430.5 428.3 426.1

（0.5％） （1.0％） （1.5％） （2.0％）

備考=（　）内％は、平成30年度実績をベースとして削減率または向上率を示す。
　1.　購入電力二酸化炭素排出係数：平成30年度 九州電力0.479㎏-CO2/kWh（調整後排出係数）を使用します。
　2.　総排水量（水使用量）については、井戸水を使用しており測定できません。
　3.　灯油は冬場の4ヶ月(12.1.2.3月)の使用　

４．３　 環境目標　（現場）
（年度は、9月1日　～　翌年8月31日）

令和1年度
（基準年度）

23,717 23,598 23,478 23,359
（0.5％） （1.0％） （1.5％） （2.0％）

6,461 6,428 6,396 6,363

（0.5％） （1.0％） （1.5％） （2.0％）

2,601 2,588 2,575 2,562

（0.5％） （1.0％） （1.5％） （2.0％）

100.3 99.8 99.3 98.8

（0.5％） （1.0％） （1.5％） （2.0％）

3 総排水量（水使用量） ― 節水活動

4 化学物質使用量 ｋｇ
適正管理

使用量把握

5
環境に配慮した工事施
工の為の教育実施

回/年
月に１回社内
教育を実施

12 12 12 12

備考=（　）内％は、平成30年度実績をベースとして削減率または向上率を示す。

　1.　購入電力二酸化炭素排出係数：平成30年度 九州電力0.479㎏-CO2/kWh（調整後排出係数）を使用します。
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2 産業廃棄物排出量 ｔ 100.8

節水活動

適正管理
使用量把握

1-2 軽油使用量 ℓ 6,493

1-3 重油使用量 ℓ 2,614

1 二酸化炭素排出量 ㎏－ＣＯ2 23,836

1-1 電気使用量 ｋＷｈ 実績なし。 全体に占める割合が少なく、目標設定せず電力使用量削減に努める

２回

環境目標 単位 Ｒ2年度目標 Ｒ3年度目標 Ｒ4年度目標 Ｒ5年度目標

3品目以上 3品目以上

5
社会貢献活動の推進
（全社）（事務所で管理）

回/年
年２回の海水
浴場の清掃活

動
２回 ２回 ２回

節水活動 節水活動 節水活動

4 グリーン購入の推進 品目総数 3品目以上 3品目以上 3品目以上

3 総排水量（水使用量） ― 節水活動 節水活動

1-3 ガソリン使用量 ℓ 3,728

2 一般廃棄物排出量 ㎏ 435

1-1 電気使用量 ｋＷｈ 1,677

1-2 灯油使用量 ℓ 190

Ｒ5年度目標

1 二酸化炭素排出量 ㎏－ＣＯ2 9,926

環境目標 単位 Ｒ2年度目標 Ｒ3年度目標 Ｒ4年度目標



５　主要な環境活動計画　 【令和1年度～令和3年度】

  （１）　 環境活動計画（事務所）

1.  二酸化炭素排出削減の為の取組 2.　一般廃棄物排出量の削減
　　①電気使用量の削減 　　　・ミスコピーを減らす
　　　・エアコンの設定温度 　　　・裏紙の利用

　　　・廃棄物の分別
　　　・昼休みの消灯 　　　・現場も含めて集計する。
　　　・長時間席を離れる時のﾊﾟｿｺﾝの電源OFF
　　　・ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞ・ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ

3.　総排水量（水使用量）の削減
　　②灯油使用量の削減 　　　・節水活動（水を流しっぱなしにしない）
　　　・室温管理（暖房20℃超でOFF） 　　　・節水ステッカーの貼付を検討する。
　　　・昼休みの消灯

　 　　　　 ４.グリーン購入の推進
　　③ガソリン使用量の削減 　　　・エコ商品の調査
　　　・省エネドライブの励行 　　　・エコ商品への切替を検討する
　　　・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの励行
　　　・不要な物を載せっぱなしにしない

５.社会貢献活動の推進
　　　・年二回の海水浴場の清掃活動

1.二酸化炭素排出削減のための取組  4.化学物質使用量の削減
①軽油使用の削減
・重機、車両の燃費向上(エコ運転)      ・適正処理、適正管理（SDS入手による）
・重機、車両の適正空気圧の整備

②重油使用量の削減  ５.自らが施工販売提供する製品及びサービス
・重機の燃費向上(エコ運転)
・重機の適正空気圧の整備 　①環境教育

　　・環境に配慮した工事施工の為の教育実施
　　・月に１回社内教育を実施

2.産業廃棄物排出量（建設副産物）
・廃棄物の分別の徹 　  　これに関する苦情を「ゼロ」に維持する。
・再利用、再生利用の推進

・水を出しっぱなしにしない
・濁水発生防止対策の検討・採用 　 ④建設現場の整理整頓、清掃
・濁水の適切な処理の実施

　 ⑤作業工程の工夫などの影響の最小限化
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　②建設騒音・振動の発生を極力防止するとともに、

　　 ・低騒音型建設機材の検討・採用

①節水活動

  ③設計図書に忠実に従い、地域の景観を出来

　　苦情の発生を 「ゼロ」に維持する。

　　（室温管理　冷房28℃、暖房20℃を決め実行する。）

     ・使用量の削減・把握

　 る限り保存するとともに、これに関する

  （２）　 環境活動計画（現場）

3.総排水量(水使用量)の削減



次年度の取組内容 【取組期間：令和3年度（R.3.9～Ｒ.4.8）】

令和1年度
（基準年度）

33,424

（１.０％）

６．１  事務所

令和1年度
（基準年度）

9,826

（１.０％）

1,660

（１.０％）

188.1

（1.0％）

3,690

（１.０％）

430.7

（１.０％）

備考：（　）内％は、平成28年度実績をベースとして削減率または向上率を示す。
購入電力二酸化炭素排出係数:平成30年度 九州電力０.479㎏－CO2/kWh（調整排出後係数）を使用

1.　二酸化炭素排出量の削減
　　　1-1　電気使用量 未達成　

また、外出時や休憩時間は電源を切るなどして目標達成は出来きなかった。
今後も設定温度を重視して使用量の削減に努める。

　　　1-2　灯油使用量 達　成 エアコンを使用し極力ファンヒーターを使用しなかったので
灯油の使用量が抑えられた。

　　　1-3　ガソリン使用量 未達成　
今後も省エネドライブに努めたい。

　
2.　一般廃棄物排出量の削減 達成　 分別を強化し目標達成した。今後も更なる改善に努め、廃棄物

の減量化、削減を心掛ける。

3.　総排水量の削減 ― メータがなく､使用量は把握出来ないが､引き続き節水活動に努める。　　　　　

4.　グリーン購入の推進 達　成 ファイル等を切り替える事が出来た。
今後も調査し、順次切り替えを検討する。

5.　社会貢献活動の推進 達　成 目標は達成できた。　
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○116.4%

1-1 電気使用量

1-3

2 一般廃棄物排出量（全社）

9,926

3,728

370㎏ 435

1-2 灯油使用量

《環境目標の実績》

環境目標

15,751

R3年度目標

4,278

　　《取組結果とその評価、次年度の取組内容》

1 二酸化炭素排出量 ㎏－ＣＯ2

単位 評価

ガソリン使用量 ℓ

○190

1,677

実　績

12,164

×

ｋＷｈ

○3

回/月 ―
年２回の海水浴
場の清掃活動

ℓ ―

×

0

86.3%

５ 社会貢献活動の推進 ○

４ グリーン購入の推進 品目総数 ―

―

100.0%

100.0%

総排水量（水使用量） ㎥ ―

3品目 3品目

2回

節水活動

不要な荷物は載せない、アイドリングストップを心掛けるなど

今後も年二回の海水浴場の清掃活動を実施していく。

今年度もファンヒーターを極力使用しないで、灯油使用料をゼロに出来た。

R3年度目標 実　績 達成率* 評価

○

×

※:  達 成率 =  Ｈ30年度目標  / 実績

６．環境目標の実績、環境活動計画の取組結果とその評価、

達成率*

62.4%

13.6%

節水活動

備考：判定　　○ : 100％以上　　△：９５％以上～100％未満　　 × ９５％未満

○

《環境目標の実績》

二酸化炭素排出量（全社） ㎏－ＣＯ2 33,762 33,176 100.7%

環境目標 単位



６．２  現場

令和1年度
（基準年度）

23,598
（１.０％）

6,428
（１.０％）

2,588
（１.０％）

99.8

（１.０％）

3 総排水量(給水量) ｍ3 - 節水活動 節水活動 - ○

4 化学物質使用量 ｋｇ -
適正管理

使用量把握
使用実績なし。 - -

5
自らが施工販売提供する
製品及びサービス

回/年
環境教育の実

施
12 12 100.0% ○

備考：（　）内％は、平成29度実績をベースとして削減率または向上率を示す。
購入電力二酸化炭素排出係数:平成30年度 九州電力０.479㎏－CO2/kWh（調整排出後係数）を使用

　　《取組結果とその評価、次年度の取組内容》

1.　二酸化炭素排出量の削減
　　　1-1　電気使用量 　　　―　　　　　使用量が少なく、従来より目標設定がなかった。

　　　　　 引き続き使用量削減に取組む。

　　　1-2　軽油使用量 未達成　 重機の台数が増えた為に未達成となった

　　　1-3　重油使用量 達　成　 重機1台を軽油に切り替えた。今後の使用はない。

2.　産業廃棄物排出量の削減 未達成 今後も廃棄物の減量化分別に努め、
　　　　　　　　再利用・再生利用を推進していく。

3.　総排水量の削減 ―　 メータがなく使用量は把握出来ないが､引き続き節水活動に努める。　　　

4.　化学物質使用量の削減 　　―　　　　今回は使用はなかったが、使用する場合は使用量の削減・
　　　　　　　 把握に努め、適正な処理と適正な管理を行う。　

5.　自らが施工、販売提供 達　成　　　目標は達成できた。環境に配慮した工事施工の為の教育を
　する製品およびサービス

また苦情もなく、工事は全て低騒音型建設機材の検討・採用 8
を行っている。

環境目標 単位

23,836

　　　　　　　意識の向上に努める。

98.8%

56.1%

　　　　　　　　今後もエコ運転等を心がける。

実績

○

実績なし

達成率*

135.4%

―1,329目標設定せず

6,507ℓ

―

×

R3年度目標

《環境目標の実績》

1-1

評価

17,424㎏－ＣＯ2

1-2 軽油使用量

2,614 使用せず

電気使用量 ｋＷｈ

1 二酸化炭素排出量

6,493

2 産業廃棄物排出量

1-3 重油使用量

ｔ 100.8

環境目標の見直しは次回の中期計画時に実施する。

備考：判定　　○ : 100％以上　　△：９５％以上～100％未満　　 × ９５％未満

　　　　　　　毎月開催しており、現場工事における環境配慮活動が定着

　　　　　　　しつつある。今後も情報を収集しながら教育内容を充実させ

×

ℓ

178.0

○

※1:  達成率  =  Ｈ30年度目標  / 実績



令和3年度　（R3.9～R4.8）

　　　1-1　環境目標の達成状況と評価

令和1年度

（基準年度） 実　績 目　標 実　績 目　標 実　績 目　標 実　績 目　標

1,660 以下

188.1 以下

6,428 以下

3,691 以下

2,588 以下

430.7 以下

99.8 以下

判定　　○ : １００％以上　　△：９５％以上～１００％未満　　 × ９５％未満

※1　(　)内％は平成27年度実績をベースとして削減率または向上率を示す。
※2　事業年度は[9月1日～8月31日]
※３　灯油の使用は冬場（12.1.2.3月）　
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K6 　環境目標の達成状況及び環境活動計画間の実施状況、その評価結果　　全　社

環境目標 単位 R3年度目標
R.3.9～12

判定
R.4.1～4

判定
R4.5～8

判定
R3.9～R.4.8

判定

電気使用量 kWh 1,677 4,042 553 × 5,809 553 × 3,642 553 × 13,493 1,660 ×
〔1．0％〕

灯油使用量 ℓ 190 0 81 ○ 0 107 ○ 0 0 - 0 188 ○
〔1.0 ％〕

軽油使用量 ℓ 6,493 2,266 2,143 × 2,036 2,143 ○ 2,205 2,143 × 6,507 6,428 ×
〔1．0％〕

ガソリン使用量 ℓ 3,728 1,518 1,230 × 1,054 1,230 ○ 1,706 1,230 × 4,278 3,691 ×
〔1．0％〕

重油使用量 ℓ 2,614 0 863 〇 0 863 ○ 0 863 ○ 0 2,588 ○
〔1．0％〕

一般廃棄物排出量 ㎏ 435 200 144 × 80 144 ○ 90 144 ○ 370 430.7 ○
〔1．0％〕

産業廃棄物排出量 ｔ 100.8 60 33 ×

R.4.9.12  浦川

77 33 × 41 33 ×

評　価（評価者）

ガソリン、軽油については車両と重機の台数が増えた為に目標達成が出来なかった。電気については
休憩時や事務所が無人の時は電源を切るようにしたが達成できなかった。灯油は今期はエアコンの使
用で全体的には省エネになった。今後も省エネ活動を推進する。一般廃棄物は削減できている。産業
廃棄物は増加した。今後も分別・再資源化を推進する

178 99.8 ×
〔1．0％〕

記録日（記録者） R.4.1.10  津岡 R.4.5.10  津岡 R.4.9.10  津岡



７　次年度の主な活動内容　(R4年度）

  （１）　 環境活動計画（事務所）

1.  二酸化炭素排出削減の為の取組 2.　一般廃棄物排出量の削減
　　①電気使用量の削減 　　　・ミスコピーを減らす
　　　・エアコンの設定温度 　　　・裏紙の利用

　　　・廃棄物の分別
　　　・昼休みの消灯 　　　・現場も含めて集計する。
　　　・長時間席を離れる時のﾊﾟｿｺﾝの電源OFF
　　　・ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞ・ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ

3.　総排水量の削減
　　　・節水活動（水を流しっぱなしにしない）

　　②灯油使用量の削減 　　　・節水ステッカーの貼付を検討する。
　　　・室温管理（暖房20℃超でOFF）
　　　・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの励行
　　　・不要な物を載せっぱなしにしない ４.グリーン購入の推進

　 　　　　 　　　・エコ商品の調査
　　③ガソリン使用量の削減 　　　・エコ商品への切替を検討する
　　　・省エネドライブの励行
　　　・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの励行
　　　・不要な物を載せっぱなしにしない ５.社会貢献活動の推進
　　　・来年度は、近場の現場の受注を心掛ける。 　　　・年二回の海水浴場の清掃活動

1.二酸化炭素排出削減のための取組  4.化学物質使用量の削減
①軽油使用の削減
・重機、車両の燃費向上(エコ運転)      ・適正処理、適正管理（SDS入手による）
・重機、車両の適正空気圧の整備
 ・特に軽油使用量を意識する。

 ５.自らが施工販売提供する製品及びサービス
　①環境教育

2.産業廃棄物排出量（建設副産物） 　　・環境に配慮した工事施工の為の教育実施
・廃棄物の分別の徹 　　・月に１回社内教育を実施
・再利用、再生利用の推進

　  　に、これに関する苦情を「ゼロ」に維持する。
3.総排水量の削減(水使用量)

　　　・作業工程の工夫などの影響の最小限化
・水を出しっぱなしにしない
・濁水発生防止対策の検討・採用

・濁水の適切な処理の実施

　　　発生を 「ゼロ」に維持する。

　 ④建設現場の整理整頓、清掃

　 ⑤作業工程の工夫などの影響の最小限化
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　　 ・低騒音型建設機材の検討・採用

  ③設計図書に忠実に従い、地域の景観を出来

①節水活動

　  る限り保存するとともに、これに関する苦情の

　　（室温管理　冷房28℃、暖房20℃を決め実行する。）

  （２）　 環境活動計画（現場）

     ・使用量の節減・把握

　②建設騒音・振動の発生を極力防止するとともに、



　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

当社の事業活動における主な環境関連法規は次のとおりである。

　　　　　令和2年９月に上記の環境関連法規制等の遵守状況を確認した結果、
違反はありませんでした。
また、関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟や苦情もありませんでした。

①事務所では業務の増加の為に二酸化炭素排出量、電気使用量、ガソリン使用量の

　目標が達成出来なかった。今後もこまめな温度設定と不要な電気の消灯に努める。

　またグリーン購入の推進並びに海水浴場の清掃活動も計画通り実施できた。

  なかった。

　現場での化学物質の使用はなかった。

  重機の台数が増えた為に軽油使用量が未達成となった。

　今後も エコ運転等に心がけ、廃棄物の減量化に心掛け環境負荷の少ない仕事を行なって

  行きたい。　環境教育の実施も計画通り達成できた。

③EA21を認証登録して9年が経過し、社員ひとりひとりが環境目標を持ちそれに対する活動

　も出来た.今後も社内会議・社内研修の際に従業員全員で環境負荷に対して意見を述べ

　合い、作業効率・品質の向上等積極的な意見交換を行なっていきたい。

　あわせて、認証登録時から事業環境が変化してきており、現在の状況に応じた
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代表取締役　浦川康唱

株式会社　うらかわ
令和3年9月15日

　９．代表者による全体評価と見直しの結果

建設リサイクル法

労働安全衛生法

　環境目標等の見直等も検討していく。

②建設現場では受注増加のため軽油使用量、産業廃棄物排出量が目標数値を達成でき

廃棄物処理法

大気汚染防止法

適用される法規制等

建設機械

消防法 工事全般

オフロード法 工事全般

工事全般

工事全般

適用される事項（施設・物質・活動等）

事業系一般廃棄物、産業廃棄物

騒音規制法 建設機械

振動規制法

工事全般


