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１．組織の概要

　　　１） 事業所 相原造園土木株式会社　　　

代表者 代表取締役　　相原　和行

　　　２） 所在地
本社：横浜市横浜市瀬谷区阿久和南二丁目１６番地３

　　　３） 環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

環境経営管理責任者 　　　　総務 高橋　まゆみ

　　　　　　担当者 　　　　総務 高橋　まゆみ

連絡先 電話 ：０４５－３６４－７１１１

ＦＡＸ：０４５－３６４－７１０３

電子メール info@aiharazouen.co.jp

ホームぺージ http://www.aiharazouen.co.jp

　　　４） 事業の内容 土木工事・外構工事・植栽工事・樹木剪定・とび・土工工事

　　　５） 建設業許可　　 造園工事業・土木工事業・とび・土工工事業　　

　神奈川県知事（一般）３５５６号

産業廃棄物収集運搬　（神奈川県）許可番号：０１４０２１０１６３８

　　　６） 事業の規模（２０２０年６月現在）

単位 ２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 ２０２１年

万円 27,700 30,100 32,700 32,200 27,139

件 203 231 268 269 229

人 18 16 16 18 16

㎡ 400 400 400 400 400

２．対象範囲（認証・登録範囲）

・ 認証 ・登録番号　：　０００８５９２

・ 認証登録年月日 　：２０１２年８月１０日

・ 認証 ・登録事業者名・相原造園土木株式会社

・ 所在地 ：横浜市瀬谷区阿久和南二丁目１６番地３

・ 事業活動内容 ：土木工事・外構工事・植栽工事・樹木剪定工事

とび・土工工事

．

事業規模

売上高

工事等の件数

従業員数

床面積

1



[S6-01] 

承　認 作　成

相原 高橋

 

環境方針の理解と環境への取組の重要性を自覚し、決められたことを守り、自主的・積

極的に環境改善に取り組む

EA21事務局

１．環境経営管理責任者の補佐
２．環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施
３．環境経営目標、環境経営活動計画書原案の作成
４．環境関連法規等取りまとめ表の作成及び遵守評価の実施
５．環境経営活動の実績集計
６．環境関連の外部コミュニケーションの窓口及び環境活動レポートの作成、公開

部門責任者

１．自部門における環境経営システムの実施
２．自部門における環境経営方針の周知
３．自部門に関連する環境経営活動計画の実施及び達成状況の報告
４．自部門に関連する手順書作成及び運用管理
５．自部門に関連する緊急事態への対応のための手順書作成テスト・訓練を実施、記録
作成
６．自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

全従業員

作成　２０２２／８／４

役職 責任および権限

代表取締役社長

１．環境経営管理責任者の任命
２．環境経営方針の制定
３．環境経営システムの実施および管理に必要な資源の準備
４．環境経営システムの定期的見直しの実施
５．社内情報の外部公開可否決定

環境経営管理責任者

１．環境経営システムの確立、実施、維持、継続的改善
２．社長への環境経営システムの実施状況報告
３．推進機関であるEA21EMSの事務局の責任者として事務局運営
４．それぞれの業務・役割に応じ、必要な教育訓練を適切に計画・実施する
５．環境関連法規の遵守確認

環境経営実施体制表

代表者
代表取締役
相原 和行

EA21事務局
高橋 まゆみ

環境経営管理責任者

高橋 まゆみ

部門責任者
工事部長
長山 清志

２



環　境　経　営　方　針
<環境経営理念>
　相原造園土木(株)は、地球環境の保全が人類共通の最重要課題の一つであることを認識し、
造園・土木事業活動において、地球環境の保全に配慮して行動し、地球環境と調和した持続可
能な社会の形成のために、全社一丸となって自主的・積極的に、環境保全活動に取り組みま
す。

<行動指針>

１．次の事項について環境目標・活動計画を定め、継続的な改善に努めます。

　１）二酸化炭素排出量の削減（低炭素社会への対応）

      事務所内での電力使用量の削減を目指して努力します。

      化石燃料の削減を目指してエコドライブ等に取り組みます。

　２）廃棄物排出量の削減及び再資源化の推進（循環型社会への対応）

　　　建設混合廃棄物を分別して再資源化を推進します。また、建設工事以外の
　　　剪定枝などの処分を業者を選定しウッドチップなどにリサイクルします。

　３）総排水量の削減（水資源の保全）

      事務所内では井戸水を使用しているが節水管理で削減に努めます。

　４）化学物質使用量の削減

　　　殺虫剤等の適正管理により環境配慮に努力します。

　５）環境に配慮した製品等の購入の推進(グリーン購入）

　　　事務用品などの購入を可能な限りグリーン購入とします。

　　　車両をより環境に配慮したものに順次変えていきます。

　　　パソコンを省電力のものに順次買い替えます。

　６）製品及びサービスに関する環境配慮の取組

　　　外構工事に関しての環境配慮製品の使用に取り組みます。

２．環境関連法規、条例及び当社が同意するその他の要求事項を遵守します。

３．全ての組織及び従業員の参加による環境保全活動を推進し、環境への取り組みを

　　環境活動レポートとしてとりまとめ公表します。

－　本方針は、全従業員に周知徹底し、かつ、一般の方に公開します　－

　                                   制定　平成２３年１０月１２日
　                                   改訂　平成２５年　７月　１日

                                           相原造園土木株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　相原　和行

３



[S5-01] 承　認

 　作成年月日：2021年7月5日
基準値

（ 2016～5年間平均）
電力使用量 基準値に対し 2 ％削減 基準値に対し 3 ％削減 基準値に対し 4 ％削減

8,821 0.48
kWh／年

油種別消費量
1 LPG　<kg／年>

3.00
基準値に対し 2 ％削減 基準値に対し 3 ％削減 基準値に対し 4 ％削減

7,729 2.32
基準値に対し 2 ％削減 基準値に対し 3 ％削減 基準値に対し 4 ％削減

13,145
56,078

kg-CO2／年以下

一般廃棄物排出量

2
対全建設副産物 基準値に対し 2 ％向上 基準値に対し 4 ％向上 基準値に対し 6 ％向上

68
％

井戸水

3

化学物質適正管理
4 （PRTR対象物質）

エコ商品購入率

5 (2020年度) 基準値に対し 1 ％向上

86.9％ 87.7 ％以上

件数/販売率

6 (2011年度実績)
0件 1 件以上 2 件以上 2 件以上

※本環境目標設定表は、毎年度見直すものとする。 　 　 　

Ｎｏ 環境方針項目 環境目標項目
２０２２年度

２０２１年度 　環境経営目標設定書

kWh／年 kWh／年

ＬＰＧ節約継続経過観察

二酸化炭
素排出量
の削減

電力使用量の削減

化石燃料消費量の削減

8,645 8,557 8,469
kWh／年

　<L／年>

軽油　<L／年>

建設副産物等の再資源化率の向上

廃棄物排
出量の削

減

一般廃棄物廃棄物(剪定枝）
完全再資源化

計（kg-CO2）

12,619

ガソリン　<L／年>

12,751

7,497 7,419
　<L／年>

井戸水・節水実施 井戸水・節水実施

（PRTR対象物質）（PRTR対象物質）

化学物質
使用量の

管理
有害化学物質管理・適正使用 適正管理

作　成

相原 高橋

ＣＯ2
排出係数

年　度　目　標
２０２1年度 ２０２３年度

2.58

ＬＰＧ節約継続経過観察 ＬＰＧ節約継続経過観察

ｔ／年以下

　<L／年> 　<L／年>

54,957 54,396 53,835

72 74
％ ％ ％

再資源化100%実施 再資源化100%実施

70

グリーン
購入

（PRTR対象物質）

基準値に対し 基準値に対し

井戸水・節水実施

グリーン購入の推進
＜エコ商品購入額／総購入額＞

水使用量
の削減

井戸水使用・節水実施

環境配慮
製品等

環境配慮製品使用または推薦
件数/販売率 件数/販売率 件数/販売率

基準値に対し

積極r的購入
エコ商品購入率 エコ商品購入率

適正管理 適正管理

積極r的購入
エコ商品購入率

7,574
　<L／年>

12,882
　<L／年>

再資源化100%実施
ｔ／年以下 ｔ／年以下

kg-CO2／年以下 kg-CO2／年以下 kg-CO2／年以下

４



[S12-02]

 　作成年月日： 2022/6/30

基準年 （ 2016～5年間平均） 達成度
基準値に対し 2 ％削減

0.441 ×

1 3.00

基準値に対し 2 ％削減

2.32 ○

基準値に対し 2 ％削減

2.58 ○

○

○
2

基準値に対し 2 ％向上

○

基準値に対し 1 ％向上

5 ×
86.9 % 87.9% 以上

6 ×

　

東京電力　 2021年度0.441Kg-CO2/kwh

使用量経過観察

19.95

7,574
ガソリン　<L／年>

12,882
軽油　<L／年>

54,957

井戸水・節水

ガソリン　<L／年>

再資源化率

53,941

87.6

軽油　<L／年>

％

再資源化率

11,659

電力使用量
8,821

kWh／年

二酸化炭素排出
量の削減

軽油　<L／年>

油種別消費量

ガソリン　<L／年>

油種別消費量

7,729

計（kg-CO2）

kWh／年

kg-CO2／年

13,145
56,078

油種別消費量

使用量経過観察

kg-CO2／年

33.40

　環境経営目標の実績

6,255

LPG　<kg／年>

承　　認

kWh／年

作　　成

相原 高橋

8,645

基準値

電力使用量の削減

化石燃料消費量の削減
経過観察

2021年度
7月～6月

ＣＯ2
排出係数

活動期間（2021/7～2022/6）
目　　標 実　　績

Ｎｏ 環境経営方針項目 環境経営目標項目

対全建設副産物

一般廃棄物排出量
１００％ １００％

kg-CO2／年

対全建設副産物

9,012

化学物質使用量
の管理

(2016～2020年度平均実績） ％/ 年

％

70.0

水使用量の削減
（井戸水）

廃棄物排出量の
削減

建設副産物等の再資源化率の向上

エコ商品購入率

（PRTR対象物質）

一般廃棄物廃棄物(剪定枝）完全再資源化

％

再資源化率

68.0

井戸水・節水

（PRTR対象物質）
有害化学物質使用管理・

適正使用

水使用量節水実施

適正管理 適正管理

件

85.8%

環境配慮製品使用または推薦

化学物質使用量

水道使用量

環境配慮製品等 (2011年度実績)

件数/販売率

件

0

エコ商品販売率

　 ②№5～6の環境目標項目は達成度欄に取組があれば達成「○」、取組がなければ未達「×」と評価する。

1

3

4

％/ 年グリーン購入
グリーン購入の推進

＜エコ商品購入額／総購入額＞

（PRTR対象物質）

※①№1～4の環境目標項目は達成度欄に100％までの場合が達成「○」、100％超える場合が未達「×」と評価する。
0件

５



[S12-03] 承　　認 作　　成

2021年度
７月～６月

 　作成年月日： 令和3年7月2日

結　　果　　・　評　　価

①休憩時の消灯

②休日のパソコン電源オフ

1 ③空調の適温化

①省エネ運転の実行

②乗用車のエコドライブ活動

③機器のアイドリングストップ

④ＬＰＧ節約継続計経過観察

①剪定枝資源化の完全再資源化

②分別の徹底

2 ③使用済み用紙の再利用

①分別の徹底

②リサイクルの推進

③リサイクル業者の選定

井戸水

3

①情報入手

4 ②保管管理

③使用量の把握

①グリーン購入ガイドライン
調査

5 ②購入基準作成

③購入率把握

①元請工事に関しての環境
配慮製品使用提案

6 ②環境配慮製品社内提案

③環境配慮製品社内検討会

　環境経営活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容 
相原 高橋

Ｎｏ 環境経営方針項目 環境経営目標項目 具体的活動内容
取　　組

次年度の内容

二酸化炭素排出
量の削減

電力使用量の削減
コロナ渦で、換気を重視した結果、熱
効率が悪くなり電力使用量が達成でき
なかった。

①「休憩時の消灯」を継続する

②「休日のパソコンオフ」を継続する

③「空調の適温化」を継続する

化石燃料消費量の削減

今年度は目標値を見直し、改めての
取組となった。燃料は仕事量とも関連
してくるが、燃費を良くするような運転
を心掛け、今後も注視していく

①「省エネ運転の実行」を継続する

②「乗用車のエコドライブ」を継続する

廃棄物排出量の
削減

一般廃棄物廃棄物(剪定枝）完全再資源化
リサイクルを進める、登録業者へ搬入
することによりリサイクルを進めた

①「分別の徹底」を継続する

②「リサイクルの推進」を継続する

③「使用済み用紙の再利用」の継続

建設副産物等の再資源化率の向上
置き場の整理をして建設副産物の分
別をし適正な業者へ搬出している。金
属はリサイクル業者へ売却した

①「分別の徹底」を継続する

②「リサイクルの推進」を継続する

③リサイクル業者の使用を継続させる

水使用量の削減 井戸水使用・節水実施 散水を除き、節水を心掛けられた

①「水使用量の節約」を継続する

②「水の漏洩点検の実施」を継続する

①SDSの活用を継続する

②保管場所の管理を継続する

③定期的に使用量の把握・記録

環境配慮製品等 環境配慮製品使用または推薦

化学物質管理・適
正使用指導

有害化学物質使用管理・
適正使用

グリーン購入
グリーン購入の推進

＜エコ商品購入額／総購入額＞

③機器のアイドリングストップの徹底

下請けが多く、提案が難しかった

③検討会を行う

今後もグリーン購入は継続はするが来
期からは、当社の目標設定からは外
す方向でいく

①「グリーンマーク商品の購入」を継続する

①提案を増やす

②部会などでの提案を進める

持ち出し記録と倉庫のカギ管理をしっ
かりやった

６



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、訴訟の有無

当社に関係する環境関連法規等は下記の通りですが、下記にのように遵守状況を

令和４年７月に確認した結果違反はありませんでした。また過去３か月に遡って関連機関

からの指摘、環境関連の訴訟もありませんでした。

環境関連法規等の遵守状況

区分 法規等名称 遵守事項
遵守
状況

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（一般廃棄
物の処理）

・一般廃棄物の分別収集、排出 ○

・産業廃棄物の適正処理

・マニフェスト管理

横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処
理等に関する条例

・資源リサイクル、廃棄物減量、適正処
理

○

家電リサイクル法 ・使用済家電品の適正排出 ○

自動車リサイクル法 ・使用済み自動車のリサイクル処分 ○

建設リサイクル法 ・特定建設資材の分別と再資源化 ○

毒物及び劇物取締法 ・盗難・紛失防止他適正管理 ○

農薬取締法 ・使用範囲、使用方法遵守 ○

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法 ・排ガス基準適合車の使用 ○

フロン排出抑制法 ・簡易点検 ○

９．代表者による全体評価と見直しの結果
当該期間内において顧客敷地内での油漏れが発生した為、改めて手順書を配布して各自に徹底させるようにした。
産業廃棄物については再資源化率向上及び処分費の削減を目指し、更なる廃棄物分別の指示徹底を行いたい。また、産
業廃棄物については、通常取引のある中間処分業者が、従来随時受入れ可能であったものが数か月前より予約制となっ
た。よって、工事の計画時に綿密な処分計画を立てる必要性が高まったが、これは廃棄物の削減や運搬の効率化に寄与
するものと捉えている。
剪定枝・草などの処分については、見積時に樹木1本ごとの重量や草刈り面積あたり重量を細かく算出し、過剰積算を避
けて顧客満足度を高めていくこととする。

廃棄物
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（産業廃棄
物の処理）

○

資源循環

化学物質

大気汚染
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