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             を推進します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　制定日：平成29年9月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定日：令和3年4月2日

　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長  寺田勇人

         ２．環境関連法規制や当社が約束したことを順守します。

         ３．一人ひとりが環境負荷低減活動を積極的に実践できるように、環境方針を

             全従業員に周知するとともに、環境経営レポート等で社外へも公表します。

             上記の方針達成のために、目標を設定し、定期的に見直し、地球環境保全

              

                       ②  建築建設資材の省資源、廃棄物の３Ｒ（減量、再使用、再生利用）の推進

              

                       ③  水資源の節水

                       ④  事務用品のグリーン購入の推進

                       ⑤  環境に配慮した工法の推進

　　〈行動指針〉

          １．具体的に次のことに取り組むことで、環境経営の継続的改善を推進します。

                       ①  電力・自動車及び重機燃料等の消費に伴う二酸化炭素排出量の削減

　【環境経営方針】

　　〈環境基本理念〉
        　　当社は、太平洋沿岸部に立地し、自然環境や地域環境の保全に重点を置き、

　　　　　企業活動において、環境に配慮した工事施工に取り組んでいます。

　　　　　　長年にわたり蓄積された人材力及び技術力を生かし、自主的・積極的に

      　　環境保全活動に取り組み、広く地域社会に貢献してまいります。



【取組の対象組織・活動の明確化】

取組の対象組織・活動

有限会社三器建設

代表取締役　寺田勇人

本社 高知県香南市赤岡町183-64

倉庫 高知県香南市赤岡町183-50

第二倉庫 高知県香南市吉川町吉原140-1

環境管理責任者　　高見佐智子

連絡担当者　　　　　野中賢二

TEL ：　0887-55-2822    FAX ：　0887-55-5565

土木工事業　、　建築工事業

設立年月日 昭和42年7月5日

資本金 3,000万円

完成工事高

従業員 9名

建物延べ床面積 約 100㎡

倉庫延べ床面積 約 280㎡

第二倉庫延べ床面積 約 1168㎡

特定建設業　許可

許可番号

許可年月日 平成29年11月13日

許可有効年月日 令和4年11月13日

建設業の種類

□認証・登録の対象範囲

登録事業所

有限会社三器建設　　本社・倉庫

　　　　　　　　　　　　　　第二倉庫

高知県知事許可(特-29)第2344号

21,900万円／年　(令和2年度)

土木工事業、建築工事業、大工工事業

左官工事業、とび・土工工事業

□組織の概要

（２）所在地

（４）事業内容
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（１）名称及び代表者

（３）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

（５）事業の規模

（６）許可関係



有限会社 三器建設　実施体制図 作成日：平成23年9月10日

*事務所

*建設現場

・現場での緊急事態訓練の実施

承認者：高見佐智子

・「環境関連法規等チェックリスト」の作成

・緊急事態対応手順書の作成

代表取締役

環境管理責任者

事務局

・環境経営方針の策定、見直し及び全従業員への周知

・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

・環境活動の取り組み結果を代表者に報告

全従業員

・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施地に必要な、人、設備、費用、時間を準備

・決められたことを守り、自主的、積極的に環境活動へ参加

・環境経営システムの構築、実施、管理

・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

・現場の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・代表者による全体の評価と見直しを実施

総務 工務課

・全従業員に対する教育・訓練の実施

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・「環境関連法規等チェックリスト」を承認

・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成

・環境管理責任者を任命

・環境経営レポートを確認し、承認

・緊急事態対応手順書、訓練記録の承認

代表取締役

寺田　勇人

環境管理責任者

高見　佐智子

役割・責任・権限

事務局

野中　賢二

現場責任者
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下請等の協力会社 従業員

・環境経営レポートの作成

・環境経営目標、環境経営計画書を承認

現場責任者

・現場に関連する環境経営計画の実施及び達成状況の報告

・環境活動の実績集計



【中・長期目的・目標】

・平成31年度を基準として

単位 基準年（平成31年度） 令和2年度 令和3年度 令和4年度

二酸化炭素の削減　＊1 kg-CO2 90,267.57 89,364.89 88,462.22 87,559.54

　　　　　・電力使用量 kWh 8,100 8,019 7,938 7,857

　　　　　・化石燃料 L 34,628 34,282 33,936 33,589

一般廃棄物排出量の削減 t 0.11 0.10 0.09 0.08

産業廃棄物排出量の削減 t 139.7 138.3 136.9 135.5

水総使用量の削減 m3 34.0 33.7 33.3 33.0

グリーン購買の推進　 品目 10 10 10 10

環境配慮工法の推進　*3 % 100 100 100 100

＊1．電力のCO2 発生量については、
　　　四国電力の調整後排出係数0．528（kg－CO2 ／ｋWｈ）を使用した。

＊3．環境配慮工法推進は、次の３項目を必ず実施する。
　　　　①環境配慮型重機の使用
　　　　②粉塵対策としての散水作業
　　　　③濁水防止マットの使用

【単年度目的・目標】

○取組期間　令和2年度(令和2年9月　～　令和3年8月)

目的 単位

二酸化炭素の削減 kg-CO2

　　　　　・電力使用量 kWh

　　　　　・化石燃料 L

一般廃棄物排出量の削減 t

産業廃棄物排出量の削減 t

水総使用量の削減 m3

グリーン購買の推進　 品目

環境配慮工法の推進 ％
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10

100

＊2．平成31年度を基準として令和4年度までに3％削減を目標とする。

目標

89,364.89

8,019

基準年（平成31年度）

8,100

34,628

目的

0.11

33.7

139.7

34

10

100

作成日:令和2年9月16日　作成者:野中　賢二

承認日:令和2年9月16日　承認者:高見佐智子

目　　　標

0.10

138.3

34,282

90,267.57



○取組期間　令和2年9月　～　令和3年8月

具体的実施項目 実施責任者

①OA機器スイッチオフ

②事務所不要時の消灯

③エアコンの温度管理

       　(冷房２８℃、暖房２０℃)

①エコ安全ドライブの実施

②アイドリングストップの実施 高見

③低燃費車への切替検討

①節水の呼び掛け

②現場内で水溜り場を設置

③敷鉄板の使用

①事務所でのごみの分別

②コピー用紙の削減(裏紙使用)

①現場でのリサイクル推進

②現場での分別推進

①環境配慮型重機の使用

②粉塵対策としての散水作業 野中

③濁水防止マットの使用

水使用量の削減 節水 野中

①エコマークのついた事務用品の購入
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環境配慮工法の推進 環境配慮工法の実施

グリーン購入の推進 グリーン購入の推進 高見

環境経営計画【具体的取組内容】

二酸化炭素排出量の削減

電気使用量削減 高見

産業廃棄物排出量の削減 野中

廃棄物排出量の削減

一般廃棄物排出量の削減 高見

ガソリン・軽油使用量削減



【単年度目標実績結果と評価】

○取組期間　令和2年度(令和2年9月　～　令和3年8月)

目的 単位 目標 実績 評価

二酸化炭素の削減　＊1 kg-CO2 89,364.89 66,172.47 ○

　　　　　・電力使用量 kWh 8,019 6,595 ○

　　　　　・化石燃料 L 34,282 25,493 ○

一般廃棄物排出量の削減 t 0.10 0.109 ×

産業廃棄物排出量の削減 t 138.34 204.45 ×

水総使用量の削減 m3 34 30 ○

グリーン購買の推進　 品目 10 10 ○

環境配慮工法の推進 *3 ％ 100 100 ○

○：達成
×：未達

＊１．電力のCO2 発生量については、
　　　四国電力の調整後排出係数0．528（kg－CO2 ／ｋWｈ）を使用した。

＊3．環境配慮工法推進は、次の３項目を必ず実施する。
　　　　①環境配慮型重機の使用
　　　　②粉塵対策としての散水作業
　　　　③濁水防止マットの使用

○コメント

　れる。各現場での散水量は、例年並みであり引き続き河川水の利

　主要な事務用品は、グリーン購入リストに掲載されているものを

　目標以上に大きく削減できた。

＊2．平成31年度を基準として令和4年度までに3％削減を目標とする。

二酸化炭素の削減

廃棄物排出量の削減
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　本年度も環境配慮型重機（低騒音・排ガス規制）の使用を徹底

　

　引き続き節水活動は行えている。

　できた。

　構造物取壊し作業において、必要最小限の範囲で施工することを

水総使用量の削減

環境配慮工法の推進

　本社事務所の、内装工事により一般廃棄物排出量が微増した。

　用や敷鉄板を活用し削減に取組む。

グリーン購買の推進

　河川の濁水対策として、濁水防止マットを使用し効果が確認できた。

　騒音振動計を設置し、数値を視覚化することで意識づけた。

　使用している。

　各工事現場で徹底させたが、目標を達成できなかった。

　現場については、エコドライブが浸透していると思われる。

　再資源化できない混合廃棄物の削減を引き続き行う。

　これは、コロナ禍での事務所稼働日数減によるものと思われる。

　また、本社事務所の天井床部材に断熱効果のある材料に交換

　目標は達成できたが、これも事務所稼働日数減によるものと思わ

　老朽化が激しい建設重機を、新装し燃料消費を抑えることができた。

　したため、電気使用量が削減できたと思われる。

　化石燃料については、土砂置き場等を工事現場近くに設置でき



○取組期間　令和2年9月　～　令和3年8月

具体的実施項目 責任者 9～11月 12月～2月 3月～5月 6月～8月 評価

①OA機器スイッチオフ

②事務所不要時の消灯

③エアコンの温度管理

      (　冷房２８℃、暖房２０℃)

①エコ安全ドライブの実施

②アイドリングストップの実施 高見 ○ ○ ○ ○ ○

③低燃費車への切替検討

①節水の呼び掛け

②現場内で水溜り場を設置

③敷鉄板の使用

①事務所でのごみの分別

②コピー用紙の削減(裏紙使用)

①現場でのリサイクル推進

②現場での分別推進

①エコマークのついた

　　事務用品の購入

①環境配慮型重機の使用

②粉塵対策としての散水作業 野中 ○ ○ ○ ○ ○

③濁水防止マットの使用

○：計画通り実施
△：一部出来なかった
×：出来ていない

○評価に対するコメントと次年度の取組内容

目的 コメント 次年度の環境経営計画

継続実施していく。

　建設重機は排ガス対策及び低騒音低振動型の使用を徹底した。

　散水車による道路散水。

　濁水防止マットの使用の徹底。

　書類のデータ化を推進しペーパーレスに取組んだ。

　取組項目は全体としては出来ていると判断できる。

　本年度は、老朽化が目立ちオイル漏れや燃費が著しく悪かった

　バックホウを新装した。

　取組は出来ている。意識も高くなっている。

継続実施していく。

継続実施していく。
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○ ○ ○ ○高見 ○

野中 ○ ○ ○ ○ ○

高見 ○ ○ ○ ○ ○

○

　グリーン購入は事務用品購入時に優先的に購入している。

継続して実施していく。
老朽化の激しい車両・重機の交換をすすめる。
営業車のハイブリット化を推進する。

継続実施していく。現場でのリサイクルも常に意
識して取り組んで行く。

○ ○ ○

　可能な限り、河川水の有効利用を徹底できた。

○

環境配慮工
法

グリーン
購入

二酸化炭素

廃棄物

水使用量

環境配慮工法の実施

グリーン購入の推進

グリーン購入

環境配慮工
法

　取組は出来ている。

【具体的取組内容と月次実施報告】

二酸化炭素

水使用量

産業廃棄物の削減

廃棄物

節水

ガソリン・軽油
使用量削減

電気使用量削減

一般廃棄物の削減 高見

野中

○ ○ ○ ○ ○



【環境関連法規制等の遵守状況】

遵守状況

　遵守

　遵守

　遵守

　遵守

　遵守

　遵守

　遵守

　遵守

　遵守

  遵守

　遵守

【代表者による全体の評価と見直し・指示】
【全体評価】

【今後の取組】

   環境関連法規制等の遵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。

第5条

　また、地球温暖化対策として、クールビズ四国キャンペーンに参加した。

振動規制法

製造業者等への引渡し、リサイクル費用支払い

浄化槽法

資源有効利用促進法

道路交通法 所轄警察署への届出等

　騒音振動計をを設置し環境保護の意識向上を徹底した。

・各工事現場において、大型ブレーカ使用時に民家等が近接している場合は、

　運営に取組む。

・本社事務所の天井床材を断熱効果のある材料に交換し節電効果が出ている。

・環境経営方針及び実施体制は継続する。

・引き続き、気持ちを緩めることなく、無理・無駄のない工事現場計画及び会社

・昨年に引き続き、交通エコポイント活用社会還元事業の支援を行った。

・本社事務所においては、「ソーシャルディスタンスの確保」「3密回避」等のコロナ禍に

　対応する事務所の改善に取組む。
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道路管理者への届出等

定期検査、保守・清掃の実施、記録の保管

第6条

香南市環境基本条例

高知県環境基本条例

・本年度も環境経営目標に対して全社員協力して活動してきた。

　今後も省エネシステム等の導入を推進していく。

・営業車両をエコカーに交換することを検討している。

・今年も、新たに老朽化した重機・車両の交換を進めていく。

　法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

適用される法規

廃棄物処理法

建設リサイクル法

当社の対応

マニフェストの管理・委託契約等

特定建設資材の再資源化等

日常定期点検、定期点検整備等

道路法

道路運送車両法

指定区域の確認、事前届出、規制値遵守等

指定区域の確認、事前届出、規制値遵守等

騒音規制法


