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本 社

倉 庫

専務取締役

事 務 部

連 絡 先

年度
名称

会計年度 8月　～　7月 8月　～　7月 8月　～　7月
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事業所敷地面積
502ｍ2　（本社198ｍ 2，倉

庫304ｍ2）

502ｍ2　（本社198ｍ 2，倉

庫304ｍ2）

502ｍ2　（本社198ｍ 2，倉庫

304ｍ2）

事業所延べ面積
424ｍ2　（本社120ｍ 2，倉

庫304ｍ2）

424ｍ2　（本社120ｍ 2，倉

庫304ｍ2）

424ｍ2　（本社120ｍ 2，倉庫

304ｍ2）

工事件数（売上高） 62件（502.6百万円） 83件（152.8百万円） 65件（618.2百万円）

従業員数 7人 7人 9人

設立年月日 昭和40年11月9日

資本金 2,000万円 2,000万円 2,000万円

建 設 業 の 種 類 　　土木工事業 ， とび・土工工事業

　　ほ装工事業 ， 水道施設工事業
【 事 業 規 模 】

2019/8～2020/7 2020/8～2021/7 2021/8～2022/7

建 設 業 許 可

許 可 番 号 　　高知県知事 特-21第1365号

許 可 年 月 日 　　平成 27 年  3 月  5 日

TEL : 088-882-2878

FAX : 088-882-2884

E-mail : ksks1@mb.pikara.ne.jp

【 事 業 活 動 の 内 容 】

事 業 内 容 　　建設業（主に下水，道路等の工事を行っています）

　　：　　780-0084　高知県高知市南御座17番6号

　　：　　高知県高知市小石木町183番地11

【 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 　島 崎  忠 雄

連絡担当者 　島 崎  忠 枝

１．組織の概要

【 事 業 所 名 】 株式会社 島 崎 建 設

【 代 表 者 氏 名 】 代表取締役 島 崎  栄 浩

【 所 在 地 】



本 社

倉 庫

対象事業

当社対象
11.住続けられるまちづくりを　　
12.つくる責任つかう責任
13.気候変動に具体的な対策を
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ほ装工事業 水道施設工事業

【 レ ポ ー ト の 対 象 期 間 】

2021 年  8 月  ～  2022 年  7 月

【 環 境 経 営 レ ポ ー ト の 発 行 日 】

2022 年  11月 1 日

CO2削減，省エネ，環境配慮工事
コピー用紙削減，環境配慮工事

CO2削減，エコドライブ

【 作 成 責 任 者 】

環境管理責任者　　　　　　　島 崎  忠 雄

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 ） 】

株式会社島崎建設

　　高知県高知市南御座17番6号

　　高知県高知市小石木町183番地11

土木工事業 とび・土工工事業



制定日

代表取締役　　

2019年8月1日

株式会社　島 崎 建 設

島崎栄浩
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　　　７．環境関連法規・条例等を遵守します。

　　　８．環境経営方針を全従業員に周知徹底し、環境意識の向上を図ります。

　　　９．環境経営レポート等環境情報について広く公表します。

　　　４．事業活動における廃棄物発生量の削減及びリサイクルをします。

　　　５．事務所における水使用量の削減により排水量を削減します。

　　　６．事務用品・調達資材のグリーン購入を推進します。

　　　１．建設工事に関わる環境への影響を認識し、環境負荷の少ない事業活動を行います。

　　　２．建設機械・車両等の燃料使用量削減により、二酸化炭素排出量削減をします。

　　　３．事務所・現場における電力使用量の削減により、二酸化炭素排出量削減をします。

　　　　株式会社島崎建設は、高知市で建設業を営む事業者として、地球環境を保全し地域社会と

　　　の共存共栄を図ることが企業の重要な使命であることを認識し、全社員一丸となって、企業活

　　　動の全ての面で人と環境に調和した活動を行い、環境負荷を低減し、継続的改善による環境

　　　経営を推進していきます。

　【環境経営方針】

3.環境経営方針

　【環境経営理念】

　　　　「環境保全は企業の責務である」



代表取締役

島崎 栄浩

環境管理責任者

島崎 忠雄

環境事務局

島崎 忠枝

事務部 工務部

島崎 すずみ 狩野 健一

代表者

環境管理責任者

環境事務局

部門長

従業員 ・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

・各部門における環境システムの実施
・各部門における環境方針の周知

・決められた事を守り、自主性・積極性に環境活動へ参加

・各部門に関する慣用活動計画の実施及び達成等状況報告
・各部門の緊急事態への対応のための手順書、記録の作成及び訓練の実施
・各部門の従業員に対する教育訓練の実施
・各部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・環境負荷自己チェック及び環境への取り組み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
・環境活動実績の集計
・環境関連法規等取りまとめ票の作成、遵守評価の実施
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口
・環境活動レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

・環境関連法規等の取りまとめ票を確認
・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
・環境活動レポートの確認

・環境管理責任者の補佐、EA21推進事務局として機能する

・環境経営方針の策定、見直し、全従業員へ周知
・環境経営目標・環境経営計画・環境管理組織体制の承認
・全体の評価と見直しの実施
・環境活動レポートの承認

・環境経営システムの構築、実施、管理
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4.環境管理組織体制

EA21委員会

倉庫

環境管理システム　役割・責任・権限表

役 割 ・ 責 任 ・ 権 限
・環境経営に関する統括責任
・環境管理責任者の任命



５．環境経営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

環境目標の達成状況を評価し、改善に取り組んでいます。

＜全体概況＞

○電力使用量については、環境目標に対して大幅な改善が見られました。

○電力使用量の削減については、事務所照明のＬＥＤ効果と思われる。

○環境美化活動についても、本年度は、ロードボランティア活動（　12　回）、近隣の清掃活動（　2　回）

　実施しております。

＜株式会社島崎建設　の物質フロー＞（2021年度）　

＜ＩＮＰＵＴ＞ ＜ＯＵＴＰＵＴ＞

燃料15,084Ｌ

　　　株式会社島崎建設 ＣＯ2 　45,250ｋｇ－ＣＯ2

電力14,192ｋＷｈ 　　　の事業活動

用水364ｍ3 排水　249ｍ3　　

原材料326ｔ 廃棄物　93ｔ
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6.環境経営目標 （2021年度 ）

（１）単年度目標

基準年 2021年度

　　　　　　　項目 総量・原単位 単位 2020年 目標

2020.8-2021.7 2021.8-2022.7

売上高 百万円 152.8 380.0

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 5,166 5,000

原単位 （ℓ/百万円） 34 13

　軽油使用量 総量 （ℓ） 9,743 9,500

原単位 （ℓ/百万円） 64 25

　灯油使用量 総量 （ℓ） 371 400

原単位 （ℓ/百万円） 2.4 1.1

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 14,776 14,000

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 97 37

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 46,066 45,000

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 301 118

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 428 400

原単位 （ｍ3/百万円 ） 2.8 1.1

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 640 600

原単位 （ｋｇ/百万円） 4.2 1.6

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 230 200

原単位 （ｔ/百万円） 1.5 0.5

産業廃棄物再資源化率　 総量 （％） 100 100

グリーン購入 総量 （％） 11 11

環境負荷の少ない工事 総量 （％） 83/83 100

環境美化活動 総量 （回） 12 12

＊１．電力のＣＯ2 発生量については、電気事業者別のＣＯ2 排出係数（21年度実績）

　　（令和2年1月7日公表）の四国電力の実排出係数0.528（kg－ＣＯ2 ／ｋＷｈ）を使用した。

＊２．グリーン購入量は、製品購入金額全体に対する環境商品の購入金額割合（％）

＊３．環境負荷の少ない工事

　　○環境負荷の少ない材料（リサイクル材、県産材等）の採用

　　○低騒音、排出ガス対策型重機の使用

　　○型枠、工事看板への間伐材の使用

　　○濁水防止対策の実施

　　○矢板工事で無振動無騒音機を使用
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（２）中長期目標

項目 総量・原単位 単位 2020年度 2022年度 2023年度 2024年度

実績（基準年） 目標 目標 目標

売上高 百万円 152.8 399.0 370.0 370.0

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 5,166 4,750 4,300 4,200

原単位 （ℓ/百万円） 34 12 12 11

　軽油使用量 総量 （ℓ） 9,743 9,025 8,500 8,000

原単位 （ℓ/百万円） 64 23 23 22

　灯油使用量 総量 （ℓ） 371 380 350 345

原単位 （ℓ/百万円） 2.4 1.0 0.9 0.9

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 14,776 13,300 13,000 12,800

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 97 33 35 35

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 46,066 42,750 34,000 33,500

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 301 107 92 91

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 428 380 360 350

原単位 （ｍ3/百万円 ） 2.8 1.0 1.0 0.9

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 640 570 500 500

原単位 （ｋｇ/百万円） 4 1.4 1.4 1.4

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 230 190 180 180

原単位 （ｔ/百万円） 1.5 0.5 0.5 0.5

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 100 100 100 100

グリーン購入 総量 （％） 11 12 14 16

環境負荷の少ない工事 総量 （％） 83/83 100 100 100

環境美化活動 総量 （回） 12 12 12 12
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7.環境経営計画
（　2021　年度）

期間：　　　　　2019　年　8　月　～　　　　　2020　年　7　月2021年8月1日 ～ 2022年7月31日

項目 活動内容 担当者 期間

ＣＯ2 排出量 燃料使用量 竹崎　誠 2022年7月31日

削減 削減 竹崎　誠 2022年7月31日

竹崎　誠 2022年7月31日

竹崎　誠 2022年7月31日

竹崎　誠 2022年7月31日

電力使用量 島崎　忠枝 2022年7月31日

削減 島崎　忠枝 2022年7月31日

島崎　忠枝 2022年7月31日

用水使用量削減 島崎すずみ 2022年7月31日

（排水量削減） 島崎　忠枝 2022年7月31日

廃棄物削減 一般廃棄物 島崎すずみ 2022年7月31日

島崎　忠枝 2022年7月31日

島崎すずみ 2022年7月31日

産業廃棄物 島崎　忠雄 2022年7月31日

グリーン購入 島崎　忠枝 2022年7月31日

島崎　忠枝 2022年7月31日

狩野　健一 2022年7月31日

環境負荷の少ない工事 島崎　忠雄 2022年7月31日

島崎　忠雄 2022年7月31日

狩野　健一 2022年7月31日

狩野　健一 2022年7月31日

狩野　健一 2022年7月31日

重機等のｱｸｾﾙは85%以内とする

急発進・急加速の禁止

ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの励行

ﾀｲﾔの空気圧のﾁｪｯｸ

過積載の禁止

不使用箇所の消灯

ｴｱｺﾝ設定温度の調整（冷房28℃，暖房18℃）

OA機器等の使用時以外の電源OFF

水道使用時はこまめに蛇口をしめる

出し放しでは使用しない

ｺﾋﾟｰ用紙の裏面使用及び両面印刷

環境負荷の少ない材料の採用（ﾘｻｲｸﾙ材，県産材）

型枠，工事看板への間伐材の使用

裏紙保管箱の設置

封筒等の再利用

ﾏﾆﾌｪｽﾄ票による管理の徹底

産業廃棄物はできるだけ再生資源化処理業者に委託する

ｴｺﾏｰｸ文具の優先購入

文房具は、詰め替え可能商品の購入

運搬・処分委託契約，処分場の確認
狩野　健一 2022年7月31日

環境美化活動 ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動（1ｹ月1回）

濁水対策の実施
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排出ｶﾞｽ規制型機械の使用

低騒音型機械の使用



8.環境経営目標の実績

（１）本年度実績

基準年 2021年度 2021年度 実績値／目標値 評価

　　　　　　　項目 総量・原単位 単位 2020年度 目標 実績 （％）

2020.8-2021.7 2021.8-2022.7 2021.8-2022.7

売上高 百万円 152.8 380.0 618.2

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 5,166 5,000 4,981.0 100% ○

原単位 （ℓ/百万円） 34 13 8

　軽油使用量 総量 （ℓ） 9,743 9,500 9,414.7 99% ○

原単位 （ℓ/百万円） 64 25 15

　灯油使用量 総量 （ℓ） 371 400 688 172% ×

原単位 （ℓ/百万円） 2.4 1.1 1.1

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 14,776 14,000 14,192 101% △

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 97 37 23.0

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 46,066 45,000 45,250.0 101% △

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 301.5 118.4 73.2

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 428 400 364 91% ○

原単位 （ｍ3/百万円 ） 2.8 1.1 0.6

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 640 600 660 110% △

原単位 （ｋｇ/百万円） 4.2 1.6 1.1

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 230.3 200 92.2 46% ○

原単位 （ｔ/百万円） 1.5 0.5 0.1

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 100 100 100 ○

グリーン購入量 総量 （％） 11 11 11 ○

環境負荷の少ない工事 総量 （％） 83/83 100 65/65 ○

環境美化活動 総量 （回） 12 12 12 ○

＊１．電力のＣＯ2 発生量については、電気事業者別のＣＯ2 排出係数（21年度実績）

　　（令和2年1月7日公表）の四国電力の実排出係数0.528（kg－ＣＯ2 ／ｋＷｈ）を使用した。

＊２．グリーン購入量は、製品購入金額全体に対する環境商品の購入金額割合（％）

＊３．環境負荷の少ない工事

　　○環境負荷の少ない材料（リサイクル材、県産品等）の使用 ○濁水防止対策の実施

　　○低騒音、排出ガス対策型重機の使用

　　○型枠、工事看板への間伐材の使用

＊４．評価は、「○」、「△」、「×」で評価する。

＜環境経営目標未達成等理由＞

　  灯油使用量は、目標達成できました。

　　売上高が増大しているのに概ね達成できたのは外注施工が多かったため。
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　燃料使用量（総量：ガソリン、軽油、灯油） 　燃料使用量（原単位：ガソリン、軽油、灯油）
単位：ℓ／年 単位：ℓ／百万円

年度 ガソリン 軽油 灯油 年度 ガソリン 軽油 灯油

（ℓ／年） （ℓ／年） （ℓ／年） （ℓ/百万円） （ℓ/百万円） （ℓ/百万円）

２０１７年度 6,786 6,715 853 ２０１７年度 - - -

２０１８年度 6,128 7,825 484 ２０１８年度 17.0 22.0 1.4

２０１９年度 4,900 5,369 92 ２０１９年度 10.0 11.0 0.2

２０２０年度 5,166 9,743 371 ２０２０年度 36.0 64.0 2.4

２０２１年度 4,981 9,415 688 ２０２１年度 8.0 15.0 1.1

電力使用量（総量：ｋＷｈ／年） 電力使用量（原単位：ｋＷｈ／百万円）

年度 電力使用量 年度 電力使用量

（ｋＷｈ／年） （ｋＷｈ／百万円）

２０１７年度 13,777 ２０１７年度 -

２０１８年度 14,972 ２０１８年度 43

２０１９年度 19,281 ２０１９年度 38

２０２０年度 14,776 ２０２０年度 97

２０２１年度 14,192 ２０２１年度 23
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ＣＯ2 排出量（総量：（ｋｇ－ＣＯ2） ＣＯ2 排出量（原単位：ｋｇ－ＣＯ2/百万円）

年度 ＣＯ2 排出量 年度 ＣＯ2 排出量

（ｋｇ－ＣＯ2 ）
（ｋｇ－ＣＯ2/百万

円）

２０１７年度 40,853 ２０１７年度 -

２０１８年度 41,766 ２０１８年度 119.0

２０１９年度 35,965 ２０１９年度 72.0

２０２０年度 46,066 ２０２０年度 301.5

２０２１年度 45,250 ２０２１年度 73.0

用水使用量(総量：ｍ3） 用水使用量(原単位：ｍ3/百万円）

年度 用水使用量 年度 用水使用量

（ｍ3 ） （ｍ3/百万円 ）

２０１７年度 358 ２０１７年度 -

２０１８年度 674 ２０１８年度 1.9

２０１９年度 371 ２０１９年度 0.7

２０２０年度 263 ２０２０年度 1.7

２０２１年度 364 ２０２１年度 0.6
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廃棄物排出量（総量：一般廃棄物、産業廃棄物） 廃棄物排出量（原単位：一般廃棄物、産業廃棄物）
単位：一般廃棄物　ｋｇ／年 単位：一般廃棄物　ｋｇ／百万円
単位：産業廃棄物　ｔ／年 単位：産業廃棄物　ｔ／百万円

年度 一般廃棄物 産業廃棄物 年度 一般廃棄物 産業廃棄物

ｋｇ／年 ｔ／年 ｋｇ／百万円 ｔ／百万円

２０１７年度 500 338 ２０１７年度 - -

２０１８年度 500 384 ２０１８年度 1.4 1.1

２０１９年度 540 330 ２０１９年度 1.1 0.7

２０２０年度 640 230 ２０２０年度 4.2 1.5

２０２０年度 660 92 ２０２０年度 1.1 0.1

産業廃棄物再資源化率（％）

年度 産業廃棄物

再資源化率

（％）

２０１７年度 100

２０１８年度 100

２０１９年度 100

２０２０年度 100

２０２１年度 100

グリーン購入（％）

年度 グリーン購入

（％）

２０１７年度 10

２０１８年度 12

２０１９年度 11

２０２０年度 11

２０２１年度 10
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環境負荷の少ない工事（％）

年度 環境負荷の

少ない工事

（％）

２０１７年度 100

２０１８年度 100

２０１９年度 100

２０２０年度 100

２０２１年度 100

環境美化活動（回）

年度 環境美化活動

（回）

２０１７年度 12

２０１８年度 12

２０１９年度 12

２０２０年度 12

２０２１年度 12
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9.環境経営計画の取組結果とその評価
期間： 2021年8月1日 ～ 2022年7月1日

項目 活動内容 取組結果 評価 見直し

ＣＯ2 排出量 燃料使用量

削減 削減

電力使用量

削減

用水使用量削減

（排水量削減）

廃棄物削減 一般廃棄物

産業廃棄物

グリーン購入

環境美化活動

環境負荷の少ない工事

重機等のｱｸｾﾙは85%いないとする

重機等のｱｸｾﾙは85%以外は十分できている。 〇 現状を維持する

急発進・急加速の禁止

アイドリングストップの励行

タイヤの空気圧のチェック

過積載の禁止

不要箇所の消灯

取組は十分できている 〇 現状を維持するｴｱｺﾝ設定温度の調整（冷房28℃，暖房18℃）

OA機器等の使用時以外の電源OFF

水道使用時はこまめに蛇口をしめる

取組は十分できている 〇 現状を維持する出し放しでは使用しない

ｺﾋﾟｰ用紙の裏面使用及び両面印刷

取組は十分できている
一般廃棄物をライオンズクラブに持込でいる

〇 現状を維持する

裏紙保管箱の設置

封筒等の再利用

マニフェスト票による管理の徹底

運搬・処分委託契約，処分場の確認

排出ガス規制型機械の使用

取組は十分できている 〇 現状を維持する

低騒音型機械の使用

エコマーク文具の優先購入

取組は十分できている 〇 現状を維持する
文房具は、詰め替え可能商品の購入

環境負荷の少ない材料の採用（リサイクル材，県産材）

型枠，工事看板への間伐材の使用

濁水対策の実施
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ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動（1ケ月1回） 取組は十分できている　七河川一斉清掃，土木の
日のボランティア活動に参加

〇 現状を維持する



具体的な取組状況

１．ＣＯ2 排出量削減

（１）燃料使用量削減

　急発進・急加速・急停止の禁止

2019年　9月に社用車内に「急発進・急加速・急停止の禁止」のシール

を貼付、燃料使用量削減の啓発を行っています。　

継続維持

　重機のエコモード運転の徹底

2019年　9月に全ての重機に「エコモード運転の徹底」のシール

を貼付、燃料使用量削減の啓発を行っています。　

継続維持

（２）電力使用量削減

　昼休みの消灯

本社事務所の照明を昼休み（１２時～１３時）消灯し、

節電シールを貼付け、啓発を計っています。

継続維持

２．用水使用量の削減

　節水シール貼付

　（2019年　8月設置）

本社事務所内の水道蛇口に節水シールを

貼付け、啓発を計っています。

継続維持
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３．廃棄物の削減

（１）一般廃棄物の削減

　不要紙ごみの分別の徹底

　（分別箱：2018年　9月設置）

本社事務所内紙ごみの分別箱を設置し、不要紙の再利用

を行っています。

継続維持

4．環境負荷の少ない工事

　低騒音、排出ガス対策型重機の使用

継続維持

　工事看板への高知県産間伐材の使用

継続維持

　濁水防止対策の実施

継続維持

６．環境美化活動

　ロードボランティア活動

事務所周辺のロードボランティア

活動を行い、道路の清掃活動を行いました。

（年12回実施）
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10.次年度の取組内容

（1）環境経営目標 （　2021年度）

単年度目標

基準年 2022年度

　　　　　　　項目 総量・原単位 単位 2020年 目標

2020.8-2021.7 2022.8-2023.7

売上高 百万円 152.8 399.0

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 5,166.0 4,750

原単位 （ℓ/百万円） 33.8 11.9

　軽油使用量 総量 （ℓ） 9,743.0 9,025

原単位 （ℓ/百万円） 63.8 23.0

　灯油使用量 総量 （ℓ） 371.0 380

原単位 （ℓ/百万円） 2.4 1.0

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 14,776 13,300

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 96.7 33.3

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 46,066.0 42,750

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 301.5 107.1

用水使用量 総量 （ｍ
3
 ） 428.0 380

原単位 （ｍ3/百万円 ） 2.8 1.0

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 640 570

原単位 （ｋｇ/百万円） 4.2 1.4

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 230.0 190

原単位 （ｔ/百万円） 1.5 0.5

産業廃棄物再資源化率　 総量 （％） 100 100

グリーン購入 総量 （％） 11 12

環境負荷の少ない工事 総量 （％） 83/83 100

環境美化活動 総量 （回） 12 12

＊１．電力のＣＯ2 発生量については、電気事業者別のＣＯ2 排出係数（21年度実績）

　　（令和2年1月7日公表）の四国電力の調整後排出係数0.528（kg－ＣＯ2 ／ｋＷｈ）を使用した。

＊２．グリーン購入量は、製品購入金額全体に対する環境商品の購入金額割合（％）

＊３．環境負荷の少ない工事 （例）

　　○環境負荷の少ない材料（リサイクル材、県産材等）の採用

　　○低騒音、排出ガス対策型重機の使用

　　○型枠、工事看板への間伐材の使用

　　○濁水防止対策の実施

　　○矢板工事で無振動無騒音機を使用
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（２）中長期目標

項目 総量・原単位 単位 2019年度 2023年度 2024年度 2025年度

実績（基準年） 目標 目標 目標

売上高 百万円 152.8 370.0 370.0 370.0

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 5,166.0 4,300 4,200 4,100

原単位 （ℓ/百万円） 33.8 11.6 11.4 11.1

　軽油使用量 総量 （ℓ） 9,743.0 8,500 8,000 7,600

原単位 （ℓ/百万円） 63.8 23.0 21.6 20.5

　灯油使用量 総量 （ℓ） 371.0 350 345 340

原単位 （ℓ/百万円） 2.4 0.9 0.9 0.9

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 14,776 13,000 12,800 12,500

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 96.7 35.1 34.6 33.8

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 46,066.0 34,000 33,500 33,400

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 301.5 91.9 90.5 90.3

用水使用量 総量 （ｍ
3
 ） 428.0 360 350 340

原単位 （ｍ3/百万円 ） 2.8 1.0 0.9 0.9

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 640 500 500 500

原単位 （ｋｇ/百万円） 4.2 1.4 1.4 1.4

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 230.0 180 180 170

原単位 （ｔ/百万円） 1.5 0.5 0.5 0.5

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 100 100 100 100

グリーン購入 総量 （％） 11 14 16 18

環境負荷の少ない工事 総量 （％） 83/83 100 100 100

環境美化活動 総量 （回） 12 12 12 12
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（2）環境経営活動計画 （　2022　年度）

期間：　　　　　2019　年　8　月　～　　　　　2020　年　7　月2022年8月1日 ～ 2023年7月31日

項目 活動内容 担当者 期間

ＣＯ2 排出量 燃料使用量 竹崎　誠 2023年7月31日

削減 削減 竹崎　誠 2023年7月31日

竹崎　誠 2023年7月31日

竹崎　誠 2023年7月31日

竹崎　誠 2023年7月31日

電力使用量 島崎　忠枝 2023年7月31日

削減 島崎　忠枝 2023年7月31日

島崎　忠枝 2023年7月31日

用水使用量削減 島崎すずみ 2023年7月31日

（排水量削減） 島崎　忠枝 2023年7月31日

廃棄物削減 一般廃棄物 島崎すずみ 2023年7月31日

島崎　忠枝 2023年7月31日

島崎すずみ 2023年7月31日

産業廃棄物 島崎　忠雄 2023年7月31日

狩野　健一 2023年7月31日

狩野　健一 2023年7月31日

グリーン購入 島崎　忠枝 2023年7月31日

島崎　忠枝 2023年7月31日

狩野　健一 2023年7月31日

環境負荷の少ない工事 島崎　忠雄 2023年7月31日

島崎　忠雄 2023年7月31日

狩野　健一 2023年7月31日

狩野　健一 2023年7月31日

狩野　健一 2023年7月31日

車両等の点検整備の実施

安全運転の実施

ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの励行

ﾀｲﾔの空気圧のﾁｪｯｸ

排出ｶﾞｽ対策型の銃器使用の実施

不使用箇所の消灯

ｴｱｺﾝ設定温度の調整（冷房28℃，暖房18℃）

OA機器等の使用時以外の電源OFF

水道使用時はこまめに蛇口をしめる

しっかりと栓を閉める

ｺﾋﾟｰ用紙の裏面使用及び両面印刷

裏紙保管箱の設置

封筒等の再利用

ﾏﾆﾌｪｽﾄ票による管理の徹底

産業廃棄物はできるだけ再資源化処理業者に委託する

ｴｺﾏｰｸ文具の優先購入

文房具は、詰め替え可能商品の購入

運搬・処分委託契約，処分場の確認

環境美化活動 ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動（1ｹ月1回）

濁水対策の実施

-　20-

排出ｶﾞｽ規制型機械の使用

低騒音型機械の使用

環境負荷の少ない材料の採用（ﾘｻｲｸﾙ材，県産材）

型枠，工事看板への間伐材の使用



11.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

⑴　環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果

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

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７条の 一般廃棄物収集運搬基準に従った収集運搬

１３項 表示、書面備付義務

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 年１回

７項 高知市長への提出 毎年６月末

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） 期限切れ

第１４条の一 産業廃棄物処理基準による収集運搬、処分 ３ケ月前

１２項 表示、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

関する法律 クリート塊、木材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

等に関する法律 建設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

騒音規制法 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）

下水道法 第１０条 ○下水道に下水を流入させる為の排水管、

排水渠等の設置

水質汚濁防止法 第１４条の四 ○事業者の責務

公共用水域又は地下水の水質汚濁防止の

ための必要な措置の実施

（条例）

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

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

高知市環境基本条例 第５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

高知市火災予防条例 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）

⑵　環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

2021年8月1日 ～ 2022年7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はありませんでした。

必要時 島崎　忠雄 遵守 2022年8月10日

必要時 島崎　忠雄 遵守 2022年8月10日

2022年8月10日必要時 島崎　忠雄 遵守

2022年8月10日廃棄物排出時 島崎　忠雄 遵守

2022年8月10日島崎　忠雄 遵守

島崎　栄浩 遵守 2022年8月10日

2022年8月10日必要時 島崎　忠雄 遵守

2022年8月10日必要時 島崎　忠雄 遵守

2022年8月10日必要時 狩野　健一 遵守

2022年8月10日必要時 狩野　健一 遵守

2022年8月10日必要時 狩野　健一 遵守

2022年8月10日必要時 狩野　健一 遵守

2022年8月10日必要時 島崎　忠雄 遵守

2022年8月10日必要時 島崎　忠雄 遵守

2022年8月10日必要時 狩野健一 遵守
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必要時 島崎　忠雄

2022年8月10日必要時 島崎　忠雄 遵守

遵守 2022年8月10日



代表者

１２.代表者による全体評価と見直しの結果
■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

②問題点の是正処置及び予防処置の状況

③前回までの代表者の指示事項への対応

＜改善提案＞ 【環境経営目標・環境経営計画・環境管理組織体制】

変更の必要性： □有 ■無

【環境経営目標・環境経営計画の達成状況】

目標項目 目標値 経営計画 コメント

達成状況 達成状況 （目標値、活動計画に対するコメント）

【その他】

環境負荷の少ない工事 〇 〇 変更の必要性： □有 ■無

環境美化活動 〇 〇

＜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】（環境経営レポートの代表者による全体の評価と見直しの欄に記載）

②環境関連法規制等の動向他

＜改善提案＞

代表者が自ら得た情報

島崎栄浩

　　環境関連法規等については遵守しており、違反・訴訟等はありませんでした。 　　今後も環境方針に沿った活動を積極的に実施し目標達成に努め

　ること。

　　特にありません。

　　特にありません。

　　特にありません。

　　環境目標及び環境活動計画を、従業員に周知徹底し、目標達成

　に努めること。

CO2排出量 △ 〇
売上高が伸びているのに排出量が増えていな
いのは、工事の内容にもよると思われるが意
識の向上も考えられる。

廃棄物削減 〇 〇 産業廃棄物は、量に関わらず適正に処理管理
している

用排水削減 〇 〇 継続していくこと

継続していく

積極的に活動に参加している。継続すること 　　エコアクション21はシステムとして有効に機能している。

　　特にありません

　　引き続き社員全員が環境意識を高め、目標達成に努力すること。
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　　外部よりの苦情はありませんでした

　　特にありません

　　特にありません

　　特にありません


