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１，組織の概要

(1)

(2)

本　社 高知県　高岡郡　四万十町　大正大奈路７－４

令和倉　庫 令和3年6月高知県　高岡郡　四万十町　西ノ川名本屋敷１７５－４

(3)

市川　隆

連絡先　電話：0880-27-1504　ファックス：0880-27-1574

Ｅメ－ル gouda2@shirt.osn.ne.jp

(4) 事業内容

土木工事業・建築工事業・とび土工工事業・造園工事業・鋼構造物工事業

水道施設工事業・舗装工事業・管工事業・しゅんせつ工事業

(5) 事業の規模

ｍ2 m2

ｍ2 m2

( ～ )

(6) 事業年度 7月　～　翌年6月

##

工 事 高 238百万円 令和3年7月1日

本　　社

令和4年6月30日

2190.0

164.6

許 可 番 号 高知県知事　許可(般-27)　第2832号

163.2
従 業 員

数
倉庫

敷地面積

407.0

建設業許可の種類

資 本 金 2,000万円

延床面積

許 可 年 月 日 平成　27年　　5月　19日

環境管理責任者：

建設業

 事業者名及び代表者名

有限会社　郷　田　組　

代表取締役 西　田　順　一

 所在地

環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

売上高

従業員

事務所床面積

倉庫床面積

倉庫敷地面積

178百万 144百万 238百万

2,190.0

百万円

ｍ2

人

ｍ2

ｍ2

14

162.9

407.0

16

163.2

407.0

2,190.0

15

163.2

407.0

2,190.0

14名

活動規模 単位 令和元年度 令和2年度 令和3年度

工事等の件数 件 15 17 18

mailto:gouda2@shirt.osn.ne.jp


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）】

有限会社　郷田組

本社　　 高知県高岡郡四万十町大正大奈路７－４

倉庫 高知県　高岡郡　四万十町　西ノ川名本屋敷１７５－４

(資機材置場)

対象事業： 土木工事業・建築工事業・とび土工工事業・舗装工事業

【レポートの対象期間】

令和３年７月　～　令和４年６月

【環境活動レポートの発行日】

【作成責任者】

環境管理責任者　 市川　隆

令和4年8月7日



３，環境経営方針

環境経営理念

四万十条例を厳守し、限りある資源の有効利用及び、地球環境への負荷低減を図るために、

積極的に環境に配慮した建設事業に取り組み、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

1 環境への取組を進めるため、以下の事項について全従業員で取組んでいきます。

① 電力使用量の削減及び、工事に伴う重機や車両に使用する燃料を削減し、二酸化炭素量を削減します

② 一般廃棄物、産業廃棄物の削減及び、リサイクルの推進に努めます。

③ 水資源使用量の低減を図り、排水量の削減に努めます。

④ 環境に配慮した建設工事を行っていきます。

⑤ グリーン購入を促進します。

⑥ 地域ボランティア活動への積極的参加を推進します。

2 環境関連法規制及び条例を遵守します。

3 この環境経営方針は全従業員に周知し、環境経営活動レポートとして社外に公表します。

4 上記の方針達成のため、目標を設定し、定期的に見直し環境経営システムを推進します。

年 月 日

有 限 会 社　  郷田組

代表取締役

　　私たちは、日本最後の清流と言われる四万十川を、後世に引き継いでいくために

令和 元 9 20



様式 6-01 (６．環境実施体制の構築)

４，環境経営管理組織体制

有限会社 郷田組 環境管理実施体制図及び役割・責任・権限表

代表者

西田　順一

環境管理責任者

市川　隆

事業部

岡本　拓志

河上　芳夫

市川　隆

環境事務局

代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任
・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

西田　由美子

全従業員

役割・責任・権限

・環境経営目標・環境活動計画書・環境管理実施体制を承認
・代表者による全体の評価と見直しを実施

・環境管理責任者を任命
・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理
・環境関連法規等の取りまとめ表を承認

・環境経営動レポートの承認

・環境経営活動レポートの発行

・環境経営目標・環境活動計画・環境管理実施体制を確認
・環境経営活動の取組結果を代表者へ報告

・環境経営目標、環境活動計画書・環境管理実施体制原案の作成
・環境経営活動の実績集計

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局
・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

・環境経営関連の外部コミュニケーションの窓口
・環境経営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）

・環境経営関連法規等取りまとめ表の作成
・環境経営関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・緊急事態への対応のための手順書作成

事業部 ・環境経営システムの実施
・環境経営方針の周知

・環境経営活動計画の実施及び達成状況の報告

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

・テスト、訓練を実施、、記録の作成
・問題点の発見、是正、予防処置の実施

全従業員 ・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

・特定された項目の手順書作成及び運用管理

・従業員に対する教育訓練の実施

本 社

現 場



５，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 ２０１９年度 目標

2019.7-2020.6 2020.7-2021.6

売上高 百万円 1,730 1,730

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 11,287 11,061

原単位 （ℓ/百万円） 6.5 6.4

　軽油使用量 総量 （ℓ） 18,537 18,166

原単位 （ℓ/百万円） 10.7 10.5

　灯油使用量 総量 （ℓ） 1,300 1,274

原単位 （ℓ/百万円） 0.8 0.7

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 9,283 9,090

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 5.4 5.3

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 82,149 80,506

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 47.5 46.5

用水使用量 総量 （ｍ
3
 ） 67 65

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.039 0.038

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 301 295

原単位 （ｋｇ/百万円） 0.2 0.2

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 110 108

原単位 （ｔ/百万円） 0.1 0.1

産業廃棄物再資源化率　 総量 （％） 100 100

グリーン購入 総量 （％） 11 11.22

環境負荷の少ない工事 総量 （％） 100  (15/15 ) 100

環境美化活動 総量 （回） 11 11

＊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（Ｈ30年度実績）（西暦2020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

　　○環境負荷の少ない材料（リサイクル材、県産品等）の使用

　　○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

（２）中長期目標

項目 総量・原単位 単位 ２０１９年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度

実績（基準年） 目標 目標 目標

売上高 百万円 1,730 1,730 1,730 1,730

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 11,287 11,061 10.948 10.835

原単位 （ℓ/百万円） 6.5 6.4 6.3 6.2

　軽油使用量 総量 （ℓ） 18,537 18,166 17,981 17,800

原単位 （ℓ/百万円） 10.7 10.5 10.4 10.3

　灯油使用量 総量 （ℓ） 1,300 1,274 1261.26 1,230

原単位 （ℓ/百万円） 0.8 0.7 0.7 0.7

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 9,283 9,097 9,003 8,900

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 5.4 5.3 5.2 5.1

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 82,149 80,506 79,684 77,285

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 47.5 46.5 46.1 45.7

用水使用量 総量 （ｍ
3
 ） 67 65 64 63

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.039 0.038 0.037 0.036

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 301 295 292 290.0

原単位 （ｋｇ/百万円） 0.2 0.2 0.2 0.2

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 110 108 107 106

原単位 （ｔ/百万円） 0.1 0.1 0.1 0.1

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 100 100 100 100

グリーン購入 総量 （％） 11.0 11.2 11.3 11.4

環境負荷の少ない工事 総量 （％） 100  (15/15) 100 100 100

環境美化活動 総量 （回） 11 11 11 11



　６，環境経営計画　（令和３年度）

期間：R３年7月　～R４年6月

項目 活動内容 担当者 期限

ＣＯ₂ 排出量 燃料使用量 ○ 車・建設機械のアイドリングストップの推進 河上芳夫 R4年6月

削減 削減 ○ 車両のエコ運転の徹底 河上芳夫 R4年6月

○ 低燃費車両の優先使用 河上芳夫 R4年6月

○ 作業所通勤の便乗推進 河上芳夫 R4年6月

電力使用量 ○ エアコンの温度設定  冷房28℃　　暖房18℃ 市川隆 R4年6月

削減 ○ 電燈の不要時の消灯 市川隆 R4年6月

○ パソコン等のエコ設定 岡本拓志 R4年6月

○照明をＬＥＤに交換 河上芳夫 R4年6月

用水使用量削減 ○ 日常節水の励行 西田由美子 R4年6月

（排水量削減） ○ 使用後のコック閉鎖確認 従業員全員 R4年6月

○

○

廃棄物削減 ○ ゴミの分別処理を徹底 岡本拓志 R4年6月

○ コピー用紙の両面使用 岡本拓志 R4年6月

○ 建設廃材のリサイクル使用 西田知也 R4年6月

○ 木材端材を地域住民に燃料として配布 河上芳夫 R4年6月

○ 最小限の資材調達　端材の抑制 西田知也 R4年6月

グリーン購入 ○ 再生紙の購入 西田由美子 R4年6月

○ リサイクル商品の購入 西田由美子 R4年6月

○再生資材の購入 工務担当者 R4年6月

○

○濁水防止対策の実施 河上芳夫 R4年6月

○切土・盛土を最小限化 河上芳夫 R4年6月

○環境負荷の少ない材料を使用 西田知也 R4年6月

○低騒音・排出ガス対策型重機の使用 河上芳夫 R4年6月

○型枠工事看板への間伐材の使用 河上芳夫 R4年6月

環境負荷の少ない工事実施



７，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 ２０19年度 目標 実績 （％）

2019.7-2020.6 2021.7-2022.6 2021.7-2022.6

売上高 百万円 1,730 1,730 2,380 137.6 ◎

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 11,287 11,061 12,429 112.4 ×

原単位 （ℓ/百万円） 6.5 6.4 5.2

　軽油使用量 総量 （ℓ） 18,537 18,166 17,567 96.7 〇

原単位 （ℓ/百万円） 10.7 10.5 7.4

　灯油使用量 総量 （ℓ） 1,300 1,274 1,012 79.4 ◎

原単位 （ℓ/百万円） 0.8 0.7 0.4

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 9,283 9,097 8,420 92.6 〇

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 5.4 5.3 3.5

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 82,149 80,506 81,124 100.8 〇

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 47.5 46.500 34.086

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 67 65 55 84.6 〇

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.039 0.038 0.023

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 301 295 232 78.6 ◎

原単位 （ｋｇ/百万円） 0.2 0.2 0.1

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 110 108 31 28.7 ◎

原単位 （ｔ/百万円） 0.1 0.1 0.013

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 100 100 80.8 80.8 ×

グリーン購入量 総量 （％） 11 11.2 12.8 114.3 ◎

環境負荷の少ない工事 総量 （％） 100  (15/15) 100 100 (18/18) ◎

環境美化活動 総量 （回） 11 11 11 ◎

＊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（平成30年度実績）

　　（2020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。 削減効果・向上効果 0％以下 ×

削減効果・向上効果 0％～10％　〇

削減効果・向上効果 10％以上　◎

＜環境経営目標未達成等理由＞

燃料使用量： ガソリン使用量の増加は、遠距離通勤車両の使用が増加したためである。

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：

グリーン購入量：

環境負荷の少ない工事件数：

＜過去の実績＞

項目 総量・原単位 単位 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度

実績（基準年） 実績 実績 実績 実績

売上高 百万円 1,730 1,440 2,380

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 11,287 10,774 12,429

原単位 （ℓ/百万円） 6.5 7.5 5.2

　軽油使用量 総量 （ℓ） 18,537 21,592 17,567

原単位 （ℓ/百万円） 10.7 15.0 7.4

　灯油使用量 総量 （ℓ） 1,300 764 1,012

原単位 （ℓ/百万円） 0.8 0.5 0.4

　ＬＰＧ使用量 総量 （ｋｇ）

原単位 （ｋｇ/百万円）

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 9,283 8,805 8,420

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 5.4 6.1 3.5

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 82,149 87,254 81,124

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 47.5 60.6 34.1

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 67 65 71

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.039 0.045 0.030

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 301 241 232

原単位 （ｋｇ/百万円） 0.2 0.2 0.1

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 110 86 31

原単位 （ｔ/百万円） 0.1 0.1 0.013

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 100 94.3 80.8

グリーン購入 総量 （％） 11 12.8 12.8

環境負荷の少ない工事 総量 （％） 100 (15/15) 100 (17/17) 100 (18/18)

環境美化活動 総量 （回） 11 11 11



８，環境経営活動計画の取組結果とその評価

対象期間 令和３年７月１日～令和４年６月３０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 ○ 車・建設機械のアイドリングストップの推進 〇　出来ている ○　今後も継続

削減 削減 ○ 車両のエコ運転の徹底 ○　出来ている ○　今後も継続

○ 低燃費車両の優先使用 ○　出来ている ○　今後も継続　

○ 作業所通勤の便乗推進 ◎　よく出来ている ○　今後も継続

電力使用量 ○ エアコンの温度設定  冷房26℃　　暖房18℃ ◎　よく出来ている ○　今後も継続

削減 ○ 電燈の不要時の消灯 ◎　よく出来ている ○　今後も継続

○ パソコン等のエコ設定 ◎　よく出来ている ○　今後も継続

○ＬＥＤ照明に変更 〇　出来ている ○　今後も継続

用水使用量削減 ○ 日常節水の励行 ◎　よく出来ている ○　今後も継続

（排水量削減）

廃棄物削減 ○ ゴミの分別処理を徹底 ○　出来ている ○　リサイクル分別に心掛けている。

○ コピー用紙の両面使用 ◎　よく出来ている ○　今後も継続

○ 建設廃材のリサイクル使用 ◎　よく出来ている ○　型枠等は、再使用を心かけている。

○ 最小限の資材調達　端材の抑制 ◎　よく出来ている

グリーン購入 ○ 再生紙の購入 ◎　よく出来ている ○　今後も継続

○ リサイクル商品の購入 〇　出来ている ○　今後も継続

環境負荷の少ない工事 ○濁水防止対策の実施 ◎　よく出来ている ○沈砂池、オイルフェンスの設置を義務付けている。

○切土・盛土を最小限化 ○　出来ている ○過剰掘削等を抑制し最小限化に努力している。

○環境負荷の少ない材料を使用 ○　出来ている ○再生資材を優先に使用している。

○低騒音・排出ガス対策型重機の使用 ◎　よく出来ている ○使用機械は、低騒音、排出ガス対策型機種を使用

○型枠工事看板への間伐材の使用 ◎　よく出来ている ○高知県産品の木材を最優先で使用している。

○　端材を削減することにより、最小限の資材を使用



　（2）環境経営計画　（令和４年度）

期間：　R4年7月　～R5年6月

項目 活動内容 担当者 期限

ＣＯ₂ 排出量 燃料使用量 ○ 車・建設機械のアイドリングストップの推進 河上芳夫 R5年6月

削減 削減 ○ 車両のエコ運転の徹底 河上芳夫 R5年6月

○ 低燃費車両の優先使用 河上芳夫 R5年6月

○ 作業所通勤の便乗推進 河上芳夫 R5年6月

電力使用量 ○ エアコンの温度設定  冷房28℃　　暖房18℃ 市川隆 R5年6月

削減 ○ 電燈の不要時の消灯 市川隆 R5年6月

○ パソコン等のエコ設定 岡本拓志 R5年6月

○照明をＬＥＤに交換 河上芳夫 R5年6月

用水使用量削減 ○ 日常節水の励行 西田由美子 R5年6月

（排水量削減） ○ 使用後のコック閉鎖確認 従業員全員 R5年6月

○

○

廃棄物削減 ○ ゴミの分別処理を徹底 岡本拓志 R5年6月

○ コピー用紙の両面使用 岡本拓志 R5年6月

○ 建設廃材のリサイクル使用 西田知也 R5年6月

○ 最小限の資材調達　端材の抑制 西田知也 R5年6月

グリーン購入 ○ 再生紙の購入 西田由美子 R5年6月

○ リサイクル商品の購入 西田由美子 R5年6月

○再生資材の購入 工務担当者 R5年6月

○

○濁水防止対策の実施 河上芳夫 R5年6月

○切土・盛土を最小限化 河上芳夫 R5年6月

○環境負荷の少ない材料を使用 西田知也 R5年6月

○低騒音・排出ガス対策型重機の使用 河上芳夫 R5年6月

○型枠工事看板への間伐材の使用 河上芳夫 R5年6月

環境負荷の少ない工事実施



９，次年度の取組み内容

（1）環境経営目標 （　　2022　年度）

（１）単年度目標

基準年 ２０２２年度

　　　　　　　項目 総量・原単位 単位 ２０１９年度 目標

2018.7-2019.6 2021.7-2022.6

売上高 百万円 1,730 1,730

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 11,287 10500.0

原単位 （ℓ/百万円） 6.5 6.1

　軽油使用量 総量 （ℓ） 18,537 18,000

原単位 （ℓ/百万円） 10.7 10.4

　灯油使用量 総量 （ℓ） 1,300 1,240

原単位 （ℓ/百万円） 0.8 0.7

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 9,283 80,000

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 5.4 46.2

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 82,149 79,684

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 47.5 46.1

用水使用量 総量 （ｍ
3
 ） 67 64

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.039 0.037

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 301 107

原単位 （ｋｇ/百万円） 0.2 0.1

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 110 100

原単位 （ｔ/百万円） 0.1 0.1

産業廃棄物再資源化率　 総量 （％） 100 100

グリーン購入 総量 （％） 11.0 11.3

環境負荷の少ない工事 総量 （％） 100  (15/15) 100

環境美化活動 総量 （回） 11 11

＊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（Ｈ30年度実績）（西暦2020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、県産品等）の使用

　　○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



（２）中長期目標

項目 総量・原単位 単位 ２０１９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 1,730 1,730 1,730 1,730

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 11,287 10500.0 10000.0 9500.0

原単位 （ℓ/百万円） 6.5 6.1 5.8 5.5

　軽油使用量 総量 （ℓ） 18,537 18,000 17,800 17,600

原単位 （ℓ/百万円） 10.7 10.4 10.3 10.2

　灯油使用量 総量 （ℓ） 1,300 1,240 1,230 1,220

原単位 （ℓ/百万円） 0.8 0.7 0.7 0.7

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 9,283 9,000 8,900 8,800

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 5.4 5.2 5.1 5.1

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 82,149 79,684 78,863 78,041

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 47.5 46.2 45.7 45.7

用水使用量 総量 （ｍ
3
 ） 67 64 63 62

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.039 0.037 0.036 0.036

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 301 292 290.0 289.0

原単位 （ｋｇ/百万円） 0.2 0.2 0.2 0.2

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 110 107 106 106

原単位 （ｔ/百万円） 0.1 0.1 0.1 0.1

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 100 100 100 100

グリーン購入 総量 （％） 11.0 11.3 11.3 11.4

環境負荷の少ない工事 総量 （％） 100  (15/15) 100 100 100

環境美化活動 総量 （回） 11 11 11 11



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

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 随時 市川隆 遵守 令和4年7月14日

において適正に処理

第１２条 産業廃棄物の事業者の処理 令和4年7月14日

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 令和4年5月15日

第１２条の三 マニフェスト交付状況報告書の作成及び

７項 高知県知事への提出

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日前までに四万十町長に届出） 随時 河上芳夫 遵守

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日前までに四万十町長に届出） 随時 河上芳夫 遵守

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 随時 河上芳夫 遵守 令和4年7月16日

（資源有効利用促進法）

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 随時 河上芳夫 遵守 令和4年7月16日

（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

浄化槽法 第１１条 浄化槽の法定点検の実施。高知県知事への報告 年1回

毎年６月 代表取締役 遵守 令和4年7月16日

第２３～２６条 清流の保全

第２７条 野生動植物の保全 随時 市川隆 遵守 令和4年7月16日

第３２条 環境配慮指針

（２）環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

　令和3年7月1日より令和4年6月30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・要望等はありませんでした。

　　　 

随時 河上芳夫 遵守

随時 工事責任者 遵守

6月末 河上芳夫 遵守 令和4年5月17日

高知県四万十川の保全及び流域の

振興に関する基本条例

令和4年7月16日

令和4年7月16日



作成年月日 　　　　　令和４年　7　月　25　日

代表者

11，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

・守られていて問題はありません。

　　改善の提案はありません。

②問題点の是正処置及び予防処置の状況

・建設機械の環境対策は、出来ている。

③前回までの代表者の指示事項への対応

・従業員全員の環境対策に対する取組みは、出来ているが

　もう一度再認識して、エコ活動を進めて頂きたい。

＜改善提案＞ 【環境経営目標・環境経営計画・環境管理組織体制】

・社用車、工事関係車両車の買い替えにあたっては、 変更の必要性： □有 ■無

　排気ガス対策車が望ましい。

　・あまり高望み的な計画、目標は望ましくないので、従来の

【環境経営目標・環境経営計画の達成状況】 　自社目標、計画に従い取組んでいく。

目標項目 目標値 経営計画 （目標値、活動計画に対するコメント）

達成状況 達成状況 　　・工事内容により、当初目標値が変わります。変更の必要性はない。

燃料使用量 ✕ 〇

電力使用量 〇 ◎

ＣＯ₂ 排出量 〇 ◎

用水使用量 〇 ◎

一般廃棄物排出量 ◎ 〇

産業廃棄物排出量 ◎ ◎ 【その他】

グリーン購入量（％） 〇 変更の必要性： □有 ■無

廃棄物再資源化率（％） ◎

　・従業員個々が環境対策に、気を配っていると思う。

　　　引き続き環境活動方針に従い継続していくこと。

削減効果・向上効果 0％以下 ×

評価基準目標値 削減効果・向上効果 0％～10％　〇

削減効果・向上効果 10％以上　◎

【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）

・外部からの苦情塔は、ありませんでした。

　環境に配慮した工事施工、ボランティヤ活動への参加など、積極的に

②環境関連法規制等の動向他 　できたと思う。

　　計画に基ずく施工は出来ており、今後も更なる取り組み方法を

・環境関連法規党は、会社・各工事現場が遵守しており 　考慮しつつ、継続して実施することにより、長期での目標達成に

　今後も継続します。 　努力し社会に貢献していきたい。

＜改善提案＞ 　　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。

・ありません。

コメント

遠距離通勤車両の燃料の増加

受注工事の内容により異なる

環境負荷の少ない
工事件数（％）

◎ ◎

〇

〇
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