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１．環境経営方針

環境理念

環境経営方針

① 　工事に伴う建設機械や車両等の燃料使用量の削減による二酸化炭素の排出量を

　　削減します。

② 　電力使用量の削減による二酸化炭素の排出量を削減します。

③ 　一般廃棄物の削減及び現場等で発生する建設副産物・産業廃棄物の削減・リサイ

　　クルに努めます。

④ 　水道水の使用を出来る限り控えて、水資源の保全を図ります。

⑤ 　建設工事における騒音、振動の低減を図ると共に、出来る限り、環境配慮型工法

　　を推進し、また環境に優しい資材の使用を促進します。

⑥ 　課題を解決しチャンスを活かす取り組みをします。

制定日　　平成23年12月22日
制定日　　令和 元年 9月 1日

代表者署名　　佐田　博

５．上記の環境経営方針達成のため、目標を定め、定期的に見直しを行い、継続的な改善に

　努めます。

　刈谷建設株式会社は、高知県幡多地域を対象に事業活動を行っている企業として、建設
事業による環境への影響を考慮し、地域の環境保全に向けて、全社員一丸となり自主的・積
極的に環境経営に取組み、継続的に環境負荷の削減に取り組みます。

１．環境への取組みを進める為、以下の事項について全社員で取り組んでいきます。

２．環境関連法規制及び条例を遵守します。

３．地域周辺の環境に対する貢献やボランティア活動等の社会貢献活動に積極的に

　取組みます。

４．この環境経営方針は全従業員に周知し、環境保全意識の向上を図ります。
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２．組織の概要

① 【事業所名】 刈谷建設株式会社

【代表取締役】 佐田　博

② 【所在地】 本　社　〒787-0010  高知県四万十市古津賀2068番地1

事務所　〒787-0010  高知県四万十市古津賀3丁目51　（6月1日移転）

③ 【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 永野　傑

連 絡 先 ＴＥＬ： 0880-34-4831

ＦＡＸ： 0880-34-4624

Ｅ－mail：kariya.nagano@gmail.com

④ 【事業活動の内容】

建設業（主に土木工事等の工事を行っています。）

建設業許可

　許可番号 高知県知事　許可（特－２８）第４８２０号

　許可年月日 平成２８年１１月２８日

　建設業の種類

⑤ 【事業の規模】

完成工事高 417,096千円　(決算時期　令和3年　8月31日)

従業員数 １１人　(令和３年　8月現在）

倉　庫

敷地面積 296.8ｍ2

延べ床面積 192.0ｍ2

⑥ 【事業年度】

⑦ 【認証・登録の対象組織・活動】

登録組織名 ：　 刈谷建設株式会社

対象事務所 ：　 本社・倉庫

倉　庫　〒787-0160　高知県四万十市間崎字トリゴエ462

土木工事業　とび・土工工事業
舗装工事業　造園工事業
水道施設工事業　解体工事業

９月１日　～　８月３１日

事務所

299ｍ2

96.2ｍ2
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発注者：高知県幡多土木事務所

工事名：砂防　第25-2号　ウシゲ谷川　通常砂防工事

工事名：令和元-2年度　初崎堤防工事

３．事業の紹介

【主な事業の紹介】

令和2年度完成工事

発注者：四国地方整備局　中村河川国道事務所

発注者：高知県幡多土木事務所

工事名：3か年　第27-7号　相ノ沢川(楠島川)　3か年緊急対策工事
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代表取締役

佐田　博

環境管理責任者

永野　傑

環境事務局

永野　傑

環境委員会

佐田　道昭

事務部門 工事部門 倉庫、資材・車両置場

　田村　美華 各工事現場責任者 従業員全員

環境管理システム　役割・責任・権限表

４．環境経営組織図及び役割・責任・権限表

役割・責任・権限

代表者

・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員、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

・環境管理責任者を任命

・環境経営方針の策定、見直し

・環境経営目標・環境経営計画を承認

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・環境経営レポートの承認

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票を承認

・環境経営目標・環境経営計画書を確認

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの確認

環境事務局

・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

・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成

・環境活動の実績集計

・環境関連法規等取りまとめ表の作成及び最新版管理

・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境経営レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

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

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

環境委員会
・環境経営計画の審議

・環境活動実績の確認・評価

部門長

・従業員に対する教育訓練の実施

・環境経営計画の実施及び達成状況の報告

・必要な手順書の作成及び手順書による実施

・想定される事故及び緊急事態への対応のための手順書作成

・試行・訓練を実施、記録の作成

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

4



（１）単年度、中長期目標

基準値 令和2年度目標 令和3年度目標 令和4年度目標 令和5年度目標

令和元年9月から令
和2年8月の12ヶ月間

令和2年9月から
令和3年8月
（-1）%は削減率

令和3年9月から
令和4年8月
（-2）%は削減率

令和4年9月から
令和5年8月
（-3）%は削減率

令和5年9月から
令和6年8月
（-4）%は削減率

化石燃料使用量

　　軽油 Ｌ 17,023.20 16,852.97 16,682.74 16,512.50 16,342.27

　　ガソリン Ｌ 19,181.00 18,989.19 18,797.38 18,605.57 18,413.76

　　灯油 Ｌ 375 371.25 367.50 363.75 360.00

電力使用量 kＷh 9,830 9,731.70 9,633.40 9,535.10 9,436.80

ＣＯ2 排出量 kgｰCO２ 94,612.58 93,666.45 92,720.33 91,774.20 90,828.08

水使用量 ｍ３ 68.6 67.91 67.23 66.54 65.86

一般廃棄物排出量 ｔ 0.087 0.086 0.085 0.084 0.084

産業廃棄物排出量 ｔ 295.91 292.95 289.99 287.03 284.07

産業廃棄物排出量再資
源化率

％ ― 100.00 100.00 100.00 100.00

環境配慮資材 件 0 全件 全件 全件 全件

環境配慮工事 件 0 全件 全件 全件 全件

社会貢献活動 回 10 12 12 12 12

５．環境経営目標

項目 単位

・電力のＣＯ２排出係数は2018年度公表の四国電力調整後排出係数0.528kgｰCO２／ｋＷｈを使用
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【会社全体】

目標 実績

Ｌ 16,852.97 8,635.50 -48.8% 〇

Ｌ 18,989.19 19,244.45 1.3% ×

Ｌ 371.25 400.00 7.7% ×

kWh 9,731.70 11,240.00 15.5% ×

ＣＯ2排出量 kg-CO2 93,666.45 73,857.43 -21.1% 〇

水使用量 ㎥ 67.91 58.00 -14.6% 〇

t 0.086 0.060 -30.3% 〇

t 292.95 120.36 -58.9% 〇

％ 100.00 100.00 - ○

件 全件 2/2 - ○

件 全件 2/2 - ○

社会貢献活動 回 12 12 - ○

3年間のＣＯ2排出量  実績

平成29年9月～
平成30年8月

平成30年9月～
令和元年8月

令和元年9月～
令和2年8月

令和2年9月～
令和3年8月

ＣＯ2排出量 kg-CO2 65,488.9 79,116.5 94,612.6 73,857.4

ｔ-ＣＯ2/
百万円

0.420 0.599 0.372 0.177
売上高百万円
当たりのＣＯ2
排出量原単位

・電力のＣＯ２排出係数は2018年度公表の四国電力調整後排出係数0.528kgｰCO２／ｋＷｈを使用

６．環境経営目標の実績

産業廃棄物排出量再
資源化率

環境配慮型工法

環境配慮型資材

項　目 単位

実績　

軽油

ガソリン

灯　油

電力使用量

一般廃棄物排出量

産業廃棄物排出量

項　目 単位 削減率 目標達成状況

令和2年9月 ～ 令和3年8月
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期間：　　令和2年　9月　～　　令和3年　8月

項　目

社会貢献活動
・現場周辺の清掃活動を行う 工務部

永野　傑・ロードボランティア活動を行う

環境配慮工事

・工事の効率化

土木部
道倉　幸彦

・工事中の公害防止

・工事期間の短縮

・BIM推進

課題を解決しチャンスを活かす
取組
　※（数値目標は設定なし）

・技術の継承

工務部
永野　傑

・資格取得による人材育成

・働き方改革

水使用量の削減
・節水シールの貼付け 工務部

永野　傑・蛇口の閉め忘れの確認を行う

環境配慮資材
・ニードフルマット(吸出防止材）使用を行う 工務部

永野　傑・耐候性大型土のう使用を行う

産業廃棄物排出量の削減
・マニフェストに基づく適正処理を行う 工務部

永野　傑・分別の徹底

一般廃棄物排出量の削減
・両面コピー、両面印刷を行う 工務部

永野　傑・ゴミの分別を行う

電力使用におけるCO2排出量削
減

・空調温度の適正化（目安冷房28℃、暖房20℃）

工務部
永野　傑

・空調機の清掃

・長時間使用しないOA機器の電源を切る

・不要照明の消灯

・ノー残業デーの実施

具体的な取組内容（何をどのように取り組むか）
担当部署
責任者
担当者

現場における重機・車両の使用
によるCO2排出量削減

・車両の始業点検、定期点検を行う

土木部
道倉　幸彦

・重機・工事車両のアイドリングストップ

・車両の乗合せにて現場に向かう

７．環境経営計画（令和2年度）
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期間：　　令和2年　9月　～　　令和3年　8月

項　目 評価

○

○

△

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

具体的な取組内容 コメント

現場における重機・
車両の使用による
CO2排出量削減

・車両の始業点検、定期点検を行う
左記の取組が生かされ現場での削減は達
成できた。受注工事の内容により軽油使用
量は大きく変動するが、ガソリン使用量につ
いては約14%程の削減につながった。まだ
改善できる点等を見直し引続き取り組んで
いきたい。

・重機・工事車両のアイドリングストップ

・車両の乗合せにて現場に向かう

８．環境経営計画の実績評価

電力使用における
CO2排出量削減

・空調温度の適正化（冷房28℃、暖房20℃）
各取り組み内容に関しては評価できるが、
基準年度と比較すると現場事務所の設置
場所が増え電力使用量が増加した。各現
場でも週休2日制を取り入れる等の対策を
行っており、効果はあがってきている。来年
度からは完全週休2日制を取り入れる等の
取組で、より一層の効果が期待できる。

・空調機の清掃

・長時間使用しないOA機器の電源を切る

・不要照明の消灯

・ノー残業デーの実施

産業廃棄物排出量
の削減

・マニフェストに基づく適正処理を行う
建設副産物の再資源化率の向上につな
がった。引き続き、継続する。

・分別の徹底

一般廃棄物排出量
の削減

・両面コピー、両面印刷を行う
ゴミ持ち帰り等により達成できた。引続き徹
底していきたい。

・ゴミの分別を行う

水使用量の削減
・節水シールの貼付け 蛇口の閉め忘れ、水を出したままでの、つ

い・うっかりが無くなり目標値達成できた。今
後も継続して取り組んでいきたい。・蛇口の閉め忘れの確認を行う

環境配慮資材
・ニードフルマット(吸出防止材）使用を行う

環境配慮資材は積極的に提案採用し使用
することができている。継続して取り組む。

・耐候性大型土のう使用を行う

環境配慮工事

・工事の効率化

全作業員を対象に新規入場者教育を行い
工事を円滑に行えるよう徹底した。個々の
作業効率が上がってきた事により各現場で
の工期短縮につながった。ICT施工が少し
づつではあるが導入できてきた。新規に測
量機器を取り入れ、ワンマン測量もできるよ
うになってきた。取り組みは評価できるもの
とし、今後も継続し取り組んでいきたい。

・工事中の公害防止

・工事期間の短縮

・BIM推進

・働き方改革

社会貢献活動
・現場周辺の清掃活動を行う

ロードボランティアも継続し実施できた。
・ロードボランティア活動を行う

課題を解決しチャン
スを活かす取組

・技術の継承 若手に指導を行ってきた事で、若手の作業
主任が実現できてきている。
自然災害等により現場に大きな計画変更や
工程の遅れが出ない限り完全週休2日制の
導入が確保されている。継続する。

・資格取得による人材育成
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期間：　　令和3年　9月　～　　令和4年　8月

項　目 具体的な取組内容（何をどのように取り組むか）
担当部署、責任者、担

当者

現場における重機・車両の使用
によるCO2排出量削減

・車両の始業点検、定期点検を行う

道倉　幸彦・重機・工事車両のアイドリングストップ

・車両の乗合せにて現場に向かう

９．次年度の環境経営計画

電力使用におけるCO2排出量削
減

・空調温度の適正化（目安冷房28℃、暖房20℃）

永野　傑

・空調機の清掃

・長時間使用しないOA機器の電源を切る

・不要照明の消灯

・ノー残業デーの実施

産業廃棄物排出量の削減
・マニフェストに基づく適正処理を行う

永野　傑
・分別の徹底

一般廃棄物排出量の削減
・両面コピー、両面印刷を行う

永野　傑
・ゴミの分別を行う

水使用量の削減
・節水シールの貼付け

永野　傑
・蛇口の閉め忘れの確認を行う

環境配慮資材
・ニードフルマット(吸出防止材）使用を行う

永野　傑
・耐候性大型土のう使用を行う

社会貢献活動
・現場周辺の清掃活動を行う

永野　傑
・ロードボランティア活動を行う

環境配慮工事

・工事の効率化

道倉　幸彦

・工事中の公害防止

・工事期間の短縮

・BIM推進

課題を解決しチャンスを活かす
取組
　※（数値目標は設定なし）

・技術の継承

永野　傑・資格取得による人材育成

・働き方改革
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法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りです。

特定建設作業の届出

廃自動車手続

１１．代表者による全体の評価と見直し・指示

環境経営方針 ☑変更なし □変更あり

環境経営目標・計画 ☑変更なし □変更あり

実施体制 ☑変更なし □変更あり

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，訴訟の有無

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

廃棄物処理法 収集運搬業、産業廃棄物

建設リサイクル法 解体工事、建設副産物

騒音規制法

振動規制法 特定建設作業の届出

道路交通法 車両の大きさ・重量、通行制限、車両からの積載物のはみ出し、安全運転管理者等

水質汚濁法 油類・有害物質の保管

家電リサイクル法 エアコン、テレビ、 冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機

フロン排出抑制法 業務用空調機・冷凍庫・冷蔵庫

自動車リサイクル法

オフロード法 バックホウ

道路運送車両法 車両の大きさ・重量、乗車の保安基準

　
　エネルギー使用によるCO2排出量は目標値を達成できた。だが、エネルギー使用量の削減は
不十分だった。原因としては、事務所での燃料使用量の増加が一番となっている。低燃費車の導
入等を考えていく。
　建設現場ではICT活用や従事者への教育がいきわたっており、作業効率の上昇により工事期間
の短縮ができてきているのは評価できる。
　今後の課題としては人材不足が懸念されているので社員の雇用、燃料使用量の削減について
重要課題として取り組んでいく。
　次年度以降も、これらの課題に継続的に取り組んでいく。

四万十川条例 景観保全に対する届出

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。

なお、違反、訴訟等も過去３年間ありませんでした。
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