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１．組織の概要

【事業所名】 株式会社　シマント

【代表者氏名】 代表取締役　浜田　敦夫

【所在地】

　　本社 　　〒787-1603　　高知県四万十市西土佐用井841

倉庫・敷材置き場 　　〒787-1603    高知県四万十市西土佐用井841 

【環境管理責任者及び担当者連絡先】

環境管理責任者 浜田　絵美

連絡先

連絡先 ＴＥＬ：0880-31-6301

ＦＡＸ：0880-31-6302

Ｅ－ｍａｉｌ：simanto1@mb.gallery.ne.jp

【事業活動の内容】

建設業（土木一式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（般-2）9241号

　許可年月日

　建設業の種類 土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、水道施設工事業

造園工事業（造園については一般建設業）

【事業規模】

設立年月日

資本金 5000万円

2019年度 2020年度 2021年度

売上高

　　（千円）

従業員数　　　　　　（名） 9 6 6

事務所床面積　　　（ｍ2 ） 240 240 240

倉庫床面積　　　　（ｍ2 ） 400 400 400

従業員数は、７月３１日現在

会計年度 ７月　　～　６月

平成20年12月15日

154,601 83,762170,387

令和2年6月1日
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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　シマント　　全社（全組織、全活動、全従業員）

【レポートの対象期間】

2021年７月～2022年６月

【環境経営レポートの発行日】

2022年　8月　9日

【作成責任者】

環境管理責任者　 浜田　絵美
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３．環境経営方針

【環境経営理念】

【基本方針】

５．事務用品及び調達資材のグリーン購入を推進します。

６．環境関連法規及び条例等の遵守を行います。

２．事業活動における燃料使用量削減により、二酸化炭素排出量削減に努めます。

３．事業活動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に努めます。

４．事業活動における廃棄物排出量の削減及びリサイクルに努めます。

９．環境経営レポート等環境情報について広く外部公表いたします。

　.株式会社シマントは、協業組合として、高原建設㈲・大川建設㈱・㈲都築建設・㈲安岡建設
の４社で協業化し設立しました。２０１４年５月より㈱にしとさコーポレーションも加わり５社
での協業組合 シマントとなり、２０１６年７月に株式会社シマントに社名を変更しました。
「日本最後の清流」と呼ばれる四万十川の中流域にあり、地域における土木工事を通じて環境保
全に努め、継続的改善による環境経営を推進してゆきます。

１．建設工事において、環境に配慮した、設計・施工を行います。

改定日　２０１９年　７月２６日

　　　株式会社 シマント
代表取締役　浜田　敦夫

７．環境経営方針は広く従業員に周知徹底します。

８．水使用量の削減を推進します。

3



４．環境管理組織体制

・実施体制図
代表取締役

浜田　敦夫

環境管理責任者

浜田　絵美

環境事務局・事務所 倉庫・資材置場 工事部

岡村　春美 全従業員 現場責任者

代表取締役 ・ 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、技術者を準備

・ 環境管理責任者を任命

・ 経営における課題とチャンスの明確化

・ 環境経営方針の策定、見直し及び全従業員へ周知徹底

・ 環境経営目標・環境経営計画・環境実施体制を承認

・ 代表者による全体の評価と見直しを指示・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表を承認

・ 環境への負荷及び、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・環境実施体制原案の作成

・ 環境経営目標・環境経営計画の実績と、レポート作成

・ 環境経営の取組結果を代表者に報告

環境事務局・事務所 ・ 環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

・ 環境関連法規等の取りまとめ表を作成

・ 環境関連法規等の取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・ 環境活動の実績集計

・ 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確認、公開（事務所に備付）

工事部現場責任者 ・ 環境経営システムの実施

倉庫・資材置場 ・ 環境経営方針の周知

・ 従業員に対する教育訓練の実施

・ 特定された項目の手順書作成および運用管理

・ 環境経営計画の実施及び達成状況の報告

従業員 ・ 環境経営方針の理解と環境への取組みの重要性を認識

・ 自主的・積極的に環境活動への参加をする

・環境管理システム　役割・責任・権限表

役割・責任・権限
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5.環境経営目標 （2021年度）
＜総量目標＞

（１）単年度目標

基準年 2021年度

単位 Ｈ23年度 目標

2011.7-2012.6 2021.7-2022.6

軽油 （ℓ） 62,392 50,197

ガソリン （ℓ） 20,941 16,847

灯油 （ℓ） 952 766

電力使用量 （ｋＷｈ） 12,674 10,197

（ｋｇ－ＣＯ2 ） 217,525 175,006

用水使用量 （ｍ3 ） 97.0 77.5

一般廃棄物排出量 （t） 2.3 1.9

産業廃棄物排出量 （ｔ） 517 416

産業廃棄物再資源化率　　 （％） 100 100

グリーン購入量 （％） 58 61.0

環境負荷の少ない工事件数 （％） 7/7 100

＊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29年12月21日公表）

の四国電力の調整後排出係数0.529（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

　　○工事施工前には西部漁業協同組合・発注者と工法・汚濁防止対策について協議を行う。

　　○木製看板・木製型枠の利用促進

　　○県内産資材を購入する

（２）中長期目標

2011年度 2022年度 2023年度 2024年度

単位 実績（基準年） 目標 目標 目標

2011.7-2012.6 2022.7-2023.6 2023.7-2024.6 2024.7-2025.6

軽油 （ℓ） 62,392 49,193 48,209 47,245

ガソリン （ℓ） 20,941 16,510 16,180 15,856

灯油 （ℓ） 952 751 736 721

電力使用量 （ｋＷｈ） 12,674 9,993 9,793 9,597

（ｋｇ－ＣＯ2 ） 217,525 171,506 168,076 164,715

用水使用量 （ｍ3 ） 97 76 74 73

一般廃棄物排出量 （ｔ） 2.3 1.9 1.8 1.8

産業廃棄物排出量 （ｔ） 517 407 399 391

産業廃棄物再資源化率　　 （％） 100 100 100 100

グリーン購入量 （％） 58.0 61.0 61.0 61.0

環境負荷の少ない工事件数 （％） 7/7 100 100 100

Ｃ
Ｏ
2
 
排
出
量

項目

項目

Ｃ
Ｏ
2
 
排
出
量
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6．環境経営計画
期間：　2021年7月1日～2022年6月30日

項目 担当者 期限

ＣＯ2 排出量 電力使用量 ○ 岡村春美 通年

削減 削減 ○

○

○ 貞包　伸一郎

燃料使用量 ○

削減 ○

○

○

用水使用量削減 ○ 岡村春美

（排水量削減） ○

○

廃棄物削減 一般廃棄物 ○ 現場技術者

○

産業廃棄物 ○

○

グリーン購入 ○ 岡村春美

○

環境負荷の少ない ○ 工事受注時

工事の実施

○

○

地域社会への貢献活動 ○ 通年

○

○

その他 ○

現場技術者

全員

ロードボランティアを実施する

木製看板・木製型枠の利用促進

県内産資材を購入する

工事施工前には西部漁業協同組合・発注者と工
法・汚濁防止対策について協議を行う。

四万十川一斉清掃活動に参加する

資材倉庫５S活動啓発・実行

現場周辺の清掃活動を行う

グリーン・エコマーク製品を積極的に購入する

不要コピー用紙の裏面再使用、両面印刷を心掛ける

リサイクル分別を徹底する

マニフェストによる排出管理を怠らない

年度初めには委託処分場の確認を行う

リサイクルカートリッジ品の使用を心掛ける

定期的なオイル交換、タイヤの適正な空気圧を確認

低燃費型、排気ガス規制機械を使用する

無駄な空ぶかし、急加速、急発進は行わない

水を流しながらの洗浄、手洗いはしない

蛇口をしっかりとしめる

洗車時には余分な水道水を使用しない

活動内容

外出時、不要時の消灯を心掛ける

PCの節電設定、こまめな電源のON/OFFを実施する

夏季、冬季におけるエアコンの適正温度の設定を行う

アイドリングはせず、エンジンの暖気時間を短くする

余分な積載物は取り除き、エコドライブを心掛ける
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7.環境経営目標の実績

（１）本年度実績
2011年度 2021年度 2021年度 実績値／目標値 評価

　　　　　　　項目 単位 実績（基準年 目標 実績 （％）
2011.7-2012 2021.7-2022.6 2021.7-2022.6

燃料使用量

  軽油使用量 （ℓ） 62,392 50,197 20,118 40 ○
  ガソリン使用量 （ℓ） 20,941 16,847 10,921 65 ○
　灯油使用量 （ℓ） 952 766 200 26 ○
電力使用量 （ｋＷｈ） 12,674 10,197 8,626 85 ○
ＣＯ2 排出量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 217,525 175,006 82,333 47 ○
用水使用量 （ｍ3 ） 97.0 77.5 207 267 ×
一般廃棄物排出量 （ｔ） 2.3 1.9 0.6 30 ○
産業廃棄物排出量 （ｔ） 517 416 169.0 41 ○
産業廃棄物再資源 （％） 100 100 100.0 100 ○
グリーン購入量 （％） 58.0 61.0 60.0 98 ×
環境負荷の少ない （％） 7/7 100 7/7 100 ○
＊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29年12月21日公表）
の四国電力の調整後排出係数0.529（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品目割合（％）
＊３．環境負荷の少ない工事
　　○工事施工前には西部漁業協同組合・発注者と工法・汚○濁水防止対策の実施
　　○木製看板・木製型枠の利用促進
　　○県内産資材を購入する
＊４．評価は、「○」、「△」、「×」で評価する。

＜環境経営目標未達成理由＞

＜過去の実績＞
2011年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

単位 実績（基準年） 実績 実績 実績 実績
2011.7-2012.6 2017.7-2018.6 2018.7-2019.6 2019.7-2020.6 2020.7-2021.6

軽油 （ℓ） 62,392 27,481 16,371 48,268 30,835

ガソリン （ℓ） 20,941 12,317 24,647 13,449 12,450

灯油 （ℓ） 952 656 400 420 400

電力使用量 （ｋＷｈ） 12,674 9,224 9,496 9,408 9,262

（ｋｇ－ＣＯ2 217,525 102,363 106,441 161,765 114,366

（ｍ3 ） 97.0 322.0 152.0 176.0 192.0
（ｔ） 2.3 0.4 0.5 0.5 0.5
（ｔ） 517 364 154 200 222

（％） 100 100 99.8 100 100
（％） 58.0 66.7 50.1 57.5 57.5
（％） 7/7 14件/14件   100 15件/15件   100 7件/7件   100 7件/7件   100

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

用水使用量

　コロナウイルス感染対策のため手洗いを念入りに行っており全体的な水使用量の増加に加え、夏季
の水使用量が増えていることから、熱中症対策等やむを得ない理由が大きな原因の一つと考える。

項目

一般廃棄物排出量

Ｃ
Ｏ
2

 
排
出
量
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8．環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

8-1　環境経営計画の取組結果とその評価

項目 評価 見直し

ＣＯ2 排出量 電力使用量 ○ ○ 継続する

削減 削減 ○ ○ 継続する

○ ○ 継続する

○ ○ 継続する

燃料使用量 ○ ○ 継続する

削減 ○ ○ 継続する

○ ○ 継続する

○ ○ 継続する

用水使用量削減 ○ △ 再度徹底する

（排水量削減） ○ △ 再度徹底する

○ △ 再度徹底する

廃棄物削減 一般廃棄物 ○ ○ 継続する

○ ○ 継続する

産業廃棄物 ○ ○ 継続する

○ ○ 継続する

グリーン購入 ○ ○ 継続する

○ ○ 継続する

環境負荷の少ない ○

工事の実施

○ ○ 継続する

○ ○ 継続する

地域社会への貢献活動 ○ ○ 継続する

○ ○ 継続する

○ ○ 継続する

その他 ○ ○ 継続する

現場周辺の清掃活動を行う

ロードボランティアを実施する

四万十川一斉清掃活動に参加する

資材倉庫５S活動啓発・実行

グリーン・エコマーク製品を積極的に購入する

工事施工前には西部漁業協同組合・発注者と
工法・汚濁防止対策について協議を行う。 ○ 継続する

木製看板・木製型枠の利用促進

県内産資材を購入する

洗車時には余分な水道水を使用しない

不要コピー用紙の裏面再使用、両面印刷を心掛ける

リサイクル分別を徹底する

マニフェストによる排出管理を怠らない

年度初めには委託処分場の確認を行う

リサイクルカートリッジ品の使用を心掛ける

余分な積載物は取り除き、エコドライブを心掛ける

定期的なオイル交換、タイヤの適正な空気圧を確認

低燃費型、排気ガス規制機械を使用する

無駄な空ぶかし、急加速、急発進は行わない

水を流しながらの洗浄、手洗いはしない

蛇口をしっかりとしめる

期間：　2020年7月1日～2021年6月30日

取組結果

外出時、不要時の消灯を心掛ける

PCの節電設定、こまめな電源のON/OFFを実施する

夏季、冬季におけるエアコンの適正温度の設定を行う

アイドリングはせず、エンジンの暖気時間を短くする
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8-2　次年度の環境経営計画の取組内容 期間：　2021年7月1日～2022年6月30日

（１）環境経営目標

　変更の理由：目標値と実績値がかい離していることから見直しする。

2016年7月に株式会社発足となっている。基準値は協業組合の値となっている。

直近2ヶ年間の実績平均値を基準値とする。

2ヶ年間の平均値 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

単位 （2020年,2021年） 目標 目標 目標 目標

（基準値） （基準値の１％減）（基準値の２％減）（基準値の３％減）（基準値の４％減）

軽油 （ℓ） 19,652 19,455 19,259 19,062 18,866

ガソリン （ℓ） 11,686 11,569 11,452 11,335 11,219

灯油 （ℓ） 300 297 294 291 288

電力使用量 （ｋＷｈ） 8,944 8,855 8,765 8,676 8,586
（ｋｇ－ＣＯ2 ） 4,731 4,684 4,636 4,589 4,542

用水使用量 （ｍ3 ） 199.5 198 196 194 192

一般廃棄物排出量 （ｔ） 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

産業廃棄物排出量 （ｔ） 196.0 194.0 192.1 190.1 188.2

化石燃料のCO２排出係数は、2017年版を適用している。

電力のCO2排出係数は、0.529-CO2/ｋWｈ

（２）環境経営計画

項目 担当者 期限

ＣＯ2 排出量 電力使用量 ○ 岡村春美 通年

削減 削減 ○

○

○ 貞包　伸一郎

燃料使用量 ○

削減 ○

○

○

用水使用量削減 ○ 岡村春美

（排水量削減） ○

○

廃棄物削減 一般廃棄物 ○ 現場技術者

○

産業廃棄物 ○

○

グリーン購入 ○ 岡村春美

○

環境負荷の少ない ○ 工事受注時

工事の実施

○

○

地域社会への貢献活動 ○ 通年

○

○

その他 ○

現場周辺の清掃活動を行う

リサイクルカートリッジ品の使用を心掛ける

グリーン・エコマーク製品を積極的に購入する

ロードボランティアを実施する

四万十川一斉清掃活動に参加する

資材倉庫５S活動啓発・実行

現場技術者

全員

工事施工前には西部漁業協同組合・発注者と工
法・汚濁防止対策について協議を行う。

木製看板・木製型枠の利用促進

県内産資材を購入する

蛇口をしっかりとしめる

洗車時には余分な水道水を使用しない

不要コピー用紙の裏面再使用、両面印刷を心掛ける

リサイクル分別を徹底する

マニフェストによる排出管理を怠らない

産業廃棄物の分別を行い、リサイクル業者に委託する

アイドリングはせず、エンジンの暖気時間を短くする

余分な積載物は取り除き、エコドライブを心掛ける

定期的なオイル交換、タイヤの適正な空気圧を確認

低燃費型、排気ガス規制機械を使用する

無駄な空ぶかし、急加速、急発進は行わない

水を流しながらの洗浄、手洗いはしない

項目

ＣＯ2 排出量

活動内容

外出時、不要時の消灯を心掛ける

PCの節電設定、こまめな電源のON/OFFを実施する

夏季、冬季におけるエアコンの適正温度の設定を行う
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9.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

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 必要時
法律 事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任 工事部 遵守

において適正に処理 現場責任者
第７条の ○一般廃棄物収集運搬基準に従った収集運搬 必要時
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 必要時

産業廃棄物の委託契約
第１２条の ○多量排出事業者（年間１，０００ｔ以上） 必要時
１０、１１項 の計画の都道府県知事への提出・報告
第１２条の三 ○産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付 廃棄物排出時

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 都道府県知事（高知県知事）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 期限切れ

（５年毎に更新） ３ケ月前
第１４条の一 ○産業廃棄物処理基準による収集運搬、処分
１２項 表示、書面備付義務
規則第８条 ○保管場所の表示 必要時

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 必要時 工事部 遵守
関する法律 クリート塊、木材等の減量化及びリサイクル 現場責任者
（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 必要時 工事部 遵守
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 現場責任者
（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
第９条 〇分別解体等の実施 必要時
第１０条 　解体：床面積８０ｍ2 以上

　新築・増築：床面積５００ｍ2 以上
〇対象建設工事は７日前までに都道府県知事
に届出

騒音規制法 第５条 ○騒音規制基準の遵守（特定工場等） 必要時 工事部 遵守
第６条 ○特定施設の設置届 設置工事開始時 現場責任者

（特定施設設置工事開始３０日前までに市町村長に届出）
第１４条 ○特定建設作業の実施の届出 必要時

（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５条 ○振動規制基準の遵守（特定工場等） 必要時 工事部 遵守

第６条 ○特定施設の設置届 設置工事開始時 現場責任者
（特定施設設置工事開始３０日前までに市町村長に届出）

第１４条 ○特定建設作業の実施の届出 必要時
（建設作業開始７日前までに市町村長に届出）

消防法 第８条 ○防火管理者の選任、消防計画の作成 必要時 工事部 遵守
（遅滞なく所轄消防長又は消防署長に届出） 現場責任者

第１０条 ○指定数量以上の危険物貯蔵の消防長 必要時
への許可
第１石油類 ｶﾞｿﾘﾝ：200ℓ
第２石油類 灯油、軽油：1,000ℓ
第３石油類 重油：2,000ℓ
第４石油類 潤滑油：6,000ℓ

ｷﾞﾔ油、ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ、ﾏｼﾝ油
第３１条 ○少量物危険物貯蔵の消防署への届出 必要時

（指定数量の１／５以上指定数量未満の
危険物貯蔵）

第１７条の ○消防用設備等設置届書の消防署への提出 着工１０日前
３の２

フロン類の使用の合理化及び 第１９条 ○事業者によるフロン類の漏洩量等の報告 年１回 工事部 遵守
管理の適正化に関する法律 1,000 CO2-t/年以上、事業所所管大臣への報告 現場責任者
（フロン排出抑制法） 第５条 ○定期点検の実施

エアコン：3.7kW以上50kW未満 １回／３年
エアコン：50kW以上 １回／年
冷蔵機器、冷凍機：3.7kW以上 １回／年

特定化学物質の環境への排出量 第５条 ○化学物質の排出量、使用量の把握 必要時 工事部 遵守
の把握等及び管理の改善の促進 現場責任者
に関する法律

高知県環境基本条例 第６条 ○事業者の責務 必要時 工事部 遵守
公害防止、自然環境保全、廃棄物の適正処理 現場責任者

四万十市環境基本条例 第５条 ○事業者の責務 必要時 工事部 遵守
環境負荷の低減、その他環境保全 現場責任者

四万十市四万十川の保全及び 第７条 ○景観保全に関する届出 必要時 工事部 遵守
振興に関する基本条例 ・土石の採取 現場責任者

・盛土、切土による土地の形状変更
・屋外において土石、廃棄物、再生資源、
再生部品の蓄積、貯蔵する行為
・天然林を伐採し、スギ・ヒノキの植樹
・看板、広告板、サーチライト照明等の設置

幡多西部消防組合火災予防条例 第３１条 ○少量物危険物貯蔵の消防署への届出 必要時 工事部 遵守
（指定数量の１／５以上指定数量未満の 現場責任者
危険物貯蔵）

（２）環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

2021年7月1日より　2022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。
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代表者による全体評価と見直し・指示の結果
■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

（環境関連法規等遵守記録による） 【環境経営目標・環境経営計画】

・2022年7月9日に定期評価を実施した結果遵守されています 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

特になし

＜改善提案＞

特になし

【目標・環境経営計画の達成状況】 【実施体制】

（詳細は環境活動計画書による） 変更の必要性： □有 ■無

目標項目 目標値 活動計画

達成状況 達成状況

使用電力の削減 ○ ○

使用燃料の削減 ○ ○

全体のCO２の削減 ○ ○

廃棄物の削減 ○ ○

使用水量削減 × ×

グリーン製品購入の推進 ○ ○

環境配慮型工法の施工 ○ ○

環境配慮型製品の購入 ○ ○

環境活動 ○ ○

＜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

苦情等は一切ありませんでした

②環境関連法規制等の動向他

＜改善提案＞

特になし

代表者が自ら得た情報

目標値・活動計画共に達成できた。引続き節電を心掛けます

（目標値、活動計画に対するコメント）

コメント

【総括】

　受注工事の内容にも左右されるが、引き続き活動を
行う。
　水使用量についてはコロナウイルス対策の為、念入
りな手洗いを実施していること、猛暑対策等によるも
のとされるためこのまま節水活動を行う。
　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。

特になし

これまで以上に積極的に活動を行う

　エコアクション２１活動は定着しており、加
えて価格高騰の最中世間はSDGｓであったりエ
コを意識した生活が定着している。
　変わらす新型コロナウイルスの影響による負
担はあることながら、そのなかでの環境に対す
る意識、資源・燃料の大切さを再確認すること
もエコアクション21に対する取り組みに繋がっ
ていると思われる。
　今後も更にガイドラインを有効に活用し、環
境に配慮した工事現場を心掛け、社員一丸と
なって活動に取り組んでいきたい。

目標値・活動計画共に達成できた。引続き重機類の燃料節約を心掛けます

目標値・活動計画共に達成できた。引続き削減に取り組みます

目標値・活動計画共に達成できた。引続き削減に取り組みます

目標値・活動計画共に達成できなかった。節水活動を社員一丸となって取組みます

目標値・活動計画共に達成できた。引続き活動を行う

目標値・活動計画共に達成できた。引続き活動を行う

目標値・活動計画共に達成できた。引続き活動を行う
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