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1)事業者名及び代表者

2)所在地

3)環境管理責任者及び事務局

4)連絡先

5)事業活動の内容

7)事業規模

項　　目 単　位 2018年 2019年 2020年 2021年

工事等の件数 件 10 11 9 5

従 業 員 数 人 10 11 12 10

売 上 高 百万円 239 348 392 210

事務所床面積 m2 314.28 314.28 314.28 314.28

資材置場面積 m2 26.64 26.64 26.64 26.64

工場・作業所等
床面積

m2 213.84 213.84 213.84 213.84

8)推進組織図

　TEL 0985-73-0030　FAX 0985-73-4131

　1.事業概要

　連絡担当者　時任　貴晶(環境管理責任者)

　　株式会社　西條組.

　　代表取締役　西條　隆雄

　【本社】　　〒880-0211　宮崎県宮崎市佐土原町下田島58番地

　【資材置場】〒880-0211　宮崎県宮崎市佐土原町下田島字上伝宗2366番2

　環境管理責任者　　総務部　時任　貴晶

　・レポートの対象期間(2021年4月～2022年3月)

                      

6)対象範囲(全組織・全活動)

　E-mail tokitou@saijyo.jp

　建設業(土木工事業、とび・土工工事業、しゅんせつ工事業、
　　　　 建築工事業、舗装工事業、造園工事業)

　・本社及び各作業所を適用範囲とする。

代 表 者

環 境 管 理 責 任 者

総 務 部 工 事 部

各 作 業 所
下 請 等

協 力 会 社
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制定日:令和4年  4月  1日

株式会社　西條組.

代表取締役　西條　隆雄

　　2.環境経営方針

環　境　経　営　方　針

～基本方針～

企業理念:私たちは、利益確保並びに身近な環境の保全を第一義とし、循環

型社会の構築に寄与できる会社となるよう、社員が一丸となり努力します。

当社は、全ての事業活動に於いて、利益確保・社会貢献・環境負荷削減

に必要な、下記の項目を取り組み継続的に改善を行います。

なお、この環境経営方針は全従業員に周知します。

1.電気・化石燃料使用量の削減による二酸化炭素排出量の削減に努める。

2.節水推進による排水量の削減に努める。

3.廃棄物の削減や分別の徹底、リサイクルの推進に努める。

4.創意工夫による効率的施工を推進する。

5.環境関連の法規制を遵守し、環境管理の継続的改善に努める。

6.地域の環境関連活動へ参加し、社会貢献を率先して実施する。

7.環境に配慮した施工方法を推進する。
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基準年度(2019) 目標年度(2020) 目標年度(2021) 目標年度(2022)

(2019/4～
2020/3)

(2020/4～
2021/3)

(2021/4～
2022/3)

(2022/4～
2023/3)

削減率(%) 2019より0.3%削減 2019より0.6%削減 2019より0.9%削減

本社 18,945.78 18,888.94 18,832.11 18,775.27

現場 78,177.82 77,943.29 77,708.75 77,474.22

全社 97,123.60 96,832.23 96,540.86 96,249.49

削減率(%) 2019より0.3%削減 2019より0.6%削減 2019より0.9%削減

本社 4,823.10 4,808.63 4,794.16 4,779.69

現場 6,183.48 6,164.93 6,146.38 6,127.83

全社 11,006.58 10,973.56 10,940.54 10,907.52

削減率(%) 2019より0.3%削減 2019より0.6%削減 2019より0.9%削減

本社 0.00 0.00 0.00 0.00

現場 22,664.11 22,596.12 22,528.13 22,460.13

全社 22,664.11 22,596.12 22,528.13 22,460.13

削減率(%) 2019より0.3%削減 2019より0.6%削減 2019より0.9%削減

本社 0.00 0.00 0.00 0.00

現場 90.02 89.75 89.48 89.21

全社 90.02 89.75 89.48 89.21

削減率(%) 2019より0.3%削減 2019より0.6%削減 2019より0.9%削減

本社 20,255.00 20,194.24 20,133.47 20,072.71

現場 10,644.00 10,612.07 10,580.14 10,548.20

全社 30,899.00 30,806.30 30,713.61 30,620.91

削減率(%) 2019より0.3%削減 2019より0.6%削減 2019より0.9%削減

本社 56.00 55.83 55.66 55.50

現場 0.00 0.00 0.00 0.00

全社 56.00 55.83 55.66 55.50

削減率(%) 2019より0.3%削減 2019より0.6%削減 2019より0.9%削減

全社 4,600.00 4,586.20 4,572.40 4,558.60

削減率(%) 2019より0.3%削減 2019より0.6%削減 2019より0.9%削減

全社 3,400.00 3,389.80 3,379.60 3,369.40

目標ﾘｻｲｸﾙ率(%)

ﾘｻｲｸﾙ率(%) 100.00%

330.00

330.00

目標 2019より1回増 2019より2回増 2019より3回増

全社 8回/年 9回/年 10回/年 11回/年

環境に配慮した土木構造物の
提案

現場 5件/年 6件以上/年 7件以上/年 8件以上/年

＊購入電力の二酸化炭素排出係数は平成22年度九州電力の実排出係数0.387を使用しています。

- 創意工夫による工期短縮

電気使用量の削減(kwh)

有
益
な
環
境
活
動
の

推
進

環境ボランティア活動への参
加推進

環境に配慮した施工の推進 現場

3.環境経営目標

水資源使用量の削減(m3)

廃
棄
物
の
削
減

一般廃棄物の削減(kg)

コピー用紙の削減(kg)

建設副産物のリサイクル率向
上(%)

リサイクル率95%以上

現場(上段:再資源化量、
下段:建設副産物発生量)

内 容 ( 単 位 ) 場 所

年 度 別 環 境 経 営 目 標

CO2排出量の削減(kg-CO2)

ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減(ℓ)

軽油使用量の削減(ℓ)

灯油使用量の削減(ℓ)
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※評価は達成○、ほぼ達成△、未達成×

目標値 実績値 達成率

(2021/4～2022/3) (2021/4～2022/3)

削減率(%) 2019より0.6%削減

本社 18,832.11 13,329.04 141.29% ○

現場 77,708.75 14,366.13 540.92% ○

全社 96,540.86 27,695.16 348.58% ○

削減率(%) 2019より0.6%削減

本社 4,794.16 2,922.01 164.07% ○

現場 6,146.38 3,965.30 155.00% ○

全社 10,940.54 6,887.31 158.85% ○

削減率(%) 2019より0.6%削減

本社 0.00 0.00 - ○

現場 22,528.13 787.42 2861.00% ○

全社 22,528.13 787.42 2861.00% ○

削減率(%) 2019より0.6%削減

本社 0.00 0.00 - ○

現場 89.48 0.00 - ○

全社 89.48 0.00 - ○

削減率(%) 2019より0.6%削減

本社・営業所 20,133.47 16,925.00 118.96% ○

現場 10,580.14 8,101.00 130.60% ○

全社 30,713.61 25,026.00 122.73% ○

削減率(%) 2019より0.6%削減

本社 55.66 105.00 53.01% ×

現場 0.00 0.00 - ○

全社 55.66 105.00 53.01% ×

削減率(%) 2019より0.6%削減

全社 4,572.40 531.40 860.44% ○

削減率(%) 2019より0.6%削減

全社 3,379.60 207.19 1631.16% ○

目標ﾘｻｲｸﾙ率(%)

ﾘｻｲｸﾙ率(%) 95.00% 100.00% 〇

199,910

199,910

目標 2019より2品増

現場 7件以上/年 7回/年 100.00% ○

目標 2019より2回増

全社 10回/年 5回/年 50.00% ×

＊購入電力の二酸化炭素排出係数は九州電力の平成22年実排出係数0.387を使用しています。

有
益
な
環
境
活
動
の
推
進

環境に配慮した土木構築物
の提案

環境に配慮した施工の
推進

環境ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動への
参加推進

リサイクル率95%以上

現場(上段:再資源化量、
下段:建設副産物発生量)

現場
創意工夫による

工期短縮
○順守している

コピー用紙の削減(kg)

水資源使用量の削減(㎥)

廃
棄
物
の
削
減

一般廃棄物の削減(kg)

建設副産物のﾘｻｲｸﾙ率向上
(%)

ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減(ℓ)

軽油使用量の削減(ℓ)

灯油使用量の削減(ℓ)

電気使用量の削減(KWh)

4.環境経営目標の実績

内 容 ( 単 位 ) 場 所 評価

CO2排出量の削減(Kg-CO2)
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取 組 項 目 部 署 評 価 取 組 評 価

全社 ○

現場 ○

現場 ○

全社 ○

現場 ○

現場 ○

現場 ○

3.灯油使用量の
削減

全社 ○ 実施されていた。

全社 △

全社 ○

全社 ○

全社 ○

本社 △

本社 △

全社 ○

全社 ○

全社 ○

全社 ○

現場 ○

全社 ○

全社 ×

全社 ○

9.環境に配慮し
た施工の推進

現場 ○ どの工事も工期内に完成出来た。

現場 ○

現場 〇

環境ボランティア活動の環境経営目標を
達成出来なかった。コロナのため、実施
出来なかったボランティアがあった。

環境に配慮した土木構築物提案の環境経
営目標を達成した。

アイドリングストップやこまめなエンジ
ン停止が徹底されていた。軽油使用量削
減の環境経営目標を達成した。

夏期の場合は熱中症対策のため、２８℃
以上では難しい現場もあった。電気使用
量削減の環境経営目標を達成した。

水資源使用量削減の環境経営目標を達成
出来なかった。再度徹底を指示。

社内連絡は用紙ではなくPDFやExcel等で
行うよう徹底した。一般廃棄物削減、コ
ピー用紙使用量削減の環境経営目標を達
成した。

建設副産物リサイクル率の環境経営目標
を達成した。

8.環境ボラン
ティア活動への
参加推進

8-1.地域のボランティア活動へ積極的に参加する。

8-2.現場周辺の環境美化に努める。

10.環境に配慮し
た土木構築物の
提案

10-1.施工計画時にて環境に配慮した土木構造物の施工方法
に関する提案を行う。

10-2.工事打合簿(協議)にて環境に配慮した土木構造物の構
造について提案を行う。

9-1.工程管理や、下請等協力会社との段取り等の創意工夫
による工期短縮

6.一般廃棄物の
削減
コピー用紙の使
用量削減

6-1.ゴミ分別後に、計量し記録する。

6-2.回覧はPDFにてイントラにて実施する。

6-3.コピー用紙は両面印刷とする。(金額や個人情報の記載
されている文書は必ずシュレッダーにかける)

7.建設副産物の
リサイクル率向
上

7-1.カッター汚泥は分離乾燥して減量化に努める。

7-2.分別処理を徹底しリサイクルに努める。

5.水資源使用量
の削減

5-1.漏水試験の実施

5-2.漏水防止のためゴムパッキンの点検交換

5-3.洗車時は、ストッパー付きホースを使用する。

3-1.防寒着等の着用による暖房時間の削減

4-1.エアコンの設定温度、夏28℃冬20℃の徹底

4.電気使用量の
削減

4-2.不在時及び昼休みの電気消灯を徹底

4-3.パソコンは、省電力化に設定

4-4.未使用時にプリンター等の電源オフを徹底

2.軽油使用量の
削減

2-1.アイドリングストップﾟ､エコ走行の実施徹底

2-2.現場等への相乗りの実施

2-3.重機、機械のこまめなエンジン停止を徹底

2-4.重機、機械の整備による燃費向上

5-1.環境経営計画と取組結果の評価

経 営 活 動 内 容

1.ガソリン使用
量の削減

1-1.アイドリングストップ、エコ走行の実施徹底

1-2.現場等への相乗りの実施

1-3.小型発電機、ランマ―等のこまめなエンジン停止を徹
底

※評価は達成○、ほぼ達成△、未達成×

アイドリングストップやこまめなエンジ
ン停止が徹底されていた。ガソリン使用
量削減の環境経営目標を達成した。
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各現場
代理人

本社 全社員

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

8.環境に配慮し
た施工の推進

8-1.創意工夫による工期短縮

8-2.環境に配慮した土木構造物の施工方法に関する提案を行う

※次年度以降は上記の環境経営計画を継続して取り組むが、効果的な活動が確認された場合や、社会環境の状況の変化などに
よって随時追加、変更する場合がある。

6.建設副産物の
リサイクル率
向上

6-1.マニフェストの管理徹底

6-2.分別処理を徹底しリサイクルに努める

7.環境保全活動
の推進

7-1.地域のボランティア活動へ積極的に参加する

7-2.現場、事務所周辺の清掃活動

4.水資源
使用量の削減

4-1.定期的な漏水点検の実施

4-2.不必要な水を使用しない、こまめな節水

5.一般廃棄物
の削減

5-1.廃棄物分別の徹底

5-2.社内連絡等の資料のペーパーレス化

5-3.両面コピーや裏紙使用の徹底

3.電気
使用量の削減

3-1.冷暖房の設定温度管理の徹底

3-2.不在時及び昼休みの電気消灯を徹底

3-4.エアコンフィルターや照明器具等の定期的な清掃

3-5.未使用時にプリンター等の電源オフを徹底する

3-3.休日での作業を行わないことを徹底する

2.軽油
使用量の削減

2-1.アイドリングストップﾟ､エコ走行の徹底

2-2.現場等への相乗りの実施

2-3.重機、機械のこまめなエンジン停止を徹底

2-4.重機、機械の定期点検整備の実施

5-2.次年度の取組内容

取 組 内 容 主 な 活 動 計 画

推 進 責 任 者

1.ガソリン
使用量の削減

1-1.アイドリングストップ、エコ走行の徹底

1-2.現場等への相乗りの実施

1-3.小型発電機、ランマ―等のこまめなエンジン停止を徹底
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6.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

　主な環境関連法規は以下の通りです。最新版の管理については、担当者が定期的に日建連のホームページで確認しています。関連法規制の遵
守状況確認を実施した結果、違反はありませんでした。また、関係当局からの指摘及び地域住民からのクレーム訴訟もありませんでした。
　なお、関連法規制に対する遵守状況は、環境パトロールや品質安全会議にて確認しています。

当社の対応

責任者

現場代理人

現場代理人

産業廃棄物管理票交付等状況報告書（３号様式）で県知
事、市長へ報告 〇

年間の実績が1000ｔを超えた場合は実績と
削減計画を県知事へ報告する
(毎年6月30日までに)

・計画書（様式第2号の8）
・実施書（様式第2号の9） 〇

環境法規制等の
名称/略称

規制内容
評価

届出、作業等 適用範囲 適用条件 手続き・遵守事項

指定副産物
利用促進省令

解体工事、土工事、
外構工事、型枠工
事、木工事

指定副産物：建設発生
土、コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート塊、
建設発生木材の利用

【再生資源利用促進計画の作成】
・体積が1000ｍ3以上である建設発生土
・重量が200ｔ以上であるコンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート塊 、建設発生木材

指定副産物に係る搬出量と再資源化施設への搬出量等
計画の作成 〇

再生資源
利用省令

解体工事、土工事、
外構工事

指定副産物：建設発生
土、コンクリート塊、アス
ファルト・コンクリート塊
の利用

【再生資源利用計画の作成】
・体積が1000ｍ3以上である土砂
・重量が500ｔである砕石
・重量が200ｔ以上である加熱アスファルト混
合物

指定建設資材と再生資源の利用量の把握等による計画の
作成と実施記録の保存(1年間） 〇現場代理人

現場代理人

小型家電
リサイクル法

使用済小型電子機器
の排出（作業所ある
いは詰所の小型家電
が対象）

使用済小型電子機器
（25分類）

【使用済小型電子機器】
パソコン、携帯電話、デジタルカメラ、ＣＤプ
レーヤー等々

・廃棄の際は当該自治体の指示に従う 〇

リサイクル法
解体工事、土工事、
外構工事、型枠工
事、木工事

指定副産物

リサイクル法：土砂、コンクリートの塊 、アス
ファルト・コンクリートの塊、木材
国土交通省：建設発生土、コンクリート塊、ア
スファルト・コンクリート塊、建設発生木材

・発生抑制（施工方法、資材選択）
・再利用、再生利用、再資源化努力 〇現場代理人

現場代理人

労働安全
衛生法

有害物ばく露作業
報告(2019年対象、
2020年報告)

アスファルト(酸化アスファルト、ストレートアス
ファルト、含有量重量0.1%未満を除く)
の年間取扱量がアスファルト量換算500kg以
上となったとき。

・2019年1月～12月までの実績を2020年1月から3月31日ま
でに労働基準監督署へ報告書で報告する。
・有害物ばく露作業報告書様式

〇

廃棄物処理法

現場代理人

現場代理人

現場代理人

現場代理人

現場代理人

現場管理
責任者

廃棄物の処理 現場保管
積み上げ高さの厳守、雨、風、悪臭発生に対する養生、保
管場所の掲示板設置 〇

現場管理
責任者

マニフェストの交付　2.回収・照合(発行後B2、D票90日、E
票180日以内)
3.A、B2、D、E票保管(5年間)
A票の照合確認欄にB2・D・E票の受領日を記入して5年間
保管

〇

現場代理人

現場代理人

水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光ランプ等
(2018年改正：6製品追加))
水銀使用製品(ボタン電池、蛍光灯、医療用
計測器類、 工業用計測器類、水銀スイッチ・
リレー、 ワクチン保存剤(チメロサール)、HID
ランプ、傾斜計、など)
水銀含有汚泥(水銀含有量15mg/kg超)

保管…混合する恐れのないよう仕切りを設ける
処理の委託…許可を有するものに委託する
マニフェスト伝票、保管場所には「水銀使用製品産業廃棄
物」の表示

〇

報告

未回収戻り票の報告 措置内容等報告書(様式第四号)で知事へ報告する 〇

「交付状況報告」(前年度実績、毎年6月30日
までに)

産業廃棄物
の委託処理

産業廃棄物

汚でい、廃油、廃プラ、建設木くず、建設紙
くず、建設繊維くず、金属くず、ガラスくず及
び陶磁器くず、がれき類、ゴムくず、　ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ破片など
「石綿含有（重量比0.1％超）産業廃棄物」
「リース業に係る木くず及び運送用パレットに
係る木くず」（平成２０年４月１日施行）

委託基準　1.委託先の許可確認 〇

委託基準　2.委託契約の締結
3.契約書は契約終了後5年間保存 〇

マニフェストの交付　1.交付義務 〇

産業廃棄物
の自ら処理

現場外保管(300m2)及び自ら処理
・あらかじめ保管場所の知事への届出
・自ら処分は帳簿の備え付け 〇
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現場代理人

現場管理
責任者

現場代理人

現場代理人

現場代理人

現場代理人

河川法 河川への排水 河川への排水
一日50ｍ3以上の汚水を河川に排水する場
合

河川管理者にあらかじめ届出 〇現場代理人

浄化槽法
・浄化槽の設置
・浄化槽の管理

・浄化槽の設置
・浄化槽の管理

・浄化槽の設置
・定期点検
・保守点検、清掃、水質検査等の記録を保存(3年間)

〇現場代理人

下水道法 公共下水道への排水 公共下水道への排水
一日50ｍ3以上の汚水を公共下水道に排水
する場合

・公共下水道管理者にあらかじめ届け出
・排水基準 (有害物質は排水基準を定める総理府令)､生
活環境項目については､条例による。

〇現場代理人

振動規制法

杭打ち機、くい抜き
機、ブレーカー 、舗
装版破砕機を使用す
る作業

・特定建設作業
・適用指定地域

・知事へ7日前までに届け出
・作業敷地境界にて75デシベル以下 〇現場代理人

騒音規制法

杭打ち機、びょう打
機、削岩機、空気圧
縮機等を使用する作
業

・特定建設作業
・適用指定地域

環境大臣の指定(国土交通省の「低騒音型
建設機械指定制度」機種は除く)

・知事へ7日前までに届け出
・作業敷地境界にて85デシベル以下 〇現場代理人

オフロード法
ブルドーザ、クローラ
クレーン、くい打ち機
など

協力会社の持ち込み建
設機械など

・適合証明
・平成18年4月施行前販売証明
・「2011年規制」
新車規制で平成23年10月以降

〇

悪臭防止法

悪臭発生の可能性の
ある作業(塗装工事・
アスファルト防水工
事・汚泥乾燥等)

都道府県知事が定めた
規制地域内で事故が発
生した時

悪臭発生時（事故など）
2018年告示：特定悪臭物質の測定方法追加
(ｱﾝﾓﾆｱ、ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ、ﾄﾙｴﾝ、ｴﾁﾚﾝ、ｷｼﾚﾝ、
ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄｾ、ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ、ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ、
硫化水素、硫化ﾒﾁﾙ、その他)

・特定悪臭物質の有無
・臭気指数の規制基準
・ゴム等悪臭発生原因物の焼却不可
・悪臭発生のおそれのある汚泥は現場処理しない
・アスファルト防水材加熱時の悪臭削減剤の使用
・臭気の著しい溶剤、塗料等を使用する場合、１回の作業
量や時間帯を検討

〇

〇

機器の所有者（管理
者）によるフロン漏え
い点検

第一種特定製品(業務
用冷凍空調機器等)

簡易点検：全ての業務用冷凍空調機器
定期点検：7.5KW以上の業務用エアコン、冷
凍冷蔵機器等(ルームエアコンは対象外)

・簡易点検：3か月に1回以上
・定期点検：1年に1回以上等（専門業者が実施）
・点検・整備の記録

〇

当該機器廃棄時の管理者の義務
・充填回収業者へ依頼⇒回収依頼書発行
・販売店へ依頼⇒委託確認書発行

〇

フロン排出
抑制法

業務用冷凍空調機器
の冷媒管理

・冷蔵機器
・冷凍機器
・エアコンディショナー

・冷蔵、冷凍機器7.5KW未満の機器
・エアコンディショナー7.5KW未満の機器

・適切な場所への設置等
・機器の点検(簡易点検3ヶ月に1回以上)
・漏えい防止措置、修理しないままの充填原則禁止
・点検等の履歴の保存等
・廃棄時の回収依頼書交付及び引取証明受領

〇

解体工事(改修工事)
冷媒用フロンの排出抑
制の措置

第1種特定製品
・業務用エアコン
　(事務所のエアコンでルームエアコンは除
く)
・冷蔵・冷凍機器（ショーケース）
・自販機
・冷水器

・解体前にフロン類機器設置有無を確認、発注者に書面
説明、記録保存義務
・第1種特定製品管理者は当該フロン類機器を第1種フロン
類充填回収業者に引き渡さなければならない
・機器の廃棄を委託された場合「委託確認書」の回付と保
存及びフロン類充填回収業者の「引取証明書」の受理と写
しの保存（3年間）
・引き取り業者回収済証明の確認

建設副産物適正
処理推進要綱

建設副産物が発生
する建設工事

建設発生土、建設副産物

・発注者との連絡調整・管理及び施工体制の整備・協力業
者の指導等
・｢再生資源利用計画｣｢再生資源利用促進計画｣の作成・
実施状況の記録を１年間保管

〇現場代理人

建設リサイクル法

解体工事-80m2以上、新
築増築工事-500m2以
上、修繕模様替工事-1億
円以上、その他の工作物
に関する工事-500万円以
上

新築工事及び解体改
修工事

【特定建設資材】・コンクリート(プレキャスト鉄
筋コンクリート版を含む)、木材、アスファルト
コンクリート

・発注者への書面による計画等説明・工事着手する日の７
日前までに必要事項を都道府県知事に届け出・発注者へ
書面による完了報告
・分別解体等・再資源化等の促進・再生資源の使用

〇現場代理人

環境法規制等の
名称/略称

規制内容
評価

届出、作業等 適用範囲 適用条件 手続き・遵守事項

当社の対応

責任者

－8－



現場代理人

現場代理人

現場代理人

現場代理人

現場代理人

現場代理人

〇

水産資源保護法
水質汚濁防止法

海域･河川･湖沼での
浚渫･土石投入作業

海域・河川・湖沼の水
産生物

水質基準 ｢水産用水基準｣に基づき自主管理 〇現場代理人

廃棄物処理法
(船舶関係)

廃棄物の海上運搬 海域 収集運搬業許可証(排出･処分地域) 収集運搬業許可証の確認 〇

作業船での廃棄物の
中間処理(再生利用)

他工事への再生利用 個別指定制度の申請 都道府県知事への申請

現場代理人

現場代理人

港則法 浚渫土砂等の揚土 港湾区域 土石等の海中落下防止措置義務

・マニフェストの交付
・回収・照合（発行後B2,D票90日E票180日以内）
・A,B2,D,E票保管(5年間）
・未回収戻り票の報告
・「交付状況報告」（前年度実績、毎年6月30日までに）

〇

海洋汚染防止法
ダイオキシン

特措法

浚渫作業、浚渫土の
海域投入作業

海域・河川・湖沼の水
底土砂

官庁工事の場合、浚渫前に土砂採取分析 必要に応じ海上保安部に分析結果を提出 〇現場代理人

現場代理人

海面埋立処分場

廃棄物海洋投入処分許可申請書 環境大臣への事前申請 〇

環境大臣許可後の「確認の申請書」 海上保安庁長官に投入処分前に届出 〇

船舶発生廃棄物 海域

総トン数400t以上の船舶 船舶発生廃棄物汚染防止規程の備え置き又は掲示 〇

総トン数100t以上の船舶 船舶発生廃棄物の排出順守事項の掲示 〇

現場代理人

現場代理人

現場代理人

海洋汚染
防止法

海洋施設の設置 海域 海域に設けられる工作物 海上保安庁長官に設置工事開始30日前までに届出 〇

海上作業船
給油・点検時の油漏れ
対策

総トン数400t以上の船舶 油濁防止緊急措置手引書の作成･掲示 〇

総トン数100t以上の船舶 油記録簿の記入･保管 〇

油流出事故発生時の
措置

緊急時の連絡体制 油等の排出時は海上保安部に通報義務 緊急連絡体制､通報要領､防除措置の整備 〇

緊急時の対応準備
100ℓ以上の重油等排出時には除去応急措
置義務

オイルフェンス､油吸着材､油処理剤の数量確認 〇

浚渫土砂の投棄(廃
棄物処理法施行令を
含む)

環境法規制等の
名称/略称

規制内容
評価

届出、作業等 適用範囲 適用条件 手続き・遵守事項

当社の対応

責任者
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7.代表者による全体評価と見直しの結果

評価項目 代表者による評価

①環境経営方針
　令和３年４月１日に改定を行い、「創意工夫による効率的施工を推進
する」という項目を新たに加えた。各工事で問題なく施工できたことを
確認した。

②環境経営目標の達成状況
　ほとんどの項目で削減目標を達成しているが、今年もコロナの影響に
より環境ボランティアへの参加件数が達成出来なかった。
　あらゆる項目に対処出来るよう体制作りをしていきたい。

③環境経営活動計画の
　実施及び運用結果

　ほとんどの項目で問題なく実施出来ている。今後も継続して活動計画
を取り組む。

④環境関連法規等の遵守状況
　継続して遵守し、改正や強化された部分についてはその都度対処され
ていることを確認した。

⑤実施体制
　令和３年１２月２０日に改訂した。新たにＥＡ２１工事部門を追加し
たことで、各部門の役割を明確にし、分担することが出来た。

⑥外部からの苦情、要望等 　当期間での苦情、要望等は無かったことを確認した。

指示項目 代表者による指示

①環境経営方針 　今までの環境への取組結果から、補足等があれば随時改定を行う。

②環境目標及び経営活動計画
　現場や社会環境等の状況を見ながら、目標や活動内容の見直しを検討
し、取り組んでいきたい。

③環境関連法規等
　関連法規の遵守を第一に考え、法改正等の最新情報を把握しながら、
取り組んでいきたい。

④実施体制 　現行のＥＡ２１推進組織を継続する。

⑤外部からの苦情、要望等
　苦情等の発生はなかったものの、今後も周囲への配慮を怠らず誠意の
ある作業に徹していきたい。万が一苦情等が発生した場合でも、迅速で
適切な対応が出来る体制の強化を図っていく。

全体の評価

　昨年の工事件数との差も影響しているが、ほとんどの項目で環境経営目標を達成することが出来た。特
に、ガソリンや軽油の使用量を大幅に削減することが出来た。今後も継続して実施していきたい。
　また、令和３年度もコロナ感染者を一人も出さず、工事を途中で止めることなく実施出来た。今後もコロ
ナ対策を万全にしながら工事に取り組んでいきたい。
　今後の様々な施工現場に関して、これからは若手社員が中心となって施工し、環境活動の改善に取り組ん
でほしい。
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