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制定日

改定日

１．環境経営方針

－１－

2012年9月20日

2022年2月12日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡造園株式会社

代表取締役　　甲斐　洋一

　 私たち福岡造園株式会社は、「みどり」を通して豊かで美しい街づくりに参画することを
経営理念として掲げ、造園に関する設計、施工、管理の事業活動を行い、樹木医・ビオ
トープ管理士による提案から施工管理まで誠意のある対応を強みとして、人と自然が共生
できる環境づくりに取り組んで参りました。
　 今私たちは、こうした事業活動に伴うエネルギーや資材の使用が地域及び地球の環境
に影響を与えていることを十分に自覚し、全社をあげて環境問題に積極的に取り組み、持
続可能な社会づくりに貢献して参ります。

   当社の環境理念に基づき深刻化する環境問題への対応を最重要課題とし、この事業活
動に於いて環境への影響を抑制し、環境負荷の削減等を推進するために以下の事項に
ついて自主的、積極的、継続的に取り組みます。

１．当社の事業に関連する環境関連法規等を遵守します。

２．当社は次の項目を重点項目として、環境活動を計画的に取組み実施します。
　　（１） 電力、燃料等のエネルギーの効率的な使用及び省エネに努め、二酸化炭素
　　　　　排出量を削減します。
　　（２） 廃棄物排出量の発生抑制とリサイクルを推進します。
　　（3） 節水に努め、水使用量を削減します。
　　（4） 化学物質使用量を削減します。
　　（5） グリーン購入に努めます。
　　（6）当社が得意とする　造園の提案から施工管理までの環境負荷低減技術を使った
　　　　 受注物件を増やしていきます。(環境負荷の小さい原材料調達先を選定します。)
　　 (7)地域の環境保全活動には積極的に参加します。

３．環境経営の継続的改善に努めます。

４.当社の毎年の環境への取組状況を環境経営レポートにとりまとめ、全社員に周知させ
　 一般にも公表します。

＜環境経営理念＞

＜環境行動指針＞



（１）事業所名 福岡造園株式会社

（２）代表者名 代表取締役　甲斐　洋一

（３）所在地 本社：〒814-0155・福岡市城南区東油山１丁目１０番２号（倉庫・資材置き場を含む）

農場：〒811-1114・福岡市早良区大字椎原字小爪1379-1

（４）環境管理責任者 工事部課長　安部　恒彦

　　 担当者 工事部課長　安部　恒彦

 　　連絡先 電話 092-863-6737

FAX 092-861-9083

E-mail abe@fukuokazoen.com

（５）事業の内容 造園土木・緑化工事業全般

　　建設業許可：福岡県知事（特第２８１９８号）

（６）事業の規模 資本金 2,000万円

売上高 16,400万円（2022年度）

区分 単位 本社 倉庫 資材置場 農場

従業員数 人 8 0 0 0

延べ床面積 ㎡ 92 87 27 4,486

備考）農場は電気・水道の使用なし。

（７）事業年度　　 １月～１２月

（１）対象事業所 本社・倉庫・資材置場、農場

（２）対象活動 造園工事業、土木工事業

２.組織の概要

３.認証・登録の対象組織・活動

－２－



　

1 全社 ㎏-CO2

（１）電気使用量の削減 事務所 ｋWh

（２）ガソリン使用量の削減 現場 L

（３）軽油使用量の削減 現場 L

（４）灯油使用量の削減 全社 L

2 廃棄物排出量の削減

事務所 ｔ

現場 ％

現場 ｔ

3 水使用量の削減

事務所 ㎥

現場 ㎥

4 現場 kg

6 事務所 回

４．環境経営目標

・環境経営目標は、当社の事業活動を踏まえ、2022年度〜2025年度までの中長期目標として、以下
  の6項目13目標をサイト区分（事務所、現場、全社）して設定しました。
・主要な環境負荷である二酸化炭素排出量については、基準年（2013年度～2017年度の５年間実績
  平均値）を基準に、2025年度までに3.5％削減を目指します。
・事業活動で取り組む本業目標として「希少木、絶滅危惧種・古木の保全活動の推進」 と「樹木医・ビ
  オトープ管理士による人材育成技能研修・ミーティング」を掲げ、全社をあげて取り組んで環境経営
  を推進していきます。
・当社はエコアクション21の取組を通じて、SDGｓの推進に取り組んでいます。
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2022年1月〜12月 2023年1月〜12月 2024年1月〜12月 2025年1月〜12月

(3.2％削減） (3.3％削減） (3.4％削減） (3.5％削減）

単年度目標 中長期目標

2022年度 2023年度 ２０２４年度 2025年度
2013年度～
2017年度

実績平均値

19.3

16,245

5,734

3,101

2,311

48

11.6

87.9

実績把握

19.3

94.1

2,315

48

11.6

6.8

適正管理

3

4

16,228

5,728

3,098

2,308

48

11.6

87.8

実績把握

6.8

適正管理

3

4

48

11.6

88.0

実績把握

19.3

6.8

適正管理

3

4

備考）・二酸化炭素排出量の計算において、購入電力の調整後排出係数0.371kg-CO2/ｋWh（2019年度九州電力（株））を使用しました。

        ・(   )内の数値は、基準年に対する削減率を示す。
　　　・サイト区分の全社とは、事務所＋現場を示す。

5 件 3 3
希少木、絶滅危惧種・古木の
保全活動の推進等

樹木医・ビオトープ管理士に
よる人材育成技能研修・ミー
ティング
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現場

（２）地下水使用量の削減 7.0 6.7

化学物質使用量の削減及び
適正処理

2.08 適正管理

環境経営目標 単位

基準年

（２）産業廃棄物のリサイクル率
     の向上

91.0

2,392

50

サイト
区分

（１）一般廃棄物排出量の削減 12.0

16,262

5,740

3,104

2,313

二酸化炭素排出量の削減 16,817 16,278

5,936 5,746

3,210 3,107

（１）上水使用量の削減 20.0 19.3

（３）産業廃棄物の実績把握 130 実績把握



 ました。

通年

冷房期：7〜9月

暖房期：12〜2月

通年

通年

通年

暖房期：12〜2月

暖房期：12〜2月

通年

通年

通年

通年

通年

通年

現場 安部 通年

通年

通年

現場 安部
散布期間：5〜10月

、12〜2月

通年

散布期間：5〜10月

、12〜2月

散布期間：5〜10月

、12〜2月

現場 安部 通年

事務所 高上 通年

スケジュール

－４－

５．環境経営計画

事務所

６　樹木医・ビオトープ管理士による人材育成技能

    研修・ミーティング

３　水使用量の削減

高上

２　廃棄物排出量の削減

・環境経営目標を達成するため、以下の具体的な取組（活動項目）を設定して、全従業員で取り組み

安部　（２）ガソリン・軽油等使用量の削減

目標 責任者 活動項目

①無駄な電灯の消灯

１　二酸化炭素排出量の削減

②エアコンの適温化の徹底

③パソコン等の省電力設定

①アイドリングストップの実施

②エコドライブの実施

①ストーブ等の最小限での使用

②室温に応じてストーブの使用を控える

①分別の徹底よる一般廃棄物排出量の削減

②リサイクル可能品の分別の徹底

③裏紙使用の促進よる廃棄物排出量の削減

　（３）灯油使用量の削減 全社 安部

　（１）一般廃棄物排出量の削減

４　化学物質使用量の削減及び適正管理

　（２）産業廃棄物の

　　　リサイクル率の向上

①分別の徹底による産業廃棄物の適正管理

②マニフェスト管理の徹底

③リサイクル可能品の分別の徹底

　（３）産業廃棄物の実績把握 ①産業廃棄物の数量の把握

現場 安部

①不必要・無駄なトイレ流水の禁止

②道具・機械等、洗浄時の必要最小限での使用

　（２）地下水使用量の削減 ①薬剤散布時等の必要最小限での計画・使用

事務所 高上　（１）上水使用量の削減

　　希少木、絶滅危惧種・古木の

　　保全活動による活動
①樹木医・ビオトープ管理士指導の下に行う活動

　　研修・ミーティングの実施 ①四半期毎に研修・ミーティングを計画、実施

サイト

　（１）電気使用量の削減 事務所 安部

現場

　　化学物質の削減及び

    適正管理

①殺虫剤・除草剤等の適正管理（購入・使用数量等）

②農薬・薬剤使用手順書に従っての使用の徹底

③必要最小限での計画・使用

現場 山下

５　希少木、絶滅危惧種・古木の保全活動の推進等



EA21委員会

会員

部門長　：　高上　ひとみ 安部　恒彦 部門長　：　山下　栄一

EA21事務局

安部　恒彦

総務部 工事・管理業務部 営業部

環境管理責任者

・環境経営目標・環境経営計画を作成する

・定期的に環境目標の達成状況及び環境活動計画の実行状況を把握する

・上記の結果を代表者に報告する

EA21事務局 ・EA２１文書・記録及びデータの作成・集計・管理を行う

役割分担表

所属 役割・責任・権限

代表者

・環境経営全般について責任と権限を持つ

・環境経営方針を作成・見直し、従業員に周知する

・環境管理責任者・EA21事務局を任命する

・環境への取組を実施するための資源（人･物・金等）を準備する

・EA21全体の取組状況に関し、評価・見直しを実施する

EA21委員会

・３ヶ月に１回開催する

・取組状況の定期的な確認・評価

・問題点発生時の是正処置検討

部門長

・環境経営方針・環境経営目標・環境経営計画を部門全員に周知する

・環境経営目標達成のため、責任を持って自部門の環境活動を推進する

・発生した問題点の是正処置・予備処置を実施する

・関連する法規制等を遵守する

・緊急事態への準備及び対応の訓練を実施する

・教育・訓練を実施する

・社外からの環境に対する苦情・意見を受け付ける（総務）

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する

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加する
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代表者

・2022年度に当社が実施した環境への取組は、以下のとおりです。

・実施に当たっては、社内にエコアクション21を推進する次のような実施体制を構築して、

 全従業員が一丸となって取り組みました。

６．環境経営計画に基づき実施した取組内容

６-１エコアクション21実施体制

安部　恒彦

環境管理責任者

甲斐　洋一



１．二酸化炭素排出量の削減

（1）電気使用量の削減

（２）軽油、ガソリン使用量の削減

２．廃棄物排出量の削減
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６−２ 2022年度に実施した環境への取組

・環境経営計画に基づき以下の取組をSDGｓ（17のゴール）と紐付けて実施しました。

・使っていない電灯はこまめに消灯しました。

・エアコンによる室温管理（冷房期27℃、暖房期23℃）を実施しました。

・パソコンは省エネモードに設定しています。

・社有車を運転するとき、駐車時、積み込み時はアイドリング・ストップを実施し、エコドライブに心がけ

ました。

・定期的な車両整備（タイヤ空気圧の定期点検）を実施しています。

（一般廃棄物）

・事務所ごみの排出量を計測し、資源ごみ、燃えるごみの分別を徹底し、リサイクルに努めました。

・裏紙使用を徹底し、廃棄物排出量を削減しています。

（産業廃棄物）

・分別を徹底し、マニフェスト発行による適正処理を行いました。

エアコンによる室温管理 昼休みの消灯

エコドライブ10のすすめ タイヤ空気圧の点検

事務所ごみの分別排出 マニフェストの適正管理
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３．水使用量の削減

４．化学物質使用量の削減及び適正処理

5.希少木、 絶滅危惧種・古木の保全活動の推進.        6.樹木医・ビオトープ管理士による人材育成技能研修

・自然環境保全の学習会を開催しました。

・給湯室に節水シールを表示して、節水に努めました。

・農薬散布時には地下水を用いて、必要最小限の水使用量としています。

・殺虫剤・除草剤等の適正管理（購入・使用数量等）を実施しています。

・農薬・薬剤使用手順書に従っての適正使用を行っています。

・希少木の保全活動を実施しました。

節水啓発シールの掲示 農薬散布用タンク（地下水使用）

農薬使用手順書農薬保管庫の管理

希少木保全活動 自然環境保全の社内学習会



基準年

2013年度～

2017年度

実績平均値

目標値
（3.2％削減）

実績値

全社 ㎏-CO2 16,817 16,278 10,813 151% ◎

（１）電気使用量の削減 事務所 ｋWh 5,936 5,746 7,234 79% ×

（２）ガソリン使用量の削減 現場 L 3,210 3,107 2,865 108% ○

（３）軽油使用量の削減 現場 L 2,392 2,315 557 416% ◎

（４）灯油使用量の削減 全社 L 50 48 18 269% ◎

（１）一般廃棄物（燃えるごみ）排出量の削減 事務所 ｔ 12.0 11.6 2.3 504% ◎

（２）産業廃棄物のリサイクル率の向上 現場 ％ 91 94.2 99.3 105% ○

（３）産業廃棄物の実績把握 現場 ｔ 130 実績把握 19.4 - ○

（１）上水使用量の削減 事務所 ㎥ 20.0 19.3 13 148% ◎

（２）地下水使用量の削減 現場 ㎥ 7.0 6.7 3 223% ◎

現場 ｋｇ 2.08 適正管理 適正管理した - ○

現場 件 3 3 5 167% ◎

７．環境経営目標の実績

○

目標

達成率

目標

達成

判定

回 4 4 4

・2022年度の環境経営目標達成状況は、以下のとおりです。

・設定した6項目13目標のうち、6項目12目標で環境経営目標を達成できました。

・当社の最大の環境負荷となっている二酸化炭素排出量は、コロナ渦・事務所作業の増加で事務所の

  電気使用量（換気状態でのエアコン・パソコン・コピー機使用等）が増加しましたが、会社全体では

　目標達成率151％で、良好な取組結果となっています。

・なお、本業目標とした「希少木、絶滅危惧種・古木の保全活動の推進」と、「樹木医・ビオトープ管理士

  による人材育成技能研修・ミーティング」については、設定した目標を達成できました。

・今後は環境意識を高め、従業員が一丸となって取組を徹底させていきます。
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備考） 1.目標達成率の計算　    削減目標の場合：目標÷実績×100  増加目標の場合：実績÷目標×100

 　　　　2.目標達成判定区分　   ◎：目標達成率120%以上、◯：100%以上120%未満、△：80%以上100%未満、×：80%未満、 - ：判定不可

単位

２０２２年度

（２０２２年1月～12月）

100%

サイト

区分

事務所

環境経営目標

１.二酸化炭素排出量の削減

２.廃棄物排出量の削減

３.水使用量の削減

４.化学物質の削減及び適正管理

５.希少木、絶滅危惧種・古木の

   保全活動の推進等

６.樹木医・ビオトープ管理士による

　人材育成技能研修・ミーティング
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＜これまでの取組状況＞
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取組対象
サイト
区分

目標
達成
判定

実施
状況
判定

１.二酸化炭素排出量削減 ◎

△

△

△

○

○

○

○

○

○

２.廃棄物排出量の削減

◎

◎

○

○

○

○

（３）産業廃棄物の実績把握 現場 ○ ○

３.水使用量の削減

○

○

（２）地下水使用量の削減 現場 ◎ ○

○

○

○

５.希少木、絶滅危惧種・古木の
　 保全活動の推進等

現場 ◎ ◎

６.樹木医・ビオトープ管理士による
　人材育成技能研修・ミーティング

事務所 ○ ○

○

（１）電気使用量の削減

（２）ガソリン使用量の削減

（３）軽油等使用量の削減

（４）灯油使用量の削減

現場

全社
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備考）・目標達成判定区分　 ◎：目標達成率120%以上、◯：100%以上120%未満、△：80%以上100%未満、×：80%未満、 - ：判定不可
　　　 ・実施状況判定区分    ◎：よく実施できた、〇：実施できた、△：実施できたが十分とは言えない、×：不十分であった  -：判定不可

（１）上水使用量の削減

４.化学物質の削減及び適正管理 現場

不必要・無駄なトイレ流水の禁止

殺虫剤・除草剤等の適正管理
（購入・使用数量等）

・適正に管理はできています今後
も継続して行っていきます。

農薬・薬剤使用手順書に従っての
使用徹底

必要最小限での計画・使用

希少木、絶滅危惧種・古木の保全
活動

・実施できていますので今後も継
続して行っていきます。

四半期毎に研修・ミーティングを
計画、実施

・実施できていますので今後も継
続して行っていきます。

薬剤散布時等の必要最小限での
計画・使用

・実施できていますので今後も継
続して行っていきます。

（１）一般廃棄物排出量の削減

ストーブ等の最小限での使用

道具・機械等、洗浄時必要最小限の使用

室温に応じてストーブの使用を控える

◎

分別の徹底よる一般廃棄物排出量の削減

リサイクル可能品の分別の徹底

裏紙使用の促進よる廃棄物排出量の削減

○

分別の徹底による産業廃棄物の適正管理

マニフェスト管理の徹底

事務所

現場

事務所

（２）産業廃棄物のリサイクル率
　　の向上

◎
アイドリングストップの実施

・実施できていますので今後も継
続して行っていきます。

エコドライブの実施

・実施はしましたが、目標数値を
僅かに達成できませんでした。
・今後は取組を徹底して目標達成
を目指します。

・実施できていますので今後も継
続して行っていきます。

・実施できていますので今後も継
続して行っていきます。

・実施できていますので今後も継
続して行っていきます。

リサイクル可能品の分別の徹底

産業廃棄物の数量の把握

◎

◎

・

８．環境経営計画の取組結果と評価

・環境経営計画の取組実施状況は以下のとおりです。
・環境経営計画で定めた活動項目については、事務所の電気使用量を除いて、全体としては適切に実施
  する事が出来ました。

○

アイドリングストップの実施 ・実施はしましたが、目標数値を
僅かに達成できませんでした。
・今後は取組を徹底して目標達成
を目指します。エコドライブの実施

活動項目 評価

×

無駄な電灯の消灯
・実施はしましたが、目標数値を
達成できませんでした。
・今後は、適時・適温等を考慮し
ながら削減に努めていきます。

エアコンの適温化の徹底

パソコン等の省電力設定

事務所

現場



1 全社 ㎏-CO2

（１）電気使用量の削減 事務所 ｋWh

（２）ガソリン使用量の削減 現場 L

（３）軽油使用量の削減 現場 L

2 廃棄物排出量の削減

事務所 ｔ

現場 ％

3 水使用量の削減

事務所 ㎥

4 現場 kg

6 事務所 回

９．次年度の計画

・次年度目標は目標項目と削減率を見直して以下のとおりとします。

・＜目標項目＞
　見直し目標項目としては次のとおりです。
　 ・灯油使用量の削減
     二酸化炭素排出量の灯油構成比が　0.4％と極めて僅かで取組効果が期待できない為。
　 ・産業廃棄物の実績把握
　　２．（２）産業廃棄物のリサイクル率の向上」の目標管理の中で産業廃棄物排出量が把握されて
    いるため、この目標に収斂させる方が合理的である為。
   ・地下水使用量の削減
　  薬剤散布時の目標であり、量的にも僅か（2021年度 実績0.47㎥、2022年度 実績3.0㎥）なこと
    から、「４．化学物質の適正管理」の達成手段（具体的取組）として位置付けるのが妥当である為。

・＜削減率＞削減根拠が明確でなかったので、２０２３年度からリセットして、毎年１％の削減を
　　　　　　　  目指します。

環境経営目標
サイト
区分

単位

基準年 単年度目標 中長期目標

2018年度～
2022年度

実績平均値

2023年度

二酸化炭素排出量の削減 13,533 13,398 13,262 13,127 12,992

2024年度 2025年度 2026年度

（1.0％削減） （2.0％削減） （3.0％削減） （4.0％削減）

6,646 6,580 6,513 6,447 6,380

3,176 3,144 3,112 3,081 3,049

1,296 1,283 1,270 1,257 1,244

（２）産業廃棄物のリサイクル率
      の向上

99.8 99.85 99.90 99.95 100.00

（１）一般廃棄物排出量の削減 25.70 25.44 25.19 24.93 24.67

（１）上水使用量の削減 21.50 21.29 21.07 20.86 20.64

適正管理 適正管理 適正管理

備考）・二酸化炭素排出量の計算において、購入電力の調整後排出係数0.385kg-CO2/ｋWh（2021年度九州電力（株））を使用しました。

         ・(   )内の数値は、基準年に対する削減率を示す。
　　 　 ・サイト区分の全社とは、事務所＋現場を示す。

-11-

（１）環境経営目標

3 3 3

樹木医・ビオトープ管理士による
人材育成技能研修・ミーティング

4 4 4 4 4

5
希少木、絶滅危惧種・古木の
保全活動の推進等

現場 件 3 3

化学物質使用量の削減及び適
正処理

2.23 適正管理

2023年1月〜12月 2024年1月〜12月 2025年1月〜12月 2026年1月〜12月



事務所 高上

山下

④上記③に伴う地下水使用量の必要最小限での
　　計画・使用

①樹木医・ビオトープ管理士指導の下に行う活動

②農薬・薬剤使用手順書に従っての使用の徹底

（2）環境経営計画

・次年度の環境経営計画は以下のとおり立案しました。
・見直し点は、当社の強みである「５.希少木、絶滅危惧種・古木の保全活動の推進等」の取組を強化し、
  他社との差別化を図ります。

サイト

　研修・ミーティングの実施

事務所　（１）上水使用量の削減

現場

①分別の徹底による産業廃棄物の適正管理

②マニフェスト管理の徹底

③リサイクル可能品の分別の徹底

①四半期毎に研修・ミーティングを計画、実施

①不必要・無駄なトイレ流水の禁止
高上

４　化学物質使用量の削減及び適正管理

③薬剤散布時等の必要最小限での計画・使用

③保全活動を行う方への助言、 指導活動等

安部

②道具・機械等、洗浄時の必要最小限での使用

　化学物質の削減及び適正管理 現場

２　廃棄物排出量の削減

　（１）一般廃棄物排出量の削減

　（２）産業廃棄物の
　　　リサイクル率の向上

３　水使用量の削減

責任者環境経営目標

１　二酸化炭素排出量の削減

　（１）電気使用量の削減

　（２）ガソリン・軽油等使用量の
        削減

事務所

現場

事務所 安部

通年

冷房期：7〜9月、
暖房期：12〜2月

通年

安部

高上

活動項目

①無駄な電灯の消灯

②エアコンの適温化の徹底

③パソコン等の省電力設定

通年

①アイドリングストップの実施

②エコドライブの実施

①分別の徹底よる一般廃棄物排出量の削減

②リサイクル可能品の分別の徹底

③裏紙使用の促進よる廃棄物排出量の削減
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①殺虫剤・除草剤等の適正管理（購入・使用数量等）

散布期間：5〜10月、12〜2
月

散布期間：5〜10月、12〜2
月

②希少木、 絶滅危惧種・古木の保全活動等 通年

通年

　希少木、絶滅危惧種・古木の
　保全活動による活動

現場

通年

通年

通年

通年

５　希少木、絶滅危惧種・古木の保全活動の推進等

６　樹木医・ビオトープ管理士による人材育成
    技能研修・ミーティング

安部

スケジュール

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

散布期間：5〜10月、12〜2
月



（遵守判定　　〇 ： 遵守　　× ： 不遵守　　－ ： 該当無し）

判定

〇

〇

〇

〇

－

－

〇

〇

〇

〇

〇

・今回の運用成績を踏まえて、次年度の環境経営目標は目標項目と削減率を見
　直し環境経営計画は本業目標における取組項目を追加し、他社との差別化を
　図ります。
・目標未達となった事務所の電気使用量については、担当者が必要な取組を再
　確認し、取組の周知徹底に務めて下さい。

（２）見直しの結果

消防法 ガソリン・軽油等の運搬・保管の適正管理

・環境への取組状況は、受注工事の量や内容の影響もあって電力消費が増加し、目標を大きく上回り
　ました。しかし、直営作業が減ったことでトラック等機材の軽油消費量が減少し、相対的に二酸化炭
　素排出量　の削減目標を達成できました。
・削減目標の達成には、受注工事の量や内容による変動が大きく影響するので、作業量に応じた
　削減目標の見直しなど臨機応変な対応が求められます。
・今後、継続して内容を検討し、作業員各自の環境意識の向上を図って参ります。

（１）取組の評価結果

今回の2022年度運用期間終了後に、代表者による取組状況の全体評価と、計画の見直しの必要
性を検討しました。結果は、以下のとおりです。

毒物及び劇物取締法 殺虫剤・殺菌剤等適正使用と使用保管管理

フロン排出抑制法 業務用エアコンの簡易点検

建設リサイクル法 建設資材の分別解体と再資源化

自動車リサイクル法 自動車の購入、廃棄時のリサイクル対応

家電リサイクル法 電化製品購入、廃棄時のリサイクル対応

農薬取締法 殺虫剤・殺菌剤等適正使用と使用保管管理

１０．環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価
並びに違反、訴訟等の有無

１１．代表者による全体評価と見直し・指示
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    代表取締役
     甲斐　洋一

騒音規制法 建設用機械・重機等の適正使用で騒音レベルの遵守

適用される法規制等 適用される事項

廃棄物処理法
一般廃棄物及び産業廃棄物の管理・排出
マニフェストの交付・回収・保管の適正管理

・当社の事業活動において適用される主な環境関連法規等は次のとおりです。
・2023年1月10日に環境関連法規等の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。
・また、関係機関等からの違反の指摘、利害関係者からの訴訟も過去３年間ありませんでした。

振動規制法 建設用機械・重機等の適正使用で振動レベルの遵守

オフロード法 建設用機械・重機等の適正使用
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