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【事業所名】   有限会社　山一建設

【代表者氏名】   代表取締役　山野上  喜久子

【所在地】   本社　　〒786-0056　高知県高岡郡四万十町志和509　

【環境管理責任者氏名及び担当者連絡先】

山野上 喜久子

 Ｅ－ｍａｉｌ： yamaichi-kensetｓu@shimanto.tv

【事業活動の内容】

建設業

建設業許可番号 高知県知事許可（特－29）第000712号

許可の有効期間　 平成29年6月12日～平成34年6月11日　

許 可 年 月 日

建設業の種類 土木工事業、とび・土工工事業

水道施設工事業、解体工事業

産業廃棄物収集運搬業許可 （自社施工分のみを対象）

許  可  番  号 03900101201

許可の有効期間　　

許 可 年 月 日

【事業規模】

設立年月日

資  本  金 2,000万円

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

売上高(千円) 74,197 48,747 58,994 52,529 45,692

 従業員数（名） 9 8 8 8 8

事務所床面積 133.2㎡ 133.2㎡ 133.2㎡ 133.2㎡ 133.2㎡

倉庫床面積 176㎡ 176㎡ 176㎡ 176㎡ 176㎡

資材置場床面積 217㎡ 217㎡ 217㎡ 217㎡ 217㎡

事業所敷地面積 426.2㎡ 426.2㎡ 426.2㎡ 426.2㎡ 426.2㎡

8月　～　7月会  計  年  度 

昭和29年12月10日

平成34年12月16日

連     絡     先 

昭和48年8月14日

平成30年 1月30日

取締役　西森 崇智

ＦＡＸ： 0880-24-0812

連 絡 先 担 当 者

 1. 組織の概要

環境管理責任者氏名

ＴＥＬ： 0880-24-0811

  倉庫　　〒786-0056　高知県高岡郡四万十町志和510
資材置場  〒786-0056　高知県高岡郡四万十町志和511
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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）】

有限会社　山 一 建 設　全社

【レポートの対象期間】

令和２年８月～令和３年７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　　西森 崇智

令和３年１０月 １日

 2



3.　環　境　経　営　方　針

　＜環境経営理念＞

（有）山一建設は、志和海岸や志和川周辺の環境を守り、後世に残していけるよう

　社員一丸となって自主的・積極的に、環境経営に取組み、建設事業を通じて社会

貢献することを目指していきます

　＜環境経営方針＞

1. 環境に配慮した施工に取り組みます。

2. 重機や車輌の燃料使用量の削減により、二酸化炭素排出量を削減をします。

3. 電力使用量の削減により、二酸化炭素排出量を削減します。

4. 廃棄物の排出量を削減し、分別を徹底して再資源化を推進します。

5. 節水による水使用量を削減します。

6. 建設工事における環境負荷を削減します。

7. 環境関連法規並びに条例等を遵守します。

8. 全従業員に環境経営方針を周知徹底します。

9. 生物多様性を配慮します。

10. 社会貢献活動に積極的に取り組みます。

11. 環境経営レポートを作成し、公表します。

制定日  平成24年 7月25日

改定日  令和 2年 7月12日

有限会社　山 一 建 設　

代表取締役　　

山野上 喜久子
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役割・責任・権限表

役割・責任・権限

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、人材の準備

環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

環境経営目標・環境経営計画の承認

代表者による全体の評価と見直し・指示

環境経営レポートの発行

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の承認と遵守評価の実施

環境経営目標・環境経営計画を確認

環境経営レポートの発行

環境管理責任者の補佐

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、環境経営計画案作成

環境経営活動の実績集計

環境関連法規等取りまとめ表の作成、最新版管理とそれに基づく遵守評価の実施

環境経営レポートの作成、公開

環境経営計画の審議

環境経営活動の確認・評価

自部門における環境経営システムの実施

自部門における環境経営方針の周知徹底

自部門の従業員に対する教育訓練の実施

自部門に関連する環境経営計画の実施及び達成状況の報告

自部門の問題点の発見と是正、予防処置の実施

環境経営方針への理解と環境への取り組みの重要性を自覚

決定事項を遵守し、自主的かつ積極的に環境活動に参加　　

従業員

倉庫

代 表 者

環境管理責任者

環境事務局

部門長

西森　崇智

EA21委員会

　4. 実施体制

環境事務局

局長　西森　崇智

代表取締役

山野上　喜久子

環境管理責任者

西森　崇智

ＥＡ２１委員会

事務部門

西森　香菜

工務部門

西森　崇智

事務　西森　香菜

環境管理責任者…
山野上喜久子からR元年８月
より　　　　西森崇智引継ぐ

事務…山本智恵からR3年
5月より西森香菜引継ぐ
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5. 環境経営目標

（１）本年度目標

令和元年度 令和2年度

実績値 目標

（基準値） (基準値-１％）

灯油使用量の削減 （ℓ） 165.0 163.4

プロパンガス使用量の削減 （㎏） 92.5 91.6

ガソリン使用量の削減 （ℓ） 2,296.0 2,273.0

軽油使用量の削減 （ℓ） 7,750.9 7,673.3

電力使用量の削減 （ｋＷｈ） 1,068.0 1,057.3

ＣＯ₂排出量の削減 （ｋｇ－ＣＯ₂） 26,576.3 26,310.5

用水使用量の削減 （㎥ ） 21.0 20.8

一般廃棄物排出量の削減 （㎏） 14.0 13.9

産業廃棄物排出量の削減 （ｔ） 139.9 138.5

産業廃棄物再資源化率向上  　 （％） 98.1 100

環境負荷の少ない工事施工の推進   （件数） 全件 全件

＊1．購入電力のＣＯ₂ 排出係数は令和2年1月7日公表の平成30年度実績、四国電力(株)の調整後排出係数0.528ｋｇ－ＣＯ₂/ｋWｈ

  を使用した

＊2．基準値は令和元年度の実績値とする。

＊3．環境負荷の少ない工事件数

　　○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

　　○法面緑化工事の実施

＊4．環境経営目標値は小数点以下四捨五入

（２）中長期目標

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

実績値 目標 目標 目標 目標

（基準値） (基準値-1％） (基準値-2％） (基準値-3％） (基準値-４％）

灯油使用量の削減 （ℓ） 165.0 163.4 161.7 160.1 158.4

プロパンガス使用量の削減 （㎏） 92.5 91.6 90.7 89.8 88.8

ガソリン使用量の削減 （ℓ） 2,296.0 2,273.0 2,250.1 2,227.1 2,204.2

軽油使用量の削減 （ℓ） 7,750.9 7,673.3 7,595.8 7,518.3 7,440.8

電力使用量の削減 （ｋＷｈ） 1,068.0 1,057.3 1,046.6 1,036.0 1,025.3

ＣＯ₂排出量の削減 （ｋｇ－ＣＯ₂） 26,576.3 26,310.5 26,044.7 25,779.0 25,513.2

用水使用量の削減 （㎥ ） 21.0 20.8 20.6 20.4 20.2

一般廃棄物排出量の削減 （㎏） 14.0 13.9 13.7 13.6 13.4

産業廃棄物排出量の削減 （ｔ） 139.9 138.5 137.1 135.7 134.3

産業廃棄物再資源化率向上  　 （％） 98.1 100 100 100 100

環境負荷の少ない工事施工の推進   （件数） 全件 全件 全件 全件 全件

＊1．環境経営目標値は小数点以下四捨五入

単位

単位

 5



　６．環境経営計画
　

期間：　令和２年８月　～　令和３年７月

項目 活動内容 担当者 期限

ＣＯ₂排出量 燃料使用量 令和 3年７月３１日

削減 削減 ○定期的にオイル交換実施 令和 3年７月３１日

○現場が変わる度に最短ルートを確認 令和 3年７月３１日

○アイドリングストップの徹底 令和 3年７月３１日

電力使用量 ○冷暖房のフィルター清掃（2週間に1回） 令和 3年７月３１日

削減 ○冷暖房の適温化 (冷房28℃ 暖房20℃） 令和 3年７月３１日

○不要照明の消灯 令和 3年７月３１日

〇不使用機器のコンセントを抜く 令和 3年７月３１日

○OA機器の省エネﾓｰﾄﾞ設定 令和 3年７月３１日

○水道栓の閉め忘れ防止 令和 3年７月３１日

○事務所清掃時、洗車時のバケツの使用 令和 3年７月３１日

○洗車時間の短縮 令和 3年７月３１日

一般廃棄物排出量削減 ○ﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄの削減徹底 令和 3年７月３１日

○封筒再利用 令和 3年７月３１日

○ごみの持ち帰り（お弁当、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ、缶） 令和 3年７月３１日

産業廃棄物排出量削減 令和 3年７月３１日

令和 3年７月３１日

令和 3年７月３１日

環境負荷の少ない工事実施 令和 3年７月３１日

令和 3年７月３１日

〇資機材の管理・保管 令和 3年７月３１日

令和 3年７月３１日

○濁水防止対策の実施 令和 3年７月３１日

○法面緑化工事の実施 令和 3年７月３１日

〇ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動・四万十川一斉清掃への参加 令和 3年７月３１日

令和 3年７月３１日

西森　香菜

西森　崇智

○廃棄物のリサイクル率向上

西森　崇智

○有効利用の促進

○再生材の積極的使用

社会貢献活動
西森　香菜
西森　崇智

○積極的な導入検討を行う
（環境保全型工法、景観保全型工法）

○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

〇会社周辺、現場周辺の清掃活動

○現場への移動車相乗り

西森　崇智

西森　香菜

用水使用量削減　(排水量削減）

西森　香菜
西森　崇智
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  7. 環境経営目標の実績とその評価

（１）本年度実績

令和元年度 令和２年度 令和２年度

実績値 目標 実績

（基準値） (基準値-1％）

灯油使用量の削減 （ℓ） 165.0 163 195.0 119.3% ×

プロパンガス使用量の削減 （㎏） 92.5 92 71.2 77.7% 〇

ガソリン使用量の削減 （ℓ） 2,296.0 2,273 2,279.7 100.3% ×

軽油使用量の削減 （ℓ） 7,750.9 7,673 5,109.2 66.6% 〇

電力使用量の削減 （ｋＷｈ） 1,068.0 1,057 1,154.0 109.1% ×

ＣＯ₂排出量の削減 （ｋｇ－ＣＯ₂） 26,576.3 26,311 19,950.1 75.8% 〇

用水使用量の削減 （㎥ ） 21.0 21 24.0 115.4% ×

一般廃棄物排出量の削減 （㎏） 14.0 14 16.0 115.1% ×

産業廃棄物排出量の削減 （ｔ） 139.9 139 200.2 144.5% ×

産業廃棄物再資源化率向上  　 （％） 98.1 100 98.1 （-1.9％） ×

環境負荷の少ない工事施工の推進   （件数） 全件 全件 全件 12/12件 〇

＊１．購入電力のＣＯ₂ 排出係数は令和2年1月7日公表の平成30年度実績、四国電力(株)の調整後排出係数0.528kg-CO₂/kWhを使用した。

＊ 2．環境経営目標値は小数点以下四捨五入

＊ 3．評価：　達成　○　　未達成　×

（２）過去の実績

・灯油使用量は、19%増加したが、ＬPG使用量が22%減少した。
・ガソリン使用量は、ほぼ達成した。軽油使用量は省エネに努力した結果23%減少した、売上高が減少したこと
も影響した。全社員で取り組んだ結果と判断している。
・電力使用量は9%増加した、10月～4月の半年間は目標を達成できたが夏季のエアコン使用が影響し増加した。
・C02排出量は軽油使用量の減少が影響し25％の減少となった。軽油使用量のC02割合は66％であった。
・産業廃棄物の再資源化率は、作業現場での廃プラ排出の影響で98,1%だった。
・環境負荷の少ない工事施工の推進については、全件で達成できた。
・次年度も継続して、全社員によるC02排出量削減、環境負荷の少ない工事施工に努める。

項目 単位 実績値/目標値
（％）

評価

＜環境経営目標・環境経営計画取組結果の評価＞   
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　８．次年度の環境経営目標及び環境経営計画
　

（１）次年度の環境経営目標

次年度の環境経営目標は「 ５．環境経営目標　(２）中長期目標 」に記載

（２）次年度の環境経営計画

○… 変更なし

●… 変更

項目 活動内容 担当者 期限

ＣＯ₂排出量 燃料使用量 令和 ４年７月３１日

削減 削減 ○定期的にオイル交換実施 令和 ４年７月３１日

令和 ４年７月３１日

○アイドリングストップの徹底 令和 ４年７月３１日

電力使用量 令和 ４年７月３１日

削減 令和 ４年７月３１日

令和 ４年７月３１日

令和 ４年７月３１日

令和 ４年７月３１日

○水道栓の閉め忘れ防止 令和 ４年７月３１日

○事務所清掃時、洗車時のバケツの使用 令和 ４年７月３１日

○洗車時間の短縮 令和 ４年７月３１日

一般廃棄物排出量削減 ○ﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄの削減徹底 令和 ４年７月３１日

令和 ４年７月３１日

○ごみの持ち帰り（お弁当、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ、缶） 令和 ４年７月３１日

産業廃棄物排出量削減 令和 ４年７月３１日

令和 ４年７月３１日

令和 ４年７月３１日

環境負荷の少ない工事実施 令和 ４年７月３１日

令和 ４年７月３１日

〇資機材の管理・保管 令和 ４年７月３１日

令和 ４年７月３１日

○濁水防止対策の実施 令和 ４年７月３１日

○法面緑化工事の実施 令和 ４年７月３１日

〇ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動・四万十川一斉清掃への参加 令和 ４年７月３１日

令和 ４年７月３１日

西森　崇智

○有効利用の促進

○再生材の積極的使用

期間：　令和３年８月　～　令和４年７月

○現場が変わる度に最短ルートを確認する

●冷暖房機器の掃除等の点検を定期的に行う

○冷暖房の適温化 (冷房28℃ 暖房20℃）

○不要照明の消灯

○現場への移動車相乗り

●封筒やﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄ、FAXの再利用

改訂日：令和３年１０月２３日

社会貢献活動
西森　香菜
西森　崇智

○積極的な導入検討を行う
（環境保全型工法、景観保全型工法）

○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

〇会社周辺、現場周辺の清掃活動

西森　崇智

西森　香菜

用水使用量削減　(排水量削減）

西森　香菜
西森　崇智

〇不使用機器のコンセントを抜く

○OA機器の省エネﾓｰﾄﾞ設定

西森　香菜

西森　崇智

○廃棄物のリサイクル率向上
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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

遵守確認日：令和３年７月31日実施

点検頻度

測定時期

第３条 　事業者の責務

　事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任に

第１２条 　産業廃棄物の事業者の処理

　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 廃棄物搬出ごと 西森 崇智 遵守

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 　都道府県知事（高知県知事）への提出

第１４条

第14条の-12項

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日前までに市町村長に届出）

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日前までに市町村長に届出）

資源の有効な利用の 第４条 　土砂、ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

促進に関する法律 　木材等の減量化及びﾘｻｲｸﾙ

（リサイクル法）

建設工事に係る資材の 第５条 　建設資材廃棄物の発生抑制、分別解体等及び

　建設資材廃棄物の再資源化等費用の低減努力

　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 　分別解体等の実施

第１０条 　解体：床面積８０ｍ2 以上

　新築・増築：床面積５００ｍ2 以上

 対象建設工事は７日前までに都道府県知事に届出

第７節

第１6条

第１9条 1年間 

第１8条の17
第1項

環境関連法規等の遵守を確認しました。適正に遵守されています。

（２）環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

法改正確認日：令和３年7月２日

　おいて適正に処理

再資源化等に関する
法律
（建設リサイクル法）

法規名 適用条項 具体的内容

廃棄の処理及び清掃に
関する法律
（廃棄物処理法）

 　産業廃棄物収集運搬業の都道府県知事の許可

担当者 対応

1年間
6月末

西森 崇智 遵守

１ヶ月 西森 崇智 遵守

工事受注毎 西森 崇智 遵守

有効期限切れ
3か月前

西森 崇智 遵守　（5年毎に更新）

 　産業廃棄物処理基準による収集運搬、処分

工事受注毎 西森 崇智 該当工事なし

工事受注毎 西森 崇智 該当工事なし

１ヶ月  西森 崇智 遵守

１ヶ月  西森 崇智 遵守

１ヶ月  西森 崇智 遵守

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

　四万十川流域内における事業について計画、
　実施及び管理の各段階ごとに生態系及び景観の
　保全への配慮を適切に行う

工事受注毎 西森 崇智 該当工事なし

該当工事なし

大気汚染防止法 解体工事の受注者は特定工事に該当するか否かの
調査

西森 崇智 該当工事なし

四万十町景観条例 四万十町
第１条

　四万十町の豊かな自然と良好な景観を守り、
　未来へと引き継ぐため、良好な景観の形成を
　資する

工事受注毎 西森 崇智

フロン類の使用の合理化
及び管理の適正化に関する
法律
 (フロン排出抑制法）

機器の点検・整備 簡易点検：3ヶ月に
               1回以上 西森 崇智 遵守

フロン類算定漏えい量等の報告

第１8条の17
第4項

調査の結果を書面を交付して発注者に説明

当該調査結果その他環境省令で定める事項を当該解
体工事場所において掲示する

工事受注毎

環境関連法規への違反はありません。法律に定められた届出・報告などは適正に実施しております。
尚、関係当局より違反等の指摘・近隣住民からの指摘・苦情・要望等は過去5年間ありません。

 １０



１0. 代表者による全体評価及び見直し・指示

総括及び指示

・実施体制については、見直

しの必要はない。

用水の使用量が増加してしまったが、コロナ渦が落ち着くまでは感染予防対策は継続す
ること。エコ活動やリサイクルすることは全従業員取り組めている。今後も継続してい
くこと。

環境経営目標・計画の見直しの有無　　（　無　）

環境経営目標

環境事務局による報告事務部門

環境事務局による報告

夏場のエアコンの使用が多くなり電気使用量が増加した。冬場の灯油の使用量が前年度
より増加したがLPｶﾞｽの使用量を減らすことが出来た。現場での二酸化炭素排出量の削
減や環境負荷の削減への取組は、作業現場にて廃ﾌﾟﾗが出てしまい未達成の項目が出来
てしまった。達成できるよう全従業員取り組んでいきます。

代表者による評価及び見直し・指示

環境経営目標・計画の見直しの有無　　（　無　）

前年度に引き続き達成出来ている項目については継続。前年度達成出来ていた項目で今
年度達成出来ていない項目が増えている。引き続き全従業員の意識向上に努めていく。

環境事務局による報告

環境経営活動

代表者による評価及び見直し・指示

環境経営目標・計画の見直しの有無　　（　無　）

コロナ渦が加速し手洗い等予防の回数が増加したため用水使用量が増加。整理整頓を見
直し事務所から出る一般廃棄物量が増加した。分別やリサイクル・エコ活動は前年度同
様出来ている。

前年度より従業員の意識向上に取り組め各工事で重機の効率の良い運転や、環境に配慮
した施工が出来た。

環境保全への取り組みは十分出来ている。これに満足せずさらに環境への配慮向上を目
指していくこと。

・環境経営目標は、令和元年

を基準値に改訂した。

工務部門

代表者による評価及び見直し・指示

環境経営方針の見直しの有無　　（　無　）

前年度より更に良くなっている項目は継続していく。コロナ渦の影響で達成で
きない項目も出てきてしまっているが、前年度は良かった項目が今年度は達成
出来ていないという項目が目立っている。環境経営方針を再確認し全従業員の
意識の向上に努めていく。

令和3年8月11日　代表取締役　山野上喜久子
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