
2020年版　環境経営レポート

急傾第22－11－21号

株　式　会　社　　三　和

発行年月日　　2022　　　　年　　　2　　月　　28　　日

南込山（北）急傾斜地崩壊対策工事

令和3年高知県中央西土木事務所二工事賞



　目　　次

１．組織の概要 ・・・・・・・ １

２．対象範囲（認証・登録範囲）、レポートの対象期間及び発行日 ・・・・・・・ ２

３．環境経営方針 ・・・・・・・ ３

４．環境管理組織体制 ・・・・・・・ ４

・・・・・・・ ５

・・・・・・・ ７

７．環境経営目標の実績 ・・・・・・・ ８

８．環境経営計画の取組結果とその評価 ・・・・・・・ １1

９，次年度の環境経営計画 ・・・・・・・ １２

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、訴訟等の有無 1３

１１．代表者による全体評価と見直し・指示 ・・・・・・・ １５

１２．その他の取組 ・・・・・・・ １６

発行日：　2022　　年　　2　月　　28　日

発行責任者：環境管理責任者　横山　大

次回発行予定：　2023　年　　2　　月　頃

５．環境経営目標

６．環境経営計画



1,組織の概要

【事業所名】 株式会社 三 和

【代表者氏名】 代表取締役　片田　文隆

【所在地】 〒781－2153

　　本 社・倉庫 高知県高岡郡日高村本郷3020番地2

【環境管理責任者氏名及び担当者連絡先】

環境管理責任者 取締役 横山　　大

連絡先担当者 総務部 池上　和子

連絡先 ＴＥＬ： 0889－24－5217

ＦＡＸ： 0889－24－7740

Ｅ－ｍａｉｌ： ikegami-sanwa@cube.ocn.ne.jp

【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 高知県知事　

　許可番号 高知県知事　（般ー1）第004152号

　許可年月日 2020年1月28日～2025年1月27日

　建設業の種類 土木工事業 建築工事業 とび・土工工事業

舗装工事業 解体工事業

【産業廃棄物収集運搬業許可】 （自社工事の運搬のみ実施）

許可の内容 ・収集運搬業許可番号

・許可年月日

・許可の有効期限

・事業区分：収集運搬 積替え又は保管除く

・収集運搬する廃棄物の種類 廃プラ・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず

金属くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

がれきくず

【事業規模】

設立年月日 1979年9月

資本金 3，000千円

売上高

　　（千円）

従業員数　　　　　　（名）

事業所敷地面積　　　（ｍ2 ）

事業所延べ床面積　　（ｍ2 ）

従業員数は、　9　月　1　日現在

会計年度 　9　　月　　～　8　月

61 61 61

348 302

14 12

1,158 1,158

3900144147

2019年8月7日

2024年8月4日

2018年9月1日～2019年8月31日 2019年9月1日～2020年8月31日 2020年9月1日～2021年8月31日

228

12

1,158
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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）】

全社・全活動・全従業員

【組織名】 株式会社　三　和

【レポートの対象期間】

2020年9月1日～2021年8月31日

【環境経営レポートの発行日】

2022年2月28日

【作成責任者】

環境事務局　 池上　和子

次回発行予定は2022年12月の予定です

２



３，環境経営方針

【環境経営理念】

株式会社三和は、高知県高岡郡日高村で土木関係の建設工事を行っています。

地域の自然環境を守り、建設工事における、あらゆる場面において環境保全を

意識し、継続的改善による環境経営を行なっていきます。

【基本方針】

１．建設業において、環境負荷の少ない工事（設計、施工）を行います。

３．事務所・現場における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．建設工事及び事務所における廃棄物発生量の削減、再利用及びリサイクルを行います。

５．事務所における水使用量の削減により排水量を削減します。

６．建設現場における化学物質排出について配慮します。

７．事務用品及び調達資材のグリーン購入を推進します。

８．環境関連法規及び条例等を遵守します。

９．環境経営方針は広く従業員に周知徹底します。

１０．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。

１１．SDGsへの取組を推進します。

改定日

代表取締役

片田　文隆

２．トラック・重機・車輌の燃料使用量削減により、二酸化炭素排出量を削減します。

2019年9月1日

３



４，環境管理組織体制

代表取締役

片田　文隆

環境管理責任者

横山　大

環境事務局

池上　和子

ＥＡ２１委員会

氏原　浩之

事務部門 工事部門 倉　庫

池上　和子 笹岡　敬助 野中　正一

環境経営システム　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

・環境経営システム実施に必要な人、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・見直し及び全従業員へ周知

・環境経営目標、環境経営計画・環境管理組織体制を承認

・代表者による全体評価と見直し・指示

・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

・環境経営目標、環境経営計画・環境管理組織体制を確認

・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 ・環境管理責任者の補佐、ＥＡ２１委員会の事務局

・環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施

・環境経営目標、環境経営計画・環境管理組織体制原案の作成

・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ユニケーションの窓口

・環境経営レポートの作成、公開

部門長 ・自部門における環境経営方針の周知、従業員への環境教育訓練実施

・自部門に関係する環境経営計画の実施、達成状況報告

・自部門に関係する緊急事態訓練の実施

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

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

・決められた事を守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

・経営における課題とチャンスの明確化

４



5，環境経営目標

（１）単年度目標

基準値 2020年度

　　　　　　　項目 総量・原単位 単位 3ヶ年平均 目標

2015.9.1-2018.8.31 2020.9.1-2021.8.31

売上高 百万円 259 259

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 13,290 13,024

原単位 （ℓ/百万円） 51.3 50.3

　軽油使用量 総量 （ℓ） 28,785 28,209

原単位 （ℓ/百万円） 111.1 108.9

　灯油使用量 総量 （ℓ） 290 284

原単位 （ℓ/百万円） 1.1 1.1

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 5,268 5,163

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 20.3 19.9

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 110,012 107.812

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 424.8 416.0

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 60 59

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.2 0.2

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 480 470

原単位 （ｋｇ/百万円） 1.9 1.8

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 683 669

原単位 （ｔ/百万円） 2.6 2.6

産業廃棄物再資源化率　 総量 （％） 98 100

グリーン購入 総量 （％） 62 63

環境負荷の少ない工事 総量 （件） 6/6件 全件

環境美化活動 総量 （回） 13 13

＊１.電力のＣＯ2排出量については、電気事業者別のＣＯ2 排出係数（平成28年度実績）

　　（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（公共土木で元請工事1000万円以上）

　　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

　　汚濁水を排出しない様努める

　　支障木の再利用

５



（２）中長期目標

項目 総量・原単位 単位 2015.9-2018.8 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度

3ヶ年平均 目標 目標 目標

基準値 -3% -4% -5%

売上高 百万円 259 259 259 259

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 13,290 12,891 12,758 12,625

原単位 （ℓ/百万円） 51.3 49.8 49.3 48.7

　軽油使用量 総量 （ℓ） 28,785 27,921 27,634 27,346

原単位 （ℓ/百万円） 111.1 107.8 106.7 105.6

　灯油使用量 総量 （ℓ） 290 281 278 275

原単位 （ℓ/百万円） 1.1 1.1 1.1 1.1

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 5,268 5,110 5,057 5,005

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 20.3 19.7 19.5 19.3

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 110,012 106,712 105,611 104,511

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 425 412 408 404

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 60 58 58 57

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.2 0.2 0.2 0.2

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 480 466 461 456

原単位 （ｋｇ/百万円） 1.9 1.8 1.8 1.8

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 683 662 656 649

原単位 （ｔ/百万円） 2.6 2.6 2.5 2.5

6



６，環境経営計画

期間：　　　2020　　年　9　月　～　2021　　　　年　8　月

項目 活動内容 担当者 期間

ＣＯ2 排出量 燃料使用量 氏原　浩之 2020，9～2021，8

削減 削減 氏原　浩之 2020，9～2021，8

氏原　浩之 2020，9～2021，8

氏原　浩之 2020，9～2021，8

氏原　浩之 2020，9～2021，8

氏原　浩之 2020，9～2021，8

電力使用量 池上　和子 2020，9～2021，8

削減 池上　和子 2020，9～2021，8

池上　和子 2020，9～2021，8

池上　和子 2020，9～2021，8

池上　和子 2020，9～2021，8

池上　和子 2020，9～2021，8

灯油使用量

削減

用水使用量削減 池上　和子 2020，9～2021，8

（排水量削減） 池上　和子 2020，9～2021，8

池上　和子 2020，9～2021，8

廃棄物削減 一般廃棄物 池上　和子 2020，9～2021，8

池上　和子 2020，9～2021，8

池上　和子 2020，9～2021，8

池上　和子 2020，9～2021，8

池上　和子 2020，9～2021，8

産業廃棄物 氏原　浩之 2020，9～2021，8

氏原　浩之 2020，9～2021，8

氏原　浩之 2020，9～2021，8

氏原　浩之 2020，9～2021，8

再資源化率 氏原　浩之 2020，9～2021，8

グリーン購入 池上　和子 2020，9～2021，8

環境負荷の少ない工事 氏原　浩之 2020，9～2021，8

氏原　浩之 2020，9～2021，8

氏原　浩之 2020，9～2021，8

氏原　浩之 2020，9～2021，8

氏原　浩之 2020，9～2021，8

社会貢献活動 池上　和子 2020，9～2021，8

池上　和子 2020，9～2021，8

池上　和子 2020，9～2021，8

環境負荷の少ない材料（リサイクル材・県産品等）使用

低騒音・排ガス対策型重機の使用

散水等による粉塵発生の低減

支障木の再利用

ロードボランティアの活動を行う（年13回）

日高村地域一斉清掃に参加する

事務所前への植栽・花壇の設置

型枠・工事看板への間伐材の使用

段ボール等を再生業者に出す

ゴミになる物の持ち込みを抑制する

ゴミ回収ボックスを適正に配置し、分別を適正に行い資
源化する。

再生材料（砕石・As）を使用する

コンクリート塊、汚泥、残土等の建設副産物の削減

建設資材発注時、使用数量をチェックするなど残余建設
資材の廃棄を抑える

マニフェスト伝票による管理の徹底

再資源業者に委託する

エコマーク、グリーン商品の優先的購入

手洗い時の流しっぱなし禁止、流水調節

各水道、トイレに節水の文字貼付

洗車時の流しっぱなし禁止

コピー用紙の裏紙使用

パソコンから不要打出し制限（プレビューで確認）

室内温度の適温化（夏季28℃前後/冬季20℃前後）

夏場はブラインド等利用して、熱の出入りを調整

パソコン、コピー機等は省電力設定にする

エアコンは定期的にフィルターの清掃をする

不要な照明の消灯（人がいない場所の消灯）

2020，9～2021，8

クールビズ・ウォームビズの励行

ファンヒーター・石油ストーブをこまめにON・OFF 池上　和子

自動車の急発進・急加速、空ぶきは行わない

車両は乗り合わせて現場に行くように努める

重機はフル運転しない（エコモード運転）

駐停車中のエンジン停止処置の実施

車両・重機の定期点検、適正な整備の実施

重機・車両のアイドリングストップ

7



７，環境経営目標の実績

（１）本年度実績

２０２０年度 ２０２０年度 実績値／目標値 評価

　　　　　　　項目 総量・原単位 単位 目標 実績 （％）

2020.9-2021.8 2020.9-2021.8

売上高 百万円 259 228

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 13,024 11,359 87 〇

原単位 （ℓ/百万円） 50.3 49.8 99 〇

　軽油使用量 総量 （ℓ） 28,209 20,820 74 〇

原単位 （ℓ/百万円） 108.9 91.3 84 〇

　灯油使用量 総量 （ℓ） 284 300 106 ×

原単位 （ℓ/百万円） 1.1 1.3 120 ×

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 5,163 7,228 140 ×

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 19.9 54.0 271 ×
ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 107,812 84,639 79 〇

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 416.3 371.2 89 〇

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 59 54 92 〇

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.2 0.2 100 〇

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 470 501 107 ×

原単位 （ｋｇ/百万円） 1.8 2.2 121 ×

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 669 409 61 〇

原単位 （ｔ/百万円） 2.6 1.8 69 〇
産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 100 100 100 〇

グリーン購入量 総量 （％） 63 65 2 〇
環境負荷の少ない工事 総量 （％） 全件 5件/5件 100 〇

社会貢献活動 総量 （回） 13 13 13 〇

＊電力のＣＯ2排出量については、電気事業者別のＣＯ2 排出係数（平成28年度実績）

　　（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。

＊評価は　「〇」、「×」で評価する

＜環境経営目標未達成等理由＞

電力使用量

灯油使用量 冬場の朝が寒く電気のエアコンだけでは寒く石油ファンヒーターを使用した為使用量が増加した。

一般廃棄物

＜過去の実績＞

項目 総量・原単位 単位 ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度

実績 実績 実績 実績

売上高 百万円 228 348 302 228

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 13,675 11,379 12,204 11,379

原単位 （ℓ/百万円） 60.0 32.7 40.4 49.9

　軽油使用量 総量 （ℓ） 25,081 24,925 24,037 20,820

原単位 （ℓ/百万円） 110.0 71.6 79.6 91.3

　灯油使用量 総量 （ℓ） 269 346 340 300

原単位 （ℓ/百万円） 1.2 1.0 1.1 1.3

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 5,585 4,917 6,934 7,228

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 24.5 14.1 23.0 54.0
ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 101,273 84,168 94,844 84,639

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 444.2 241.9 314.1 371.2

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 61 74 477 54

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.3 0.2 1.6 0.2

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 420 507 439 501

原単位 （ｋｇ/百万円） 1.8 1.5 1.5 2.2

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 946 704 805 408

原単位 （ｔ/百万円） 4.1 2.0 2.7 1.8
産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 98 99 100 100

グリーン購入 総量 （％） 65 57 65 65
環境負荷の少ない工事 総量 （％） 6件/6件 8件/8件 8件/8件 5件/5件

社会貢献活動 総量 （回） 13 13 13 13

※2018年にカーボンオフセット10tー.CO2を購入しました。

冬場に残業があり電力の使用量が増加した。現場事務所での使用量も増加したので達成できなかった。

資料の整理をしたので増加した。

８



　燃料使用量（総量：ガソリン、軽油、灯油） 　燃料使用量（原単位：ガソリン、軽油、灯油）
単位：ℓ／年 単位：ℓ／百万円

年度 ガソリン 軽油 灯油 年度 ガソリン 軽油 灯油

（ℓ／年） （ℓ／年） （ℓ／年） （ℓ/百万円） （ℓ/百万円） （ℓ/百万円）

２０１６年度 14,386 30,497 360 ２０１６年度 68 145 1

２０１７年度 13,675 25,081 269 ２０１７年度 60 110 1

２０１８年度 11,379 24,925 346 ２０１８年度 33 72 1

２０１９年度 12,204 24,037 340 ２０１９年度 40 79 1

２０２０年度 11,359 20,820 300 ２０２０年度 50 91 1

電力使用量（総量：ｋＷｈ／年） 電力使用量（原単位：ｋＷｈ／百万円）

年度 電力使用量 年度 電力使用量

（ｋＷｈ／年） （ｋＷｈ／百万円）

２０１６年度 4,872 ２０１６年度 23

２０１７年度 5,585 ２０１７年度 24

２０１８年度 4,917 ２０１８年度 14

２０１９年度 6,934 ２０１９年度 23

２０２０年度 7,228 ２０２０年度 54
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ＣＯ2 排出量（総量：（ｋｇ－ＣＯ2） ＣＯ2 排出量（原単位：ｋｇ－ＣＯ2/百万円）

年度 ＣＯ2 排出量 年度 ＣＯ2 排出量

（ｋｇ－ＣＯ2 ）
（ｋｇ－ＣＯ2/百万

円）

２０１６年度 117,025 ２０１６年度 557

２０１７年度 101,278 ２０１７年度 444

２０１８年度 84,168 ２０１８年度 242

２０１９年度 94,844 ２０１９年度 242

２０２０年度 84,639 ２０２０年度 371

廃棄物排出量（総量：一般廃棄物、産業廃棄物） 廃棄物排出量（原単位：一般廃棄物、産業廃棄物）
単位：一般廃棄物　ｋｇ／年 単位：一般廃棄物　ｋｇ／百万円
単位：産業廃棄物　ｔ／年 単位：産業廃棄物　ｔ／百万円

年度 一般廃棄物 産業廃棄物 年度 一般廃棄物 産業廃棄物

ｋｇ／年 ｔ／年 ｋｇ／百万円 ｔ／百万円

２０１６年度 500 305 ２０１６年度 1.2 6.0

２０１７年度 420 946 ２０１７年度 1.3 7.0

２０１８年度 507 704 ２０１８年度 1.5 6.5

２０１９年度 439 805 ２０１９年度 1.2 2.7

２０２０年度 501 409 ２０２０年度 2.2 1.8

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

ＣＯ2 排出量 （総量 ）

ＣＯ2 排出量 （ｋｇ－ＣＯ2 ）

0

100

200

300

400

500

600

２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度

ＣＯ2 排出量(原単位）

ＣＯ2 排出量 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円）

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

廃棄物排出量（総量）

一般廃棄物 ｋｇ／年 産業廃棄物 ｔ／年

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度

廃棄物排出量（原単位）

一般廃棄物 ｋｇ／百万円 産業廃棄物 ｔ／百万円

10



８,環境経営計画の取組結果とその評価
期間：　2020　　年　9　月　1　日　～2021　年　8　月　31　日

活動内容 取組状況

ＣＯ2 排出量 燃料使用量 心がけて実施できた

削減 削減

アイドリングは意識するようになった

電力使用量 エアコンの適正な温度管理ができていなかった

削減 実施できた。

コピー機は省エネモードになっている

フィルターの掃除は定期的にすることが出来た。

実施できた。

実施できた。

灯油使用量

削減

用水使用量削減 節水シール張り付けよる意識付けが出来た

（排水量削減） 実施できた。

各自が責任もって気を付けた。

廃棄物削減 一般廃棄物 活動内容はできている

確認して印刷するので失敗が少なくなった。

実施できた。

各自が責任もって気を付けた。

各現場で徹底することが出来た

産業廃棄物 各現場で徹底することが出来た

各現場で徹底することが出来た

各現場で徹底することが出来た

各現場で現場責任者が徹底することが出来た

再資源率 各現場で徹底することが出来た

グリーン購入

環境負荷の少ない工事 各現場で対応することが出来た。

各現場で対応することが出来た。

各現場で対応することが出来た。

散水車で川の水を使って散布した

各現場で対応することが出来た。

社会貢献活動 年13回実施出来た。

コロナで中止になったので、できなかった。

事務所前には、植裁をしている

評価方法 〇　できている△　もう少し見直しが必要　　　×　できなかった

日高村地域一斉清掃に参加する

エコマーク、グリーン商品の優先的購入 〇

環境負荷の少ない材料（リサイクル材・県産品等）使用

〇

事務所前への植栽・花壇の設置 〇

型枠・工事看板への間伐材の使用 〇

散水等による粉塵発生の低減 〇

支障木の再利用 〇

ロードボランティアの活動を行う 〇

コンクリート塊、汚泥、残土等の建設副産物の削減 〇

〇

低騒音・排ガス対策型重機の使用 〇

建設資材発注時、使用数量をチェックするなど残余
建設資材の廃棄を抑える

〇

マニフェスト伝票による管理の徹底 〇

再資源業者に委託する

ゴミになる物の持ち込みを抑制する 〇

ゴミ回収ボックスを適正に配置し、分別を適正に行
い資源化する。

〇

再生材料（砕石・As）を使用する 〇

コピー用紙の裏紙使用 〇

パソコンから不要打出し制限（プレビューで確認） 〇

段ボール等を再生業者に出す 〇

手洗い時の流しっぱなし禁止、流水調節 〇

ファンヒーター・石油ストーブをこまめにON・OFF

各水道、トイレに節水の文字貼付 〇

洗車時の流しっぱなし禁止 〇

△

エアコンは定期的にフィルターの清掃をする 〇

不要な照明の消灯（人がいない場所の消灯） 〇

クールビズ・ウォームビズの励行 〇

夏場はブラインド等利用して、熱の出入りを調整 〇

パソコン、コピー機等は省電力設定にする 〇

重機・車両のアイドリングストップ 〇

室内温度の適温化（夏季28℃前後/冬季20℃前後） △

車両は乗り合わせて現場に行くように努める 〇 相乗りは各自が意識してできた

重機はフル運転しない（エコモード運転）

各現場での朝礼で確認が出来た

車両・重機の定期点検、適正な整備の実施

〇 各現場での朝礼で確認が出来た

実施できた。

取組結果
の評価

カタログ購入しているので、確認して購入することができ
た

項目

駐停車中のエンジン停止処置の実施 〇

〇 始業前点検・過積載防止・適正な経路での運搬はできた

自動車の急発進・急加速、空ぶきは行わない 〇
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９，次年度の環境経営計画

期間：　　　2021　　年　9　月　～　2022　　年　8　月

項目 活動内容 担当者 期間

ＣＯ2 排出量 燃料使用量 氏原　浩之 2021，9～2022，8

削減 削減 氏原　浩之 2021，9～2022，8

氏原　浩之 2021，9～2022，8

氏原　浩之 2021，9～2022，8

氏原　浩之 2021，9～2022，8

氏原　浩之 2021，9～2022，8

電力使用量 池上　和子 2021，9～2022，8

削減 池上　和子 2021，9～2022，8

池上　和子 2021，9～2022，8

池上　和子 2021，9～2022，8

池上　和子 2021，9～2022，8

池上　和子 2021，9～2022，8

灯油使用量

削減

用水使用量削減 池上　和子 2021，9～2022，8

（排水量削減） 池上　和子 2021，9～2022，8

池上　和子 2021，9～2022，8

廃棄物廃棄物削減 一般廃棄物 池上　和子 2021，9～2022，8

池上　和子 2021，9～2022，8

池上　和子 2021，9～2022，8

池上　和子 2021，9～2022，8

池上　和子 2021，9～2022，8

産業廃棄物 氏原　浩之 2021，9～2022，8

氏原　浩之 2021，9～2022，8

氏原　浩之 2021，9～2022，8

氏原　浩之 2021，9～2022，8

再資源化率 氏原　浩之 2021，9～2022，8

グリーン購入 池上　和子 2021，9～2022，8

環境負荷の少ない工事 氏原　浩之 2021，9～2022，8

氏原　浩之 2021，9～2022，8

氏原　浩之 2021，9～2022，8

氏原　浩之 2021，9～2022，8

氏原　浩之 2021，9～2022，8

社会貢献活動 池上　和子 2021，9～2022，8

池上　和子 2021，9～2022，8

池上　和子 2021，9～2022，8

池上　和子 2021，9～2022，8

自動車の急発進・急加速、空ぶきは行わない

車両は乗り合わせて現場に行くように努める

重機はフル運転しない（エコモード運転）

駐停車中のエンジン停止処置の実施

車両・重機の定期点検、適正な整備の実施

重機・車両のアイドリングストップ

室内温度の適温化（夏季28℃前後/冬季20℃前後）

夏場はブラインド等利用して、熱の出入りを調整

パソコン、コピー機等は省電力設定にする

エアコンは定期的にフィルターの清掃をする

不要な照明の消灯（人がいない場所の消灯）

クールビズ・ウォームビズの励行

ファンヒーター・石油ストーブをこまめにON・OFF 池上　和子 2021，9～2022，8

手洗い時の流しっぱなし禁止、流水調節

各水道、トイレに節水の文字貼付

洗車時の流しっぱなし禁止

コピー用紙の裏紙使用

パソコンから不要打出し制限（プレビューで確認）

段ボール等を再生業者に出す

ゴミになる物の持ち込みを抑制する

ゴミ回収ボックスを適正に配置し、分別を適正に行い資
源化する。

再生材料（砕石・As）を使用する

ロードボランティアの活動を行う（年13回）

日高村地域一斉清掃に参加する

コンクリート塊、汚泥、残土等の建設副産物の削減

建設資材発注時、使用数量をチェックするなど残余建設
資材の廃棄を抑える

マニフェスト伝票による管理の徹底

再資源業者持ってゆく

エコマーク、グリーン商品の優先的購入

環境負荷の少ない材料（リサイクル材・県産品等）使用

SDGsの推進

環境経営目標はページ7に示す通りです

事務所前への植栽・花壇の設置

SDGsへの取組を推進をします

低騒音・排ガス対策型重機の使用

型枠・工事看板への間伐材の使用

散水等による粉塵発生の低減

支障木の再利用
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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

点検頻度

測定時期

廃棄の処理及び清掃に関する 第3条 ・

法律 ・事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に 事毎発生時

処理

第7条の ・一般廃棄物収集運搬基準に従った収集運搬表示

13項 書面備付義務

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 ・多量排出事業者（年間1,000t以上）

10、11項 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 事毎発生時
各現場
責任者

遵守 2021.8.31

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 ・産業廃棄物収集運搬業の都道府県知事の許可

（5年毎に更新）

第14条の一 ・産業廃棄物処理基準による収集運搬、処分表示

12項 書面備付義務

規則第8条 ・保管場所の表示

見易い箇所に掲示板を設置 事毎発生時 横山大

（縦60㎝以上×横60㎝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・コンクリート塊、木材

関する法律 等の減量化及びリサイクル

（資源有効利用促進法） ・事業者に責務

建設工事に係る資材の再資源化 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

等に関する法律 再資源化等費用の低減努力

（建設リサイクル法） ・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80㎡以上

　新築・増築：床面積500㎡以上

・対象建設工事は7日前までに都道府県知事に提出

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）

大気汚染防止法 第18条の17 ・解体等工事受注者は、石綿使用の有無について事前に調査し、

(解体工事） 発注者へ調査結果を書面で説明するとともに、その結果等を 事毎発生時

解体等工事現場場所への提示

労働安全衛生法 第5条 石綿等が使用されている保温材の除去作業

（工事開始の14日前までに届出る）

第14条 有機溶剤作業主任者の選任 事毎発生時
各現場
責任者

遵守 2021.8.31

消防法 第31条 ・少量危険物貯蔵の消防署への提出

（指定数量の1/5以上指定数量未満の危険整備貯蔵）

・指定数量以上の危険物貯蔵の消防庁への許可

第10条 ・第1石油類　　ガソリン：2000ℓ

・第2石油類　　灯油・軽油：1000ℓ

・第3石油類　　重油：2000ℓ

・第4石油類　　潤滑油：6000ℓ

　　　　　　　　　ギア油・エンジンオイル・マシン油

法規名 適用条項 具体的内容 担当者

事業者の責務

遵守

遵守
状況

2021.8.31

事毎発生時
各現場
責任者

遵守 2021.8.31

処分状況の
確認

各現場
責任者

遵守 2021.8.31

事毎発生時 氏原浩之 遵守 2021.8.31

年一回
毎年6月末

氏原浩之 遵守 2021.8.31

期限切れ
3か月前

池上和子 遵守 2021.8.31

事毎発生時
各現場
責任者

遵守 2021.8.31

遵守 2021.8.31

事毎発生時
各現場
責任者

遵守 2021.8.31

事毎発生時

2021.8.31

事毎発生時
各現場
責任者

遵守 2021.8.31

事毎発生時
各現場
責任者

遵守

各現場
責任者

遵守 2021.8.31

遵守 2021.8.31

事毎発生時
各現場
責任者

遵守 2021.8.31

事毎発生時
各現場
責任者

事毎発生時
各現場
責任者

確認日

各現場
責任者

各現場
責任者

事毎発生時
各現場
責任者

遵守 2021.8.31

遵守 2021.8.31

遵守 2021.8.31
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点検頻度

測定時期

オフロード法 第2条 ・ ブルドーザー・クローラクレーン・杭打ち機

タワークレーンなど

第17条 ・ 基準適合表示を貼付した車両の使用

施行令第2条 ・ 抑制指針の遵守 事毎発生時

（適正燃料の使用・点検整備の実施等）

フロン類の使用の合理化及び 第5条 ・ 定期点検の実施

管理の適正化に関する法律 ・ エアコン：3.7kＷ以上50ｋＷ未満

（フロン排出抑制法） ・ エアコン：50kＷ以上

・ 冷蔵　機器、冷凍機：3.7ｋＷ以上

日高村 ・ 事業者は、その事業活動に従って生じた廃棄物を自ら責任

において適任処理しなければならない

高知県環境基本条例 第6条 ・ 事業者の責務

公害防止、自然環境保全、廃棄物の適正処理

高知県清流保全条例 第2条 ・ 事業者の清流保全の努力

（2）環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

2020年9月1日より2021年8月31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。

遵守 2021.8.31

日高村廃棄物の減量及び適
正処理等に関する条例

法規名 適用条項 具体的内容 担当者

各現場
責任者

事毎発生時
各現場
責任者

遵守 2021.8.31

遵守 2021.8.31

事毎発生時
各現場
責任者

遵守 2021.8.31

事毎発生時
各現場
責任者

遵守 2021.8.31

事毎発生時
各現場
責任者

遵守状況 確認日

事毎発生時
各現場
責任者

遵守 2021.8.31
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11,代表者による全体評価と見直し・指示
作成日　　2021年10月1日

代表取締役　　片田　文隆

見直しに必要な情報 代表者による見直指示

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

　環境関連法規への違反はありません

②問題点の是正処置及び予防処置の状況

　是正・予防処置はありません

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＞ 【環境経営目標・環境経営計画・環境管理組織体制】

変更の必要性： □有 ■無

　　特になし

【環境経営目標・環境経営計画の達成状況】

目標項目 目標値 経営計画

達成状況 達成状況

燃料使用量 〇 〇 近隣の工事が多かった

軽油使用量 〇 〇 大型重機の使用がなかった

電力使用量 × 〇

灯油使用量 × 〇 朝・夕時間帯が寒くて使用が多かった

ＣＯ2排出量 〇 〇 今後とも取組を継続する

用水使用量 〇 〇 各自節水に取り組めている

一般廃棄物 × 〇 資料の整理をした 【その他】

産業廃棄物 〇 〇 変更の必要性： □有 ■無

再資源化率 〇 〇

グリーン購入 〇 〇 カタログ購入することが出来た 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。

環境負荷の少ない工事 〇 〇 施工計画時配慮して打ち合わせた

社会貢献活動 〇 〇 ロードボランテイアを行った

＜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

【総括】

　苦情・要望等はありません

②環境関連法規制等の動向他

　問題ありません

＜改善提案＞

　なし

代表者が自ら得た情報

　なし

コメント

（目標値、活動計画に対するコメント）

業者に持っていくことが出来た

今年度は売上高が減少している為、ガソリン・軽油・産業廃
棄物など減少している、一方電気使用量が増加している、要
因としては、コロナ対応できる空気清浄付きエアコンに買い
替えている。ストリーマ空気清浄機も2台増やして努力してい
るが、その分電気使用量が増加した。冬場の時間外の使用も
大きな原因の一つと思われる。環境への取組は有効に継続さ
れていると評価し、地域活動としてロードボランテイアや事
務所の植裁整備など環境美化に続けて行きます。今後も環境
負荷の低減・削減に努めてまいります。

環境経営方針は引き続き地球環境を常に意識しながら環境経
営を行っていく。

2015年9月1日～2018年8月31日までの基準値（実績）を3ヶ年
平均で目標を定めています。

受注工事が減少した為

現場事務所での使用があり、達成出来
なかった
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１2．その他の取組

１．環境団体への支援

　　　　　　支援団体 支援内容 支援年

高知県地球温暖化防止県民会議 交通エコポイント活用社会還元事業 ２０２０年

公益社団法人高知県森と緑の会 緑の募金への寄付 ２０２０年

高知県地球温暖化防止県民会議 交通エコポイント活用社会還元事業 ２０２１年

公益社団法人高知県森と緑の会 緑の募金への寄付 ２０２１年

２，ＳＤＧｓ活動への参加

株式会社　三和では、令和3年度より、SDGsを意識したエコアクション活動を行います、

我が社で、特に意識するSDGｓ

建設業として、事業活動に伴う環境への負荷を削減していくために取組んで行きます。

SDGsは、先進国・途上国すべての匡を対象に、経済・社会・環境の3つの側面のバランスが取れた社会を目指す世界

共通の目標として、2015年9月に国連で採択されました。貧因や飢饉、水や保権、教育、医療、言論の自由や

とジェンダーなど、人々が人間らしく暮らしていくための社会基盤を2030年までに達成すると言う目標になって

いて、17のゴール（目標）とそれぞれの下により具体的な169項目のターゲット（達成基準）
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具体的な取組状況
１．ＣＯ2 排出量削減
（１）燃料使用量削減

　社用車の更新

　2018年8月と2020年8月に社用車1台をハイブリッド車に更新

　　　　　車の写真  しました。　　

　重機の購入

2019年　5　月に重機1台を更新しました。

燃料使用量は大幅な削減となっています。　

車両・重機の定期点検・適正な整備の実施

始業前の点検をし、過積載防止に努めています

　車の相乗りの徹底

工事現場へ行く時は、必ず相乗りで現地に行き、社用車の

燃料使用量削減に努めています。　

（２）電力使用量削減

　本社事務所１階　ＬＥＤ照明設置

　（　2017　年　６　　月設置）

本社事務所照明を蛍光灯

からＬＥＤに更新しました。

　　設置したＬＥＤの写真



　昼休みの消灯

本社事務所の照明を昼休み（１２時～１３時）消灯し、

節電に努めた

　　　昼休みの消灯風景写真

　トイレ照明に人感センサー設置

　（　　2017年　　6　月設置）

本社事務所内トイレの照明に人感センサーを設置し、

節電に努めています。

　トイレの人感センサーの写真

２．用水使用量の削減

　節水シール貼付

　（　2018　年　　9　月設置）

本社事務所内の水道蛇口（に節水シールを

貼付け、啓発を計っています。

３．廃棄物の削減

（１）一般廃棄物の削減

　ごみの分別の徹底

　（分別箱：2012　　年　　9　月設置）

本社事務所内紙ごみの分別箱を設置し、不要紙の再利用

を行っています。

　ＦＡＸはパソコン画面から送信

　（新型ＦＡＸ：2018　　年　　5　月設置）

受信したＦＡＸは、パソコン画面で確認し、必要な物だけ

を打ち出しています。

ミスコピー用紙は、裏紙として使用し、また両面

コピーを実施することにより、年間でコピー用紙の使用量

を削減しました。



（２）産業廃棄物

　産業廃棄物分別の徹底

産業廃棄物は分別し、有価物と廃棄物に分別し、産業廃棄物再資源化率

が向上するように工事現場では努力しています。

４．グリーン購入

　事務用品のエコマーク・グリーンマーク商品の優先購入

事務用品はエコマーク・グリーンマークの付いた商品を優先

的に購入しています。

対象商品：コピー用紙、ファイル類、ノート類

　　　　　ボールペン、シャープペン等

５．環境負荷の少ない工事

　工事看板への高知県産間伐材の使用

工事名称：日下川床上浸水対策特別緊急（その16）工事

工事期間：2020年8月6日　～2021年1月27日

工事場所：高知県高岡郡日高村

工事看板には、高知県産間伐材を使用し、環境負荷に

に努めました。

　低騒音、排出ガス対策型重機の使用

工事名称：日下川床上浸水対策特別緊急（残土整地その4）工事

工事期間：2020年3月27日　～2020年11月2日

工事場所：高知県高岡郡日高村本郷

低騒音、排出ガス対策型重機を工事で使用しました。

工事箇所周辺の騒音低減と、排出ガス量削減に努めています。

環境負荷の少ない材料の使用

工事名称：南込山（北）急傾斜地崩壊対策工事

工事期間：2021年8月6日　～2022年3月25日

工事場所：高知県高岡郡日高村下分

工事用材料には再生砕石を使用し、環境負荷に低減に

努めました。



　濁水防止対策の実施

工事名称繁谷平野線他1路線道路改良工事工事

工事期間：2020年7月6日　～2021年1月31日

工事場所：高知県高岡郡日高村繁谷

工事現場の近隣近く道を水をまいてホーキで洗ってきます。。

６．環境美化活動

　ロードボランティア活動

日高村周辺及び国道291号線のロードボランティア

活動を行い、道路の清掃活動を行いました。

（年13回実施）

令和3年高知県中央西土木事務所二工事賞

工事名称：　　急傾第22－11－21号

　　　　　　：　　南込山（北）急傾斜地崩壊対策工事

工事期間：　　2020年8月6日　～2021年3月25日

工事場所： 高知県高岡郡日高村沖名

工法・型式 土木工事

掘削・切土

安全大会

各現場の安全の大切さを願い祈願を行っています

（令和3年5月27日）


