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● 【事業所名】 有限会社　サンロック

● 【代表者氏名】 代表取締役　竹内　康高

● 【所在地】

本社 〒781-5213　　高知県香南市野市町東野540番地6

資材倉庫① 〒781-5213　　高知県香南市野市町東野363番地5

資材倉庫② 〒781-5213　　高知県香南市野市町東野362番地1

● 【環境管理責任者氏名及び担当者連絡先】

環境管理責任者氏名 代表取締役 竹内　康高

連絡先担当者 環境事務局 池田　緑

連絡先 TEL：0887-57-3015

FAX：0887-57-3016

E-mail：sanrock@ec4.technowave.ne.jp

● 【事業活動の内容について】

建設業（主に法面工・アンカー工・地すべり対策工・注入工の工事を行っています。）

建設業許可

　許可番号 高知県知事(特-29）第9434号

　許可年月日

　建設業の種類 土木工事業　とび･土工工事業　石工事業　鋼構造物工事業　ほ装工事業

しゅんせつ工事業　塗装工事業　さく井工事業　水道施設工事業　

● 【事業規模】

設立年月日

資本金

会計年
平成30年9月～

令和1年8月
令和1年9月～
令和2年8月

令和2年9月～
令和3年8月

完成工事高　(千円）　 224,250 228,387 233,655

従業員数　   (名） 14 13 14

事務所敷地面積　   (㎡） 406 406 406

事務所延べ床面積  (㎡） 60 60 60

資材倉庫①敷地面積    (㎡） 60.4 60.4 299

資材倉庫①延べ床面積 (㎡） 41.5 41.5 38.88

資材倉庫②敷地面積 　 (㎡） 723 723 921

資材倉庫②延べ床面積 (㎡） 196.4 196.4 239.94

会計年度

※従業員数は令和3年9月１日現在

平成29年12月26日

平成11年10月29日

2,000万円

9月　～　8月

１.組織の概要
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.

緊急急傾第1-13号　井窪地区災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事

●【対象範囲（認証・登録範囲）】

有限会社サンロック 全社（全組織・全活動・全従業員）

対象事業所

本社 高知県香南市野市町東野540番地6

資材倉庫① 高知県香南市野市町東野363番地5

資材倉庫② 高知県香南市野市町東野362番地1

事業活動

法面工・アンカー工・地すべり対策工・注入工の工事

●【レポートの対象期間】

令和2年9月～令和3年8月

●【環境経営レポートの発行日】

令和3年11月30日

●【作成責任者】

２. 対象範囲、レポートの対象期間及び発行日

令和３年９月３日

令和３年度 高知県優良建設工事 優良賞受賞
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対象となる持続可能な開発目標（SDGs）範囲

ＳＤＧｓＮＯ． 項目 当社対象有無 　　　　　備　　考

1 貧困をなくそう

2 飢餓をゼロに

3 すべての人に健康と福祉を ○ 「高知家」健康企業宣言

4 質の高い教育をみんなに ○ 社員への環境教育の実施

5 ジェンダー平等を実現しよう ○ 高知県ワークライフバランスの推進企業認証

6 安全な水とトイレをを世界中に ○ 水道使用、節水

7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに ○ 化石エネルギーの削減

8 働きがいも経済成長も ○ 高齢者雇用の実施

9 産業と技術革新の基礎をつくろう ○ 法面工事による国土の強化

10 人や国の不平等をなくそう

11 住み続けられるまちづくりを ○ 国の環境保全

12 つくる責任つかう責任 ○ コピー用紙削減、ごみの分別

13 気候変動に具体的な対策を ○ 環境配慮工事によるCO２削減

14 海の豊かさを守ろう ○ 下水道

15 陸の豊かさも守ろう ○

16 平和と公正をすべての人に ○ 交通エコポイントの寄付活動

17 パートナーシップで目標を達成しよう ○ 交通エコポイントの寄付活動

法面工事による緑の保全・高知県森と緑の会
寄付活動
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● 【環境経営理念】

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すると共に「省エネ型工法」に積極的に取り組み、

環境負荷低減に努め、継続的な改善による環境経営を推進します。

● 【基本方針】

　　活動を行います。

２．建設機械・自動車燃料使用量の抑制により、二酸化炭素排出量を削減します。

３．事務所・現場における電力使用量の抑制により、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及びリサイクルを推進します。

５．事務所での節水活動により水使用量を削減します。

６．事務用品のグリーン購入を推進します。

７．環境関連法規及び条例等を遵守します。

８．環境経営方針は全従業員に周知徹底します。

９．環境経営レポート等環境情報については、広く外部公表致します。

１０．SDGｓの活動を推進します。

有限会社サンロック

　　　　　　  　 代表取締役　 竹内　康高

制定日　令和2年9月1日

１．建設工事における、設計・資材調達・施工・廃棄物処理の各段階において、環境負荷の少ない事業

　 有限会社サンロックは、高知県内で法面工事を主体とした建設工事を行っています。

SanRock

３.環境経営方針
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４.環境管理組織体制

資材倉庫管理者

野村 剛

環境事務局

池田 緑

事業部

井上 博元

工事部

竹内 譲

事務部

竹内 綾

EA21

推進委員会

代表取締役

竹内 康高

環境管理責任者

竹内 康高

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、技能、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

・環境経営目標・環境経営計画・環境管理組織体制の承認

・代表者による全体の評価と見直し・指示を実施

・環境経営レポートの承認

・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・環境管理組織体制の確認

・環境経営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

・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

・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・環境管理組織体制の原案の作成

・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ュニケーションの窓口

・環境経営レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

・環境経営計画の審議

・環境経営活動実績の確認・評価

・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

・自部門に関連する環境経営計画の実施及び達成状況の報告

・自部門に必要な手順書の作成及び手順書による実施

・自部門の想定される事故及び緊急事態への対応のための手順書作成

・試行・訓練を実施、記録の作成

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・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

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

環境管理責任者

環境事務局

全従業員

EA21推進委員会

代表取締役

部門責任者
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(１)単年度目標 令和2年度（期間：令和2年9月　～　令和3年8月）

平成26年度 令和2年度

項目 総量・原単位 単位 基準年 目標

H26.9～H27.8 R2.9～R3.8

売上高 百万円 205 225

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 15,110 14,650

原単位 （ℓ/百万円） 74 65

　軽油使用量 総量 （ℓ） 32,934 27,500

原単位 （ℓ/百万円） 161 122

　灯油使用量 総量 （ℓ） 0 0

原単位 （ℓ/百万円） 0 0

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 6,554 5,950

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 32 26

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 124,410 107,000

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 607 476

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 53 50

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 143 130

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 68 100

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 70 48

グリーン購入 総量 （％） 77 100

環境負荷の少ない工事 件数 実績件数/総工事件数 51/51 全件

環境美化活動 総量 （回） 10 10

※１．購入電力のＣＯ2 排出係数は平成28年12月27日公表の四国電力の調整後排出係数0.669（kg－CO2/kWh）を

　　　使用した。 

※２．一般廃棄物の排出量の基準値は平成27年度を基準としている。

※３．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（％）

※４．環境負荷の少ない工事

　　○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

※５. 環境美化活動

　　〇ロードボランティア活動とする。

※６. 評価は、「○」、「△」、「×」で評価する。

５.環境経営目標
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(２)中長期目標

平成26年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

項目 総量・原単位 単位 基準年 目標 目標 目標

H26.9～H27.8 R3.9～R4.8 R4.9～R5.8 R5.9～R6.9

売上高 百万円 205 226 227 228

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 15,110 14,600 14,550 14,500

原単位 （ℓ/百万円） 74 65 64 64

　軽油使用量 総量 （ℓ） 32,934 27,000 26,500 26,000

原単位 （ℓ/百万円） 161 119 117 114

　灯油使用量 総量 （ℓ） 0 0 0 0

原単位 （ℓ/百万円） 0 0 0 0

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 6,554 5,900 5,850 5,800

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 32 26 26 25

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 124,410 106,000 105,000 104,000

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 607 469 463 456

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 53 50 50 50

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 143 125 120 115

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 68 100 100 100

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 70 48 48 48

グリーン購入 総量 （％） 77 100 100 100

環境負荷の少ない工事 件数 実績件数/総工事件数 51/51 全件 全件 全件

環境美化活動 総量 （回） 10 10 10 10
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令和2年度 （期 間 ： 令和2年9月　～　令和3年8月）

SDGｓ 対象期間 部　門 責任者

9月～8月

交換対象のみ

6月～9月

9月～8月 事務所 竹内　綾

9月～8月 事務所 池田　緑

9月～8月

10月～11月

○ 夏場ゴーヤ等を植えて日照の軽減

○ 空調温度の適温化(冷房28度、暖房20度）を徹底する

○ カーボンオフセットの実施（J-VER）

○ 創意工夫を積極的に取り入れる

○ 両面印刷を行う

○ 建設機械の作業を停止するときはエンジンを停止する

○ こまめな節水を心がける(節水ごまの設置・漏水点検)

○ 帳票見直しによる印刷物の削減

○ 使用済み封筒の再利用

○ ＦＡＸは、必要なものだけ印刷する

○ 分別の徹底

○ タイヤの空気圧のチェックを行う

○ 不要なアイドリングは行わない

○ 乗り合せで現場に移動する

項目

燃料使用量削減 9月～8月 現　場 竹内　譲

ＣＯ2排出量削減

電力使用量削減 事務所 竹内　綾

活   動   内  容

○ 効率的なルートで移動する

○ 事務所の照明をLEDに交換する

　用水使用量削減
（排水量削減）

竹内　譲

○ 産業廃棄物はできるだけ、再資源化委託業者に委託
処理する

○ 作業ミスによる廃棄量の削減

○ 素材別ボックスの設置

　廃棄物削減

産業廃棄物 9月～8月 現　場

○ シュレッダー廃紙のリサイクル化

一般廃棄物 9月～8月 事務所 竹内　綾

　グリーン購入

　環境負荷の少ない工事実施 9月～8月 現　場 竹内　譲

○ 資材購入に当たっては、設計図書から適切な量を割り
出し、残余量がないように手配する

○ 型枠，工事看板への間伐材の使用

○ 排出ガス規制型機械を使用する

○ 事務用品のグリーンマーク・エコマーク商品の購入を推
進する

○ 環境負荷の少ない材料の使用（バーク材・県産材等）

　環境保全活動の実施

9月～8月 事務所 竹内　康高

事務所 池田　緑
○ マイバッグキャンペーンへの参加

○ 交通エコポイント活用社会還元事業

○ ウォームビズ四国、クールビズ四国キャンペーンへの
参加

○ ロードボランティア活動を実施する

○ 会社周辺の清掃活動を行う

６.環境経営計画

-8-



環境経営目標の実績

（１）本年度実績 令和2年度（期間：令和2年9月　～　令和3年8月）

平成26年度 令和2年度 令和2年度 実績値／目標値 評価

項　目 総量・原単位 単位 基準年 目標 実績 （％）

Ｈ26.9～Ｈ27.8 Ｒ2.9～Ｒ3.8 R2.9～R3.8

売上高 百万円 205 225 233 104% ○

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 15,110 14,650 17,961 123% ×

原単位 （ℓ/百万円） 74 65 77 118% ×

　軽油使用量 総量 （ℓ） 32,934 27,500 38,666 141% ×

原単位 （ℓ/百万円） 161 122 166 136% ×

　灯油使用量 総量 （ℓ） 0 0 20 未達成 ×

原単位 （ℓ/百万円） 0 0 0.1 未達成 ×

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 6,554 5,950 6,025 101% △

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 32 26 26 100% ○

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 124,410 107,000 145,507 136% ×

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 607 476 624 131% ×

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 53 50 58 116% ×

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 143 130 72 55% 〇

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 68 100 54 54% ×

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 70 48 86 179% ×

グリーン購入量 総量 （％） 77 100 88 88% ×

環境負荷の少ない工事 件数 実績件数/総工事件数 51/51 全件 20/20 100% ○

環境美化活動 総量 （回） 10 10 10 100% ○

※１．購入電力のＣＯ2 排出係数は平成28年12月27日公表の四国電力の調整後排出係数0.669（kg－CO2/kWh）を使用した。

※２．一般廃棄物の排出量の基準値は平成27年度を基準としている。

※３．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（％）

※４．環境負荷の少ない工事

　　○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

※５．環境美化活動

　　〇ロードボランティア活動とする。

※６．評価は、「○」、「△」、「×」で評価する。

＜環境経営目標未達成等理由＞

７.環境経営目標の実績

●今期はガソリン使用量、軽油使用量共に目標を大幅に上回り未達成となった。未達成の要因は大型の特殊機械を使う現場での軽油使用量が増

加したことに加え、遠方の現場のためガソリンの使用量が増加したことにある。そのためCO2排出量についても目標達成できなかった。

●灯油は冬季の現場事務所で使用したため目標達成に至らなかった。

●産業廃棄物排出量は今期は目標達成できたが再資源化率はがれき類が多かったため目標には届かなかった。 引き続き目標達成に努める。

●用水使用量は倉庫のトイレの手洗い箇所の漏水があり使用量が増加したため目標達成できなかった。漏水については修理が完了している。

●一般廃棄物排出量は年末の大掃除で発生したゴミが多く目標達成に至らなかった。

●グリーン購入は単発で購入したコロナ対策用品がグリーンマーク対象外であったため未達成となった。
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(２)過去の実績

平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度

項　目 総量・原単位 単位 基準年 実績 実績 実績 実績

Ｈ26.9～Ｈ27.8 Ｈ28.9～H29.8 Ｈ29.9～H30.8 Ｈ30.9～R1.8 R1.9～R2.8

売上高 百万円 205 272 200 224 228

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 15,110 18,735 17,473 15,420 15,369

原単位 （ℓ/百万円） 74 69 87 69 67

　軽油使用量 総量 （ℓ） 32,934 36,843 9,393 24,285 27,135

原単位 （ℓ/百万円） 161 136 47 108 119

　灯油使用量 総量 （ℓ） 0 0 0 39 20

原単位 （ℓ/百万円） 0 0 0 0.2 0.1

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 6,554 6,566 6,537 5,923 5,608

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 32 24 33 26 25

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 124,410 142,913 69,145 102,491 109,466

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 607 526 345 457 479

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 53 63 73 57 67

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 143 138 360 141 183

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 68 23 92 69 77

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 70 77 49 59 66

グリーン購入 総量 （％） 77 73 87 82 85

環境負荷の少ない工事 件数 実績件数/総工事件数 51/51 40/40 34/34 41/41 28/28

環境美化活動 総量 （回） 10 10 10 10 10
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　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）

平成28年度 18,735 36,843 0 平成28年度 69 136 0

平成29年度 17,473 9,393 0 平成29年度 87 47 0

平成30年度 15,420 24,285 39 平成30年度 69 108 0.2

令和1年度 15,369 27,135 20 令和1年度 67 119 0.1

令和2年度 17,961 38,666 20 令和2年度 77 166 0.1

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）

平成28年度 6,566 平成28年度 24

平成29年度 6,537 平成29年度 33

平成30年度 5,923 平成30年度 26

令和1年度 5,608 令和1年度 25

令和2年度 6,025 令和2年度 26
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ＣＯ2 排出量（総量：ｋｇ－ＣＯ2） ＣＯ2 排出量（原単位：ｋｇ－ＣＯ2/百万円）

ＣＯ2 排出量 ＣＯ2 排出量

（ｋｇ－ＣＯ2 ）
（ｋｇ－ＣＯ2/百万

円）

平成28年度 142,913 平成28年度 526

平成29年度 69,145 平成29年度 345

平成30年度 102,491 平成30年度 457

令和1年度 109,466 令和1年度 479

令和2年度 145,507 令和2年度 624

廃棄物排出量（総量：一般廃棄物、産業廃棄物） 産業廃棄物再資源化率（％）

単位：一般廃棄物　ｋｇ／年

単位：産業廃棄物　ｔ／年

一般廃棄物 産業廃棄物

ｋｇ／年 ｔ／年

平成28年度 63 138 平成28年度 23

平成29年度 73 360 平成29年度 92

平成30年度 57 141 平成30年度 69

令和1年度 67 183 令和1年度 77

令和2年度 58 72 令和2年度 54
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用水使用量(総量：ｍ3） グリーン購入（％）

用水使用量 グリーン購入

（ｍ3 ） （％）

平成28年度 77 平成28年度 73

平成29年度 49 平成29年度 87

平成30年度 59 平成30年度 82

令和1年度 66 令和1年度 85

令和2年度 86 令和2年度 88
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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

●急発進・急加速・急停止の禁止

のシールを貼付、燃料使用量削減の啓発を行っています。　

　　　　　車内の表示

●吹付機のエコモード運転の徹底

令和元年６月に全ての機械に「エコモード運転の徹底」のシール

を貼付、燃料使用量削減の啓発を行っています。　

　　　　　車内の表示

●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。　

　　　車の相乗りの写真

（２）電力使用量削減

●本社事務所１階　ＬＥＤ照明設置

　（令和3年4月設置）

本社事務所の照明のLED化が全ての箇所において完了しました。

●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

努めています。
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●本社事務所南側に緑のカーテン設置

　（令和3年7月設置）

本社事務所南側に緑のカーテンを設置し、冷房負荷の削減

に努めています。

　２．用水使用量の削減

●節水シール貼付

　（平成24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

図っています。

　　　節水シール貼付の写真

　３．廃棄物の削減

（１）一般廃棄物の削減

●不要紙ごみの分別の徹底

　（分別箱：平成25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

　　　紙ごみの分別箱の写真 行っています。

　

●コピー用紙の裏紙使用、両面コピー

ミスコピー用紙は、裏紙として使用しています。

又、可能な限り両面コピーをするよう心掛けています。

　　　　裏紙使用の写真

●ＦＡＸはコピー機の画面で操作

　ＦＡＸ可能なプリンター写真 　（新型ＦＡＸ：平成28年6月設置）

受信したＦＡＸはコピー機の画面で確認し、必要なものだけ

を印刷しています。
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（２）産業廃棄物

●産業廃棄物分別の徹底

　（分別置場：令和3年7月設置）

工事名称：国道195号　防災・安全交付金工事

　　　産業廃棄物分別の写真 工事期間：令和3年5月～令和3年12月

工事場所：高知県香美市物部町別府

現場事務所のごみは分別し、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：ファイル類、

　　　　　シャープペン、プリンタインク、テプラテープ等

　５．環境負荷の少ない工事実施

●低騒音、排出ガス対策型重機の使用

工事名称：国道195号　防災・安全交付金工事

工事期間：令和3年5月～令和3年12月

　　　工事中の重機の写真 工事場所：高知県香美市物部町別府

（低騒音、排ガス対策シール） 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。

●工事看板への高知県産間伐材の使用

工事名称：国道195号　防災・安全交付金工事

　　　　工事看板の写真 工事期間：令和3年5月～令和3年12月

　　（県産材、間伐材等） 工事場所：高知県香美市物部町別府

工事看板には、高知県産間伐材を使用し、環境負荷低減に

努めました。

　６．環境美化活動

●ロードボランティア活動

会社周辺及び県道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１０回実施）
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令和2年度 （期間 ： 令和2年9月　～　令和3年8月）

SDGs

見直しの必要はなし

○ マイバッグキャンペーンへの参加

※毎月の取組状況については、社内会議において確認・評価しています。

対象工事を受注でき
るよう努力する

　

○ 効率的なルートで移動する

○ 不要なアイドリングは行わない

○ 乗り合せで現場に移動する

○ タイヤの空気圧のチェックを行う

施工計画の段階での
取組ができた

各項目について取組
できた

 各項目について取
組できた

 日々意識して活動
ができている。

各項目について取組
できた

取組による成果が出
ているので、今後も
継続すること

廃棄物削減

産業廃棄物

一般廃棄物

環境保全活動の実施

燃料使用量削減

電力使用量削減

ＣＯ2排出量削減

グリーン購入

環境負荷の少ない工事実施

用水使用量削減
（排水量削減）

○ 排出ガス規制型機械を使用する

○ 建設機械の作業を停止するときはエンジンを停止する

○ 環境負荷の少ない材料の使用（バーク材・県産材等）

○ 型枠，工事看板への間伐材の使用

○ 資材購入に当たっては、設計図書から適切な量を割り出し、
残余量がないように手配する

○ ウォームビズ四国、クールビズ四国キャンペーンへの参加

○ カーボンオフセット(J-VER)の実施

○ ロードボランティア活動を実施する

○ 会社周辺の清掃活動を行う

軽油使用量の削減が
できたので、今後も
継続して活動してい
くこと

○ 創意工夫を積極的に取り入れる

節水については意識し
てできたが、漏水点検
ができなかった

○ 産業廃棄物はできるだけ、再資源化委託業者に委託処理す
る

取組できた

○ 帳票見直しによる印刷物の削減

実施できているので
今後も継続すること

今後も削減に向けて
努力すること

○ 作業ミスによる廃棄量の削減

○ こまめな節水を心がける（節水ゴマの設置・漏水点検）
毎月の使用量と漏水の
チェックを行うことが
必要

見直しの必要はなし

 見直しの必要はな
し

見直しの必要はなし

取組結果活   動   内  容

各自が意識して活動
できた

 見直しの必要はな
し

事務所のLED化は本
年度で完了した。そ
の他の項目は見直し
の必要なし

○ 空調温度の適温化(冷房28度、暖房20度）を徹底する

○ 事務所の照明をLEDに交換する

○ 夏場ゴーヤ等を植えて日照の軽減

○ 事務用品のグリーンマーク・エコマーク商品の購入を推進す
る

○ 素材別ボックスの設置

○ 分別の徹底

○ シュレッダー廃紙のリサイクル化

見直しの必要はない
が再資源化率100％
目指して努力するこ
と

マイバックキャン
ペーンは終了した
が、引き続き活動は
継続していく

項目

取組の成果は出ている
ので、今後も継続する

今期は対象工事がな
く取組ができなかっ
た

リサイクル化の取組が
できなかった

適正に処理を行い、
各項目についての取
組ができた

各項目について
取組できた

意識して取組できた

○ 交通エコポイント活用社会還元事業

○ 両面印刷を行う

○ 使用済み封筒の再利用

○ ＦＡＸは、必要なものだけ印刷する

各項目について取組
できた

見直し評価

８. 環境経営計画の取組結果とその評価
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令和3年度 （期 間 ： 令和3年9月 ～ 令和4年8月）

SDGｓ 対象期間 部　門 責任者

9月～8月

6月～9月

9月～8月 事務所 池田　緑

事務所 竹内　綾

竹内　綾
○ 夏場ゴーヤ等を植えて日照の軽減

項目 活   動   内  容

ＣＯ2排出量削減

燃料使用量削減

○ 効率的なルートで移動する

9月～8月 現　場 竹内　譲
○ 不要なアイドリングは行わない

○ 乗り合せで現場に移動する

○ タイヤの空気圧のチェックを行う

電力使用量削減

○ 空調温度の適温化(冷房28度、暖房20度）を徹底する
事務所

○ 漏水点検を定期的に行う

廃棄物削減

産業廃棄物

○ 素材別ボックスの設置

○ シュレッダー廃紙のリサイクル化

○ 帳票見直しによる印刷物の削減

○ 両面印刷を行う

○ 使用済み封筒の再利用

現　場

用水使用量削減
（排水量削減）

○ こまめな節水を心がける（節水ゴマの設置）
9月～8月

竹内　譲○ 作業ミスによる廃棄量の削減

○ 産業廃棄物はできるだけ、再資源化委託業者に委託
処理する

一般廃棄物

○ 分別の徹底

9月～8月 事務所 竹内　綾

9月～8月

○ ＦＡＸは、必要なものだけ印刷する。

グリーン購入
○ 事務用品のグリーンマーク・エコマーク商品の購入を推
進する

環境負荷の少ない工事実施

○ 排出ガス規制型機械を使用する

9月～8月 現　場 竹内　譲

○ 建設機械の作業を停止するときはエンジンを停止する

○ 環境負荷の少ない材料の使用（バーク材，県産材）

○ 型枠，工事看板への間伐材の使用

○ 資材購入に当たっては、設計図書から適切な量を割り
出し、残余量がないように手配する

○ 創意工夫を積極的に取り入れる

○ カーボンオフセット（J-VER）の実施

池田　緑
○ 買い物時にはマイバッグを持参する

環境保全活動の実施

○ ロードボランティア活動を実施する

9月～8月 事務所 竹内　康高○ 会社周辺の清掃活動を行う

○ 交通エコポイント活用社会還元事業

○ ウォームビズ四国、クールビズ四国キャンペーンへの
参加

事務所9月～8月

9.次年度の環境経営計画
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　（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

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

　において適正に処理

第12条 ・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 廃棄物排出時

第12条の三 7項 ・マニフェスト交付状況報告書の作成及び

　高知県知事への提出

・保管場所の表示　　見易い箇所に

　表示板を設置（横60ｃｍ以上×横60ｃｍ以上）

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）

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、

　木材等の減量化及びリサイクル

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

道路法 第32条 ・道路占用許可申請書

道路交通法 第77条，第78条 ・道路使用許可申請書

消防法 第10条 ・指定数量以上の危険物貯蔵の消防長への許可

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　　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

（指定数量の1/5以上指定数量未満の危険物貯蔵）

フロン排出抑制法 第19条 ・事業者によるフロン類の漏洩量等の報告

1,000 CO2-t/年以上、事業所所管大臣への報告 年１回

・定期点検の実施

第一種特定製品（業務用冷凍空調器)：7.5ＫW以下 4回以上/年

エアコン：7.5kW以上50kW未満 １回以上/3年

エアコン：50kW以上 １回以上/年

業務用冷蔵・冷凍機 ：7.5kW以上 １回以上/年

グリーン購入法 第5条 ・物品の購入時には出来る限り環境物品等を購入する

　

高知県環境基本条例 第6条，第7条 ・基本理念に則り、事業活動及び日常生活に伴う環境

　への負荷の低減に努める。

・公害防止、自然環境保全、廃棄物の適正処理

第4条，第5条 ・ごみの適正処理を実施する

　（２）環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

令和2年9月1日～令和3年8月31日までの間、環境関連法規への違反、訴訟はありませんでした。また、外部からの苦情・要望もありません

でした。過去3年間においても環境関連法規への違反、訴訟、外部からの苦情・要望はありませんでした。

　

竹内　康高

施工管理担当者

　
施工管理担当者

及び
竹内　康高

1回/年・10月 竹内　譲

1回/年・10月

法規名 適用条項 具体的内容

1回/年
毎年6月末

廃棄の処理及び清掃
に関する法律

担当者

1回/年・10月

規則第8条
十三

香南市　廃棄物の処理及
び清掃に関する条例

現場責任者 遵守

R3.10.31

R3.10.31

R3.10.31

随時・10月 竹内　綾

池田　緑

竹内　康高1回/年・10月

1回/年・10月

遵守

遵守

遵守

R3.10.31

確認日

R3.10.31

R3.10.31

R3.10.31

遵守状況

遵守

遵守

遵守

遵守 R3.10.31

1回/年・10月

1回/年・10月

施工管理担当者 遵守 R3.10.31

R3.10.31

R3.10.31

R3.10.31施工管理担当者

遵守
施工管理担当者

及び
竹内　康高

遵守

遵守
施工管理担当者

及び
竹内　康高

R3.10.31

1回/年・10月

R3.10.31池田　緑 遵守

資源の有効な利用の促進
に関する法律
(資源有効利用促進法)

建設工事に係る資材の再
資源化等に関する法律
(建設リサイクル法)

1回/年・10月 施工管理担当者 遵守

1回/年・10月

必要時

必要時

現場責任者 遵守 R3.10.31

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
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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 □有 ■無

　・遵守できている

②問題点の是正処置及び予防処置の状況

　・令和2年9月1日より令和3年8月31日の間問題はありませんでした。

③前回までの代表者の指示事項への対応

　・特になし

④エネルギーについて、月間実績値が年間平均値を3割超えた理由を報告

　a 電力(倉庫)→ボーリング機械の修理及び試運転のため

　ｂ 電力(事務所低圧)→夏季のエアコンの稼働のため

　ｃ ガソリン→遠方の現場及び遠方への営業活動のため

  d 軽油→集水井工における排水のためのポンプを24時間稼働したため

＜改善提案＞

　・特になし

【目標・環境経営計画の達成状況】 【環境経営目標・環境経営計画】

目標値 経営計画 ■有 □無

達成状況 達成状況

CO2排出量 × ◎

軽油使用量 × ◎

ガソリン使用量 × ○

電力使用量 △ ◎

灯油使用量 × △

一般廃棄物排出量 × ○

産業廃棄物排出量 ○ ○ 【実施体制】

産業廃棄物再資源化率 × ○ □有 ■無

環境負荷の少ない工事 ○ ◎

用水使用量削減 × ○

グリーン購入量 × ○

社会貢献活動 ○ ◎

目標値達成状況　

活動計画達成状況

＜改善提案＞

・特になし

【周囲の変化の状況】

①外部コミュニケーション記録より

②環境関連法規制等の動向他

　・令和3年10月31日に確認

＜改善提案＞

　・特になし

代表者が自ら得た情報

　・特になし

　　ませんでした。

ごみの分別・再利用はできているが削減が必要。

目標項目 コメント

引き続き活動を継続する。

エコドライブの推進と乗り合わせでの移動を徹底す
る。

今期は例年に比べて軽油とガソリンの使用量が増
大したためCO２排出量も目標を上回った。

　・令和2年9月1日より令和3年8月31日の間、外部からの苦情・要望等はあり

今後も目標値に近づけるよう努力する。

よくできた◎　まあまあできた〇　 あまりできなかった△　全くできなかった×

目標には僅か届かなかったが、取組の結果は表れ
ている。

達成〇　不十分△　未達成×　

環境に配慮した機械の使用の継続を徹底する。

今期は目標達成となった。引き続き削減に努める。

引き続き活動を継続する。

・目標達成は工事内容や工事場所などにより左右される
が、各現場では作業の効率化を進め、工期短縮に繋げ
て環境への負荷の軽減を図ること。
併せて現場での燃料ロスを無くすなど全社員一丸となっ
て目標達成できるよう事業活動に努める。

毎月の使用量をチェックし、引き続き節水に努める。

今後もエコマーク商品の積極的購入を行うこと。

毎年目標達成できている。今後も継続していく。

変更の必要性：

・現在の実施体制は有効に機能していると思われるので
変更の必要性はありません。

作成年月日

変更の必要性：

変更の必要性：

【総括】

・環境経営方針に沿ってその取組がなされているので変
更の必要性はありません。

・今期は12項目の内目標未達成の項目が8項目に上っ
た。　未達成の要因としては、大型の特殊機械を使用す
る工種を受注したことにある。次年度は目標値の設定の
見直しも考慮して活動することとする。

・事務所のLED化は今期で完了したので次年度の経営
計画から削除する。

令和3年11月10日

11. 代表者による全体の評価と見直し・指示の結果

代表者
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１．環境団体への支援

実施年月 ＣＯ２削減量

平成25年5月

～

令和2年6月

令和3年6月 10ｔC02

２．キャンペーンへの参加

実施内容

環境の杜こうち
交通エコポイント活用社会還元事業

高知県森と緑の会 令和3年10月

毎年10ｔC02

(累計80ｔC02)

交通エコポイント活用社会還元事業

期間：令和2年11月から令和3年3月 期間：令和3年度 期間：令和2年10月～令和2年11月

①ウォームビズ四国 ②ウォームビズ四国、クールビズ四国 ③マイバッグキャンペーン

12.その他の取組

-21-



3．宣言・認証

４.その他

●エコアクション２１中央事務局より感謝状を頂きました。

①おらんくのストップ温暖化宣言 ②「高知家」健康企業宣言証 ③高知県ワークライフバランス推進企業認定
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