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■事業所名 株式会社　岸之上工務店

■代表者氏名 代表取締役社長　岸之上　憲一

■所在地

本社： 高知県高知市西秦泉寺435番地1

松山営業所： 愛媛県松山市朝生田町3丁目4番6号

倉庫： 高知県高知市北金田町10番17号

■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： 企画推進部　田部　佐織

連絡先担当者： 企画推進部　田部　佐織

連絡先： ＴＥＬ　  088-822-2222

ＦＡＸ　  088-822-5833

Ｅ-mail　 kis02@kishinoue.co.jp

■事業活動

建設業許可： 国土交通大臣許可

　許可番号： (特-30)第22876号

　許可年月日： 平成30年12月3日

　建設業の種類： 建築工事業、土木工事業、鋼構造物工事業、とび・土工工事業

■事業規模

設立年月日： 昭和30年3月30日

資本金： 81,000 千円

本社 松山営業所

売上高（千円） 947,055 9,816

従業員数（名） 60 1

事業所敷地面積（㎡） 994 -

事業所延床面積（㎡） 1,686 64.59

対象期間：令和3年10月1日～令和4年9月30日

■会計年度 10月　　～　　9月

1. 組織の概要



■対象範囲（認証・登録範囲）

　　株式会社　岸之上工務店　　全社（全社員・全活動）

本社： 高知県高知市西秦泉寺435番地1

松山営業所： 愛媛県松山市朝生田町3丁目4番6号

倉庫： 高知県高知市北金田町10番17号

■レポートの対象期間 令和3年10月～令和4年9月

■環境経営レポート発行日 令和4年12月1日

　　次回レポート発行日 令和5年12月1日

■作成責任者 環境管理責任者　　企画推進部　田部　佐織

2. レポートの対象期間及び発行日



株式会社　岸之上工務店

代表取締役社長 岸之上　憲一

3.環境経営方針

環境経営方針

■　環境理念

　株式会社岸之上工務店は、建設業を通じエコ社会の実現に向け、日々の事業活動が環境に及ぼす影響につ

いて考え、社員一丸となって環境への負荷の低減に努め社会に貢献すると共に、環境への配慮に積極的に取り

組んでいきます。

■　基本方針

１．環境関連の法律、条令等を遵守し環境保全に誠実に努めます。

２．環境目標を設定し、定期的な見直しを行い、環境経営活動の継続的な改善に努めることを誓約します。

３．環境への負荷を低減すると共に経費削減に向けて以下の活動を行ないます。

　

　１）一般廃棄物・産業廃棄物の４R（削減、再使用、再資源化、発生抑制 ）の推進

　２）節水意識の向上

　３）空調・照明等の電力使用量削減によるCO２排出量の削減

　

４．環境経営方針を全従業員に周知徹底し、環境保全に関する意識の向上に努め、人材育成のために社員

一人一人の人間性の涵養を図ります。

5．環境経営レポート等環境情報について広く外部に公表し、CSR意識の向上に努めます。

令和3年2月22日



代表者

岸之上　憲一

環境事務局

環境管理責任者 植村　英亮

田部　佐織

総務部 建築部 松山営業所

植村　英亮 西岡　光晴 清家　新二

田井　丈士

前田　一視

宮﨑　有矢

宇都宮　誠一

西田　快

谷　将司

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

・代表者による全体評価と見直し実施

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境経営目標、環境経営計画を承認

・環境経営計画 の取組結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの承認

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、環境経営計画原案の作成

・環境経営計画の実績集計

・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

4. 環境管理組織体制

役割・責任・権限

西岡　光晴・田井　丈士・田部　佐織・前田　一視

宮﨑　有矢・宇都宮　誠一・西田　快・谷　将司

ＥＡ21委員会



　　　　　　　作成日：令和4年11月1日

単年度及び中長期目標 　　　　　　　作成者：田部　佐織

※基準年完工高 6,539 百万円

※当年度完工高 9,568 百万円

基準年 基準比率

単位 （基準値） （完工高比率）

CO２排出量 kg-CO２ 154,647 23.650 1% 削減 23.414 2% 削減 23.177 3% 削減 22.941

燃料使用量 ℓ 6,944 1.062 0.5% 削減 1.057 1% 削減 1.051 1.5% 削減 1.046

電力使用量 kWh 240,213 36.735 1% 削減 36.368 2% 削減 36.000 3% 削減 35.633

用水使用量 ㎥ 8,457 1.293 0.5% 削減 1.287 1% 削減 1.280 1.5% 削減 1.274

一般廃棄物

排出量
kg 950 0.145 0.5% 削減 0.144 1% 削減 0.144 1.5% 削減 0.143

産業廃棄物

排出量(※)
ton 2,728 0.417 0.5% 削減 0.415 1% 削減 0.413 1.5% 削減 0.411

産業廃棄物

再資源化率
％ 94.1% - - - -

化学物質の管理 件 全件 - - - -

環境配慮工事 件 全件 - - - -

社会貢献活動 回 ５回 - - - -

件 全件 - - - -

※産業廃棄物排出量は解体工事・建設汚泥を除いた値

四国電力のCO2排出係数（2022年度：0.574kg-CO2/kWh）

建設現場等のガソリンのCO2排出係数　＝使用量×0.0671kg(CO2)×34.6(MJ-I)

建設現場等の灯油のCO2排出係数　　　＝使用量×0.0679kg(CO2)×36.7(MJ-I)

建設現場等の軽油のCO2排出係数　　　＝使用量×0.0686kg(CO2)×37.7(MJ-I)

削減率は対基準年比率比とする。

５回 ５回 ５回

全件 全件 全件

全件 全件 全件

全件 全件 全件

目標

目標

完工高比率 目標

目標

完工高比率2019.10-2020.9

94％以上 94％以上 94％以上

5.環境経営目標

68期 69期 70期

項目

2021.10～2022.9 2022.10～2023.9 2023.10～2024.9

目標

目標

完工高比率



■期間：令和3年10月～令和4年9月

担当者 取組結果 評価と次年度の取組

廃棄物削減 ○排出物の分別を行う。 植村
リサイクル可能な紙類をリ

サイクル室で分別した。

前期に引き続き、紙類のリサイクルは十分実施でき

た。確実な分別により、今期の一般廃棄物の目標

は達成できた為、来期も分別に取り組みたい。

植村

A3サイズのものは2分の1

に裁断し、再利用した。
ミスコピー紙を複合機の手差し部分に置き、社内文

書はプリントアウト時手差しを設定することが浸透し

た。

○可能な限り廃棄物の分別を行う。 西岡

協力業者様への声がけ、

若手社員への教育を行っ

た。

まだ社員の意識付けが十分ではないので、もっと社

員の意識付けの徹底に取り組む。排出業者の単価

を調べて分別によるｺｽﾄ削減に繋げる。更に若手社

員をEA委員会に入れる。

西岡

着工前・着工後にチェック

シートの提出を呼び掛け

た。

取り組みを始めて4年目となり、EA委員の現場以

外でも意識して取り組んでいることが結果に表れて

いると思う。そろそろ削減目標は限界値に近づいて

いるため、評価方法の検討が必要。

田井

資材の種類や量の把握の為

継続した倉庫の整理を行っ

た。社員の個人棚の増設工

事も行った。

倉庫の個人用棚は社員の入替等もあり配置換え

や見直しをする必要があると思います。

田井

特に仮設材の発注の際には

現在稼働している現場の進

捗を確認、再利用に努め

た。

外部足場の木製巾木や社名入りの看板シートなど

転用の出来る資材の在庫管理を今一度行い、見

える化する必要があると感じた。

水使用量削減 ○節水の掲示をする。 田井

現場及び事務所内の給

水栓付近に節水への呼

びかけを掲示した。

現在の取組を継続し、掲示しなくても取組むよ

うにする。

○仮設水道の出しっ放しを防止する。 田井
節水の掲示と共に、声が

けを行った。

現在の取組を継続し、給水栓の取替え等の

際には節水ﾀｲﾌﾟを採用していく。

ＣＯ2 排出量削減
燃料使用量

削減
植村

目的地までのルートや渋滞

情報など事前にしっかり確認

し、無駄な運転は極力避け

るよう促した。

エコドライブだけでなく、僅かな駐停車中であってもエ

ンジンを止めるなど、アイドリングストップも心がけるよ

う意識付けしていく。

○昼休み・不在時の消灯に努める。 植村

各部署で継続的な取り

組みが日々見受けられて

いる。

取組の継続かつ、PCについては長時間の離席や外

出時にはシャットダウンするなど、待機電力の削減に

も努めていく。

○仮設照明のLED使用を推奨する。 西岡

今期も岸之上親和会より、

仮設照明用のLED照明等

の寄贈を受けた為、LED使

用促進に繋がった。

仮設照明の100％LED化を目指して取り組み会

社の備品もLED照明が増えた。会社の備品だから

ではなく返却時に次の者が使いやすい様に整理、

清掃して返す。

○空調温度を冷房28度、暖房20度とする。田部

冷暖房は最初に設定温度を

低め・高めに設定し、効きを

実感してから適正温度に変

更した。

2021年9月に本社屋上に太陽光パネルを設置。

前期と比較すると、使用量で37％削減、使用料

金は8.9％の削減となった。コロナ感染防止対策と

して、換気も行いながらエアコンを使用する状態が

続くが、適正な温度設定を心がける。

SDSについて勉強会を開催

した。

新入社員を含め、勉強会を開催した。準備した資

料を網羅することはできなかったが、SDSについて正

しい認識をもつ良い機会となった。

環境配慮工事チェックシート

を活用し、実施チェックを行っ

た。

今期竣工の23現場は全て☑があり、環境配慮工

事実施を確認できた。来期も継続していく。

環境保全の意識の向上 〇環境経営方針を掲示する。 田部
現場訪問した際に、掲示を

確認した。

当社のエコアクションの取り組みについての周知を継

続して行う。

田部

本社で行う新入社員研修で

当社のエコアクションへの取り

組みについて説明した。

建設業が環境に及ぼす影響について理解すると共

に、ひとりひとりができることから始めることが大切だと

認識してくれた。これから現場に配属された際に活

動と行動がリンクするよう、コミュニケーションを継続し

てとっていきたい。

社会貢献活動 植村

毎朝の清掃時間を活用し、

周辺の清掃を行った。また清

掃ボランティア活動に年間5

回参加している。

どちらも取り組みとして定着しているため、引き

続き継続する。

○現場周辺の清掃 田井

週一回の一斉清掃の実

施時に周辺の道路や水

路の清掃も行った。

継続して行っていく。

また、実施状況の確認も行っていきたい。

6.環境経営計画・取り組み結果と次年度の取り組み内容

活動内容

電力使用量

削減

項目

一般廃棄物

(本社)

化学物質の管理

○ミスコピー用紙の再利用・コピーの両面

印刷を行う。

〇環境配慮工事チェックシートで設定され

た廃棄物削減目標を周知・意識する。

〇SDSの確認・勉強会の開催

〇アスベスト処理に関する計画書作成

〇濃度測定の実施 各現場

担当

〇新入社員研修時にエコアクションの取り

組みについて説明する。

○会社周辺の清掃・地域の清掃ボラン

ティアに参加する

産業廃棄物

(現場)

〇F☆☆☆☆の使用

〇環境配慮工事チェクシートの提出

〇備品等、倉庫の在庫もこまめにチェック

し使用できるものは在庫から使用する。

○工事計画を綿密に行うことにより、余分

な購入材料の発生を防ぐ。

○社用車のアイドリングストップ・エコドライ

ブを心掛ける。

環境配慮工事の実施



　　　　　　　　　　作成日：令和4年9月30日

　　　　　　　　　　作成者：植村　英亮

■期間：令和4年10月～令和5年9月 　　　　　　　　　　承認者：田部　佐織

担当者

廃棄物削減 ○排出物の分別を行う 植村

植村

○可能な限り廃棄物の分別を行う 西岡

西岡

宮﨑

田井

水使用量削減 ○節水の掲示をする 田井

○仮設水道の出しっ放しを防止する 田井

ＣＯ2 排出量削減 燃料使用量削減 植村

○昼休み・不在時の消灯に努める 植村

○仮設照明のLED使用を推奨する 西岡

○空調温度を冷房28度、暖房20度とする 田部

環境保全の意識の向上 〇環境経営方針を掲示する 田部

○安全衛生協議会でエコアクションの活動を協力会社様に広める 宇都宮

田部

社会貢献活動 植村

○現場周辺の清掃 田井

各現場

担当

〇環境配慮工事チェックシートで設定された廃棄物削減目標を周知・意識

する

環境配慮工事についての理解を深めると共に、自主的な提出を促す

〇備品等、倉庫の在庫もこまめにチェックし使用できるものは在庫から使用す

る

○毎年6月に倉庫の整理整頓、清掃を行う

○工事計画を綿密に行うことにより、余分な購入材料の発生を防ぐ

○社用車のアイドリングストップ・エコドライブを心掛ける

電力使用量削減

〇アスベスト処理に関する計画書作成

〇濃度測定の実施

環境配慮工事の実施

〇新入社員研修時にエコアクションの取り組みについて説明する

〇F☆☆☆☆の使用

〇環境配慮工事チェクシートの提出

○会社周辺の清掃・地域の清掃ボランティアに参加する

7.環境経営計画

項目 活動内容

一般廃棄物(本社)

○ミスコピー用紙の再利用・コピーの両面印刷を行う

産業廃棄物(現場)

化学物質の管理



（１）　68期：１年実績値

※基準年完工高 6,539 百万円

※当年度完工高 9,568 百万円

CO２排出量 kg-CO２ 154,625 23.647 223,996 23.411 1% 削減 165,653 17.313 135.2% 達成

燃料使用量 ℓ 6,944 1.062 10,113 1.057 0.5% 削減 7,898 0.825 128.1% 達成

電力使用量 kWh 240,213 36.735 347,969 36.368 1% 削減 255,071 26.659 136.4% 達成

水使用量 ㎥ 8,457 1.293 12,314 1.287 0.5% 削減 5,324 0.556 231.3% 達成

一般廃棄物

排出量
kg 950 0.145 1,378 0.144 0.5% 削減 1,670 0.175 82.5% 未達成

産業廃棄物

排出量※
ton 2,728 0.417 3,971 0.415 0.5% 削減 3,298 0.345 120.4% 達成

産業廃棄物

再資源化率
％ 94.1% - - - 95.0% - - 達成

化学物質の管理 件 全件 - 全件 - 18件/18件 - 100% 達成

環境配慮工事 件 全件 - 全件 - 18件/18件 - 100% 達成

四国電力のCO2排出係数（2022年度：0.574kg-CO2/kWh）

※産業廃棄物排出量は解体工事・建設汚泥を除いた値

産業廃棄物総排出量：10,040.78ｔ

8.環境経営目標の実績

項目 単位

基準年

（基準値）

基準比率

(完工高比率)

68期目標 68期実績

達成率 判定目標

使用量

目標

完工高比率 目標増減

実績

使用量

実績

完工高比率2019.10-2020.9

94％以上

-

-

ＣＯ２排出量

３年間実績推移

66期

2019.10～2020.9

67期

2020.10～2021.9

68期

2021.10～2022.9

t－CO2 135.3 145.2 165.7

完工高（百万円） 8,561 6,539 9,568

今期より、産業廃棄物排出量については、解体工事で排出されたものと建設汚泥を除いたもので評価を行った。

（解体工事の有無により、排出量が大幅に左右されるため集計方法を変更）各現場での分別や、こまめな声がけ

の効果もあり、大きく目標を達成することができた。

また、2021年9月に設置した本社屋上の太陽光発電システムにより、本社の電力購入量は前期と比較すると

15,195kWh減、購入料金としては￥121,181の削減となった。

唯一目標未達成となった一般廃棄物については、本社4Fの災害対策用品を整理する為の棚を設置するにあた

り、廃棄可能な書類などを一斉に整理したことで、まとまった量の廃棄物が出たことが原因だった。

EA委員会に加わった新たなメンバーも、各自が環境への取り組みに対して自分事として捉えられるようにな

り、委員会自体も活性化した。新メンバーの新たな視点を今後の活動に活かしていきたい。

完工高あたりのCO2排出量

（t-CO2/百万円）
0.016 0.022 0.017

環境管理責任者総括



（１）当社に適用される環境関連法規制等と現在までの遵守状況及び評価の結果

法規制等 適用条項 点検頻度 担当者 遵守状況

第3条 その都度 植村 遵守

第12条 その都度 植村 遵守

第12条の3 毎年6月30日迄 植村 遵守

騒音規制法 第14条 その都度 植村 遵守

振動規制法 第14条 その都度 植村 遵守

大気汚染防止法 第18条 その都度 谷 遵守

フロン排出抑制法 第16条
3ヵ月に

1回以上
植村 遵守

建設リサイクル法 第5条 その都度 植村 遵守

消防法
第17条

3の3
その都度 植村 遵守

建築物省エネ法 第27条 その都度 和田(晋) 遵守

第24条 その都度 植村 遵守

第32条 その都度 植村 遵守

道路交通法 第77条1 その都度 植村 遵守

高知県環境基本条例 第6条 その都度 植村 遵守

高知県清流保全条例 第2条 その都度 植村 遵守

高知市公害防止条例 第24条 その都度 植村 遵守

（２）違反、訴訟等の有無

令和3年10月～令和4年9月までの期間、環境関連法規への違反はありません。

関係当局からの環境法規等に対する違反等の指摘及び、環境関連法規違反等による訴訟はありません。

その都度 植村 遵守

道路使用許可申請

事業活動において、再生資源その他環境への負荷の低減に資する原材料、

役務等を利用するように努める

県、市町村、事業者及び県民は清流の保全が図られるように、それぞれの立

場において努める。

特定建設作業実施届出書の提出(実施しようとする日の７日前まで)

高知市環境基本条例 第5条

公害を防止し、廃棄物を適正に処理し、自然環境を適正に保全するために

必要な措置を講ずると共に、環境の保全上の支障を防止するため、事業活

動に伴う環境への負荷の低減に努める

簡易点検の実施、点検記録の作成(機器廃棄後も3年間保存)

引き取り証明書の写しを作成する

建設業者としての責務

(廃棄物の抑制、再資源化された資材の使用に努める)

消火器設置の義務、定期点検

省エネ基準を満たさない場合を含め建築主に省エネ性能を説明する

(300㎡未満の小規模住宅)

道路法

道路占用許可申請

継続して道路を使用する対象物件の許可申請

必要時 植村 遵守

特定建設作業の実施の届け出

(建設重機は、低排出ガス、低騒音の物を使用する)

特定建設作業の実施の届け出

(建設重機は、低排出ガス、低騒音の物を使用する)

特定工事に該当するか調査を行い、発注者に調査結果を書面で説明する

石綿の使用有無に関わらず事前調査結果を都道府県に報告

事前調査に関する記録を作成し、写しを現場に備え置く

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

評価日：令和4年10月1日

内容

廃棄物処理法

事業者の責務(事業活動に伴って生じた廃棄物の適正処理を行う)

事業者の処理(産業廃棄物の運搬・処分までの一連の作業を適切に行う

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付、状況報告

第12条の

10.11

多量排出事業者（年間1,000ｔ以上）の計画の都道府県知事への提

出・報告



10.代表者による全体評価と見直しの結果

別表1 産業廃棄物削減の取り組み

65期 66期 67期 68期

目標処理費用 ￥420/㎡ ￥390/㎡ ￥300/㎡ ￥280/㎡

実績 ￥247/㎡ ￥281/㎡ ￥273/㎡ ￥298/㎡

達成現場数 13/16 14/16 12/17 11/18

※目標設定以前の平均処理費用は約￥430/㎡

別表2 本社電気使用量・金額

64期 65期 66期 67期

使用量(kWh) 49,433 40,515 40,053 40,874

年間金額 ¥1,248,716 ¥1,129,385 ¥1,125,228 ¥1,114,493

※64期から2F事務所フロアはLED照明化

※66期7月に本社一部を除く全フロアLED照明化

※67期9月に本社屋上に太陽光パネル・蓄電池を設置

令和4年12月1日

産業廃棄物排出量について、解体工事での産廃と建設汚泥については除いた量で目標設定をしました。そうすることで、現場で

の削減努力が結果として見えやすくなり、今期は目標達成という喜ばしい結果となりました。

環境配慮工事チェックシートで独自の目標設定をし取り組んできた産廃削減目標は、1㎡あたりの処理費用目標￥280に対

し、結果は￥319となりました。削減の幅にも限界値が見えてきたため、今後の当社の目標(指標)としては￥300/㎡とします。

また、前期に本社屋上に太陽光発電システムを設置し本社の電気購入量は37％削減となったものの、電気料金の値上げの

影響を受け、結果的に差し引きで、8.9％の削減となりました。今期は委員会メンバーも若手社員を増員し、日常の意見交換

や活動状況など、本社と現場のコミュニケーションも活性化されました。来期は新メンバーが増員され、各現場の協力会社様に

取り組みを広げることも不可能ではなくなりました。社内だけではなく、外向きの活動展開も視野に入れたいと考えます。

また、最も大きな取り組みとして、令和5年4月より、週休二日制を導入いたします。当社が本格的に働き方改革に着手したの

は2017年です。まず、常態化していた残業削減に取り組みました。取り組み開始初年度平均48時間だった残業時間が現在

平均25.5時間まで削減できております。休日の取得に関しても、土曜日を交代で休む、振替休日取得の努力を重ね、やっとこ

の度の週休2日制導入に踏み切ることができました。また、週休2日制導入後も、協力会社様の仕事を止めることのないよう、土

曜日や祝祭日の交代勤務を取り入れます。しかし、業界全体の問題として、厳しい工期設定という問題は残っています。’’休め

ない・残業をしないといけない’’原因はまさにそこにあるのは明白ですが、2024年4月より、建設業も労働基準法の残業上限規

制の適用猶予が撤廃されます。待ったなしの状況の中、’’できない’’のではなく、’’やってみる’’に思考をシフトし、元請けである弊

社のような企業が率先して実行することで、弊社の働く環境改善はもちろん協力会社様の働く環境にも良い影響があると確信し

ています。4月導入に向けて、現在体制づくりを本格的に進めています。社員が公私ともに充実した生活を送ることで、良い仕事

ができる、そのような良いサイクルをつくり、建設業の魅力を若い方に伝え業界を志す方が増えるよう全社一丸となって努めて参り

ます。

各現場で行った具体的な取り組み事例

■毎週土曜日を一斉清掃日とし、現場内外の美化活動を行った

■新規入場者教育の際に、産廃の分別や費用負担についての説明を十分行い、協力会社様への意識付けを行った

■型枠工事において、加工前の打合せ時に施工順序や形状の変更などの要望を共有し、使用した型枠材をきれいな状態で

解体・再利用できるようにした

■木工事において、施工図の段階から綿密な打合せを重ねることで、ミスや手戻りを最小限にし、現場での加工を極力減らすこ

とで木廃材を出さない工夫を行った

■資材発注をできる限りまとめて行い、資材運搬トラックの台数を減らした

■段ボールは完全に分別し、リサイクル業者に引き取りを依頼した

■基礎掘削の土を残土処分せずに、土置き場を確保して仮置きし、基礎の埋戻し時にその土を利用した

68期

25,679

¥993,312



LED 照明の活用LED 照明の活用

掘削残土の仮置き➡埋め戻しに使用掘削残土の仮置き➡埋め戻しに使用

週 1 回現場内外の一斉清掃デー週 1 回現場内外の一斉清掃デー

設定された清掃デーに限らず、毎日の持ち場の清掃を呼びかけることで作業しやす
い環境を整え、気持ちよく仕事ができる常態が保たれています。
設定された清掃デーに限らず、毎日の持ち場の清掃を呼びかけることで作業しやす
い環境を整え、気持ちよく仕事ができる常態が保たれています。

鉄筋コンクリート造・鉄骨造・木造の異種構造の現場で、特に廃材の分別と削減に努めました。
加工前の打合せを入念に行い、ミスや手戻りを防ぎ結果的に廃材の削減にも繋がりました。

現場の声現場の声

鉄筋コンクリート造・鉄骨造・木造の異種構造の現場で、特に廃材の分別と削減に努めました。鉄筋コンクリート造・鉄骨造・木造の異種構造の現場で、特に廃材の分別と削減に努めました。
加工前の打合せを入念に行い、ミスや手戻りを防ぎ結果的に廃材の削減にも繋がりました。加工前の打合せを入念に行い、ミスや手戻りを防ぎ結果的に廃材の削減にも繋がりました。

防水性・耐久性・湾曲性に
優れ、長寿命・低消費電力
の省エネ照明器具を取り入
れました

埋め戻しに使用

防水性・耐久性・湾曲性に防水性・耐久性・湾曲性に
優れ、長寿命・低消費電力
の省エネ照明器具を取り入
れましたれました


