
発行日 ： 令和３年12月1日

株式会社　亀井組

エコアクション21

環境経営レポート

～人に優しい　地球に優しい　地球に優しい環境づくり～

期間　令和2年10月1日～令和3年9月30日



　　株式会社亀井組は、１００年後の世代や地域に誇れる社会を目指し、地球環境にやさしい活動を行う。

　　本業である総合建設業を通じて、地球温暖化問題への取組みや地域の活動に自主的に積極的に

　　取り組みます。

１．当社の事業活動 による環境への負荷を認識し、環境保全の継続的な改善を行い、社会的責任に

      努めます。

２．当社の事業活動に係わる環境影響のうち、以下の項目を環境経営重点テーマとして取り組みます。

１）二酸化炭素排出量の削減（総エネルギー使用量の削減）

２）廃棄物の削減あるいは及びリサイクルの推進

３）水使用量の削減

４）グリーン購入の推進

５）再生資源の積極的利用の推進

６）地域清掃活動等の社会貢献活動

３．事業活動に関わる環境関連法規、条例、その他の要求事項を遵守します。

上記の方針達成のために目標を設定し、環境経営計画に従って実施します。

また定期的に見直し、環境経営システムを推進し、全従業員に周知します。

代表取締役

制定日　令和１年10月01日

  環 境 経 営 方 針

基本理念

　方　 針　
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【　会社概要　】

（1）　名称及び代表者名　　　　　　

株式会社　亀井組
代表取締役　　朝野　佳伸

（2）　所在地

（3）　環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
環境管理責任者 根来　慎太郎
担当者　  管理本部　 根来　慎太郎

　TEL ： ０８８－６２５－２１００
　FAX ： ０８８－６２５－２１０２
　E-mail   info@kamei93.co.jp　　 
   URL      http://www.kamei93.co.jp

（4）　事業内容
総合建設業（特定建設業）

・ 土木工事業 ・ ほ装工事業
・ 建築工事業 ・ しゅんせつ工事業
・ 大工工事業 ・ 内装仕上工事業
・ とび・土工工事業 ・ 造園工事業
・ 石工事業 ・ 水道施設工事業
・ 屋根工事業 ・ 電気工事業
・ タイル・れんが・ブロック工事業 ・ 一級建築士事務所
・ 鋼構造物工事業 ・ 宅地建物取引業

（5）　事業の規模
　完成工事高 百万円 （ 年度）
　工事件数 件
　従業員 名
　本社延べ面積 ３９２㎡
　徳島本店延べ面積 １，０２０㎡

中山資材置き場・倉庫　面積 ３，５３４㎡

黒崎資材置き場・倉庫　面積 ２，５４２㎡
亀井組第3倉庫　面積 １６４㎡

【 認証・登録範囲 】 上記記載内容と同じ（全組織・全活動）を対象とする

2,943 2021

1,024
60

鳴門本社
徳島本店
中山資材置き場・倉庫
黒崎資材置き場・倉庫
亀井組第3倉庫

徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚１１４番地
徳島県徳島市万代町６丁目２０番２号
徳島県鳴門市撫養町木津字奥中山1277
徳島県鳴門市撫養町黒崎字清水96
徳島県鳴門市撫養町小桑島字前組
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作成日：

組織図及び役割・責任・権限令和3年7月23日

令和1年10月1日

環境管理責任者

環境事務局

・問題点の発見、是正、予防処置

・環境経営方針を理解と環境への取組の重要性を自覚

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

改訂日：

・環境経営計画の実績集計

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

環境管理責任者

徳島本店 鳴門本社

工事現場
（資材倉庫・資材置場）

建築部・土木部
（資材倉庫・資材置

場）
部署長・工事責任者

総務・営業部
部署長

全従業員

担当者 役割・責任・権限

・環境経営に関する統括責任

・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

・経営における課題とチャンスの明確化

・必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・環境経営システムの目標／環境経営計画を策定、運用する

・環境経営計画書を作成

・環境経営の取組結果を代表者へ報告

・環境管理責任者、ＥＡ２１推進事務局

・環境への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

・「環境関連法規等チェックリスト」の作成

代表者
代表取締役　朝野　佳伸

環境事務局

・環境経営計画の具体的な取組内容を実践し推進する

・各部・現場において従業員・作業員への環境教育を推進する

・環境経営方針を理解し、環境への取組の重要性を認識し実践する

・環境に関する法令の整理及び周知指導

・問題点の発見、是正、予防処置

・環境経営計画の具体的な取組内容を実践し推進する

・事務において事務員への環境教育を推進する

・環境経営方針を理解し、環境への取組の重要性を認識し実践する

・環境に関する法令の整理及び周知指導

社長
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作成者：

作成日：

更新日：
  

（１） 年度を基準として3年間に二酸化炭素排出量、電力使用量、燃料使用量、廃棄物排出量

※目標数値参考値：電力事業者二酸化炭素排出係数　令和1年度実績：四国電力＝0.411　F-Power＝0.514

１．事業所

２．現場

【★】エネルギー消費　原単位にて数値換算　実績値÷年度決算売上高

年度決算売上高 百万円

年度決算売上高 百万円

１．事業所　

２．現場

産業廃棄物の削減 トン/百万円 1.604 1.588 2.213 139.4% 1.572 1.556

電力 kg-CO2/百万円 6.046 5.986 12.285 205.2% 5.925 5.865

軽油 kg-CO2/百万円 13.193 13.061 25.695 196.7% 12.929 12.797

灯油 kg-CO2/百万円 0.361 0.357 0.249 69.6% 0.354 0.350

一般廃棄物の削減 kg/百万円 0.712 0.705 0.510 72.3% 0.698 0.691

項　　　　　　目 原単位
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

基準値 年目標 実績 達成率（％） 目　標 目　標

二酸化炭素
排出量の削

減

12.120

本社 kg-CO2/百万円 6.178 6.116 6.008 98.2% 6.054 5.992

4.172

ガソリン kg-CO2/百万円 75.304 74.551 59.653 80.0% 73.798 73.045

基準値 年目標 実績 達成率（％） 目　標 目　標

電力

本店 kg-CO2/百万円 12.495 12.370 10.628 85.9% 12.245

その他 kg-CO2/百万円 4.301 4.258 2.313 54.3% 4.215

◆原単位目標基準値： 2020 2,360

◆年度実績： 2021 2,943

項　　　　　　目 原単位
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

二酸化炭素
排出量の削

減

電力 kg-CO2 14,269 14,126 36,155

kg-CO2 31,136 30,824 75,620

255.9% 13,983 13,841

軽油

グリーン購入の推進 回 7 7 7 100.0% 7 7

社会貢献活動（清掃活動） 回 9 9 9 100.0% 9 9

項　　　　　　目 単位
2020 年度

9,846

ガソリン kg-CO2 177,717 175,940 175,559 99.8% 174,163 172,386

電力

本店 kg-CO2 29,488 29,193 31,280 107.1% 28,898

その他 kg-CO2 10,150 10,049 6,807 67.7% 9,947

（2）　グリーン購入は事務用品（ファイル）を対象とし100%とする。
（3）　再生資源の積極的利用の推進
（4）　社会貢献活動は1年間で年9回

項　　　　　　目 単位
2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度

基準値 年目標 実績 達成率（％） 目　標 目　標

　 　　 及び水使用量は毎年１%削減する。

　　【　環境経営目標と実績（事務所、現場）　】           
根来　慎太郎

　　【　環境経営目標と実績　】         令和2年10月1日

令和3年9月30日

2020

28,603

本社 kg-CO2 14,580 14,434 17,682 122.5% 14,288 14,142

1,500 90.2% 1,646 1,630

水使用量（投入量）の削減 m3 806 798 857 107.4% 790 782

一般廃棄物の削減 kg 1,680 1,663

2021 年度 2022 年度 2023 年度

基準値 年目標 実績 達成率（％） 目　標 目　標

245.3% 30,513 30,202

灯油 kg-CO2 852 843 732 86.8% 835 826

173.8% 3,710 3,672

再生資源の積極的利用
の推進（再生砕石）計画実施率

％ 100 100 100 100.0% 100 100

産業廃棄物の削減 トン 3,786 3,748 6,514

二酸化炭素
排出量の削

減

合計 kg-CO2/百万円 19.600 19.404 38.229 197.0% 19.208

二酸化炭素
排出量の削

減

合計 kg-CO2 46,256 45,794 112,507 245.7% 45,331 44,869

合計 kg-CO2/百万円 98.277 97.295

19.012

78.602 80.8% 96.312 95.329

合計 kg-CO2 231,935 229,615 231,327 100.7% 227,296 224,977
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12 3 6 9

△ △ △ △

◎ ◎ ◎ ◎

〇 〇 〇 〇

◎ ◎ ◎ ◎

〇 〇 〇 〇

◎ ◎ ◎ ◎

〇 〇 〇 〇

◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎

〇 〇 〇 〇

◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎

達成状況　　　◎十分できている　　○ほぼできている　△まだ不十分　　×できていない　

◎

　　【　主要な環境経営計画の内容　取組み結果の評価と次年度の取組み内容　】     

⑤再生資源の積極的利用 再生砕石の使用

吉岡
社員
全員

　　の推進

随時

⑥社会貢献活動 会社周辺の清掃活動（年9回実施）

吉岡
社員
全員

(年間国道３回・県道３回・市道３回）

随時

重点テーマ 具体的項目 責任者 担当者
実施状況（月・年間）

年間

①二酸化炭素排出量の削減 空調の適温化（夏28℃　冬20℃）

根来
社員
全員

△

（電力使用量、燃料使用量） 不使用場所及び昼食時の消灯 ◎

パソコン不使用時の電源ＯＦＦ 〇

エコドライブの推進・アイドリングストップ ◎

短距離の車両不使用 〇

②廃棄物排出量の削減 一般廃棄物の削減

吉岡
社員
全員

◎

　　　リサイクルの推進 産業廃棄物の削減（マニフェスト管理） 〇

③水使用量の削減 節水の徹底・節水ラベル貼付け

浜渕
社員
全員

◎

こまめな開閉作業の励行 ◎

水道使用量の集計と統計 〇

随時

6月

（事務用品ファイル・作業服）

随時④グリーン購入の推進 グリーンマーク対象商品の購入

麻生
社員
全員

評価　・　指示
※年間

・不使用時の電灯とパソコンの消灯を重
点的に心がけた。
・クールビズ、ウォームビズの実施
・今後も継続していく。
・社有車にハイブリッド化を促進、今後も
エコドライブの推進を実施

・会議資料の電子化をさらに推進し、タブ
レット等を活用、コピー用紙の削減に努め
た。
・オンライン会議を随時取り入れ、移動軽
減を指示。
・一般事業ごみ分別の指導を行った。

・節水ラベル等を貼付し、節水に心が
けた。
・今後も継続していく

・事務用品購入時、グリーン購入に取
組んだ。
・今後も継続していく。

・再生砕石の使用推進に取り組んだ。
・今後も実施していく。

・道路のアドプト清掃作業を年に実
施。
・計画通りに実施できた。
・今後も継続していく。

日程

通年

通年

通年

通年

通年

通年

通年

随時

◎

◎
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■定期見直し（事業年度終了後） □臨時見直し

【総括】

事業所の目標は、ほぼ達成しているが、現場での目標達成にはまだまだ努力・工夫が必要。

今後もより一層の工夫をして、効率的・合理的にエネルギーや廃棄物の削減に努めて下さい。

[環境経営計画・目標の達成状況]※電力・燃料・廃棄物は原単位での評価

環境関連法規への違反はありません。尚、関係当局より違反等の指摘は、過去3年間ありません。
近隣住民から特に指摘は無く、また訴訟等も同様に1件もありませんでした。

主な環境関連法規制の遵守状況等 ※この3ケ月間該当しなかった場合は該当なしと記載しています。

再生砕石利用の推進 〇 ◎ 目標達成。継続する

社会貢献活動 〇 ◎ 目標達成。継続する

電力の削減 × △ 事業所は達成だが現場はまだまだ工夫が必要。

燃料使用量

グリーン購入の推進 〇 ◎ 目標達成。継続する

× 〇 灯油とガソリンは減少、軽油増加は漏水事故の発電機使用

一般廃棄物の削減 〇 〇 コロナの影響に伴う事業活動の減少（会議の減少等）

水使用量の削減 △ 〇 人員増加、猛暑の影響

産業廃棄物の削減 × △ 大規模工事および大規模解体工事の影響

目標・活動計画 □有　　　■無 取組については改善方向で対応する。

実施体制・その他 □有　　　■無 変更なし、継続して活動を行う。

目標項目
目標値

コメント（目標値に対するコメント・活動計画に対するコメント）
達成率 達成状況

＜改善への提案＞

今後は、従業員の意識を高めて不必要なエネルギーは極力抑える。

※目標達成率　 ：○：100%以上　　　　 △：90%以上　　×：90%未満

※目標達成状況：◎十分できている　○ほぼできている　△まだ不十分　×できていない

【　代表者による全体の評価と見直し・指示　】  

～【環境経営全体への取組評価と見直し 】～

実施日： 令和3年10月1日

項目 変更の必要性 指示事項・コメント

環境経営方針 □有　　　■無 変更なし、継続して活動を行う。

　【　環境関連法規制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　】  

環境法規制等の名称 要求事項 遵守状況の確認 評価

廃棄物処理法

委託契約の締結

遵守 ○
ﾏﾆｭﾌｪｽﾄの交付・保管
不法投棄禁止
マニュフェスト交付実績の報告

リサイクル法
再資源利用計画書・実施書の作成

遵守 ○
再資源利用促進計画書・実施書の作成

建設リサイクル法
発注者への計画等説明書と完了報告書作成

遵守 ○
知事への届出書

フロン排出抑制法

業務用冷凍空調機械使用時における
フロン類の漏えい防止 遵守 ○
フロン回収及び引き取り等証明書の管理及び保管

大気汚染防止法

特定粉じん等排出作業

遵守 ○飛散防止等作業計画書

事前調査結果記録の保管・書面交付・報告

振動規制法
地域指定された場所における特定建設作業（解体作業を
含む）の実施届出

遵守 ○

徳島県生活環境保全条例
地域指定された場所における特定建設作業（騒音に関す
るもの。解体作業を含む。）の実施届出

遵守 ○

浄化槽法
指定検査機関の定期検査を受ける

遵守 ○
保守点検、清掃の実施

騒音規制法
地域指定された場所における特定建設作業（解体作業を
含む）の実施届出

遵守 ○
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【添付資料】 環境経営の取り組み内容
SDGｓへの弊社の取組 自社ホームページでの宣言
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使用電力見える化及びデマンド警報装置運用中

地球温暖化防止及び省エネルギー対策として、クールビズの実施・電力見える化による

節電ついて全職員に通知及び掲示を行っています。

ＢＥＭＳを導入してパソコンで電力の使用状況を見えるようにしています。

本店３Ｆと５Fにデマンド警報装置を設置し、デマンド上昇時にはランプと

ブザーで知らせてくれます。（その他の階は自動制御）

デマンド削減方法を掲示して、周知徹底を図り、節電意識の啓蒙と、電気料金の

削減に効果が出ています。

今後も引続き、啓発活動とエコ活動を継続していきます。

■電力使用量の削減
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■産廃物排出量の削減、グリーン購入の
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■地域の環境保全活動

毎年５月末、美波町観光協会と合同で、美波町恵比須浜の清掃活動を行っています。海岸

に落ちているペットボトルや空き缶、プラスチックごみを回収。

美しい自然を守ること、ウミガメが上陸しやすい砂浜にすることが目的です。

今後もこの活動を継続し、社会活動に努めていきます。
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GCC事業

・我社は次の100 年へのビジョンとして、「地元ゼネラルコンストラクターから

グリーンコンストラクションカンパニー」への変革を掲げています。

・グリーンコンストラクションカンパニーへと変革する事によって、人に優しい、

地域に優しい、地球に優しい環境づくりを行い、豊かな地域社会づくりに貢献を

していきます。

・中期経営計画では、戦略指針を「新たなＧＣＣ成長事業の創出」として、

部門間の枠を越えたオール亀井の精神で新たな発想と挑戦を行い、未来への

成長エンジンの創出に6つのプロジェクトの取組を行い、地球環境にやさしい

街づくりをサポートする事を宣言します。

・環境・自然エネルギー事業と言ったら「亀井組」と言われるような存在感の

ある会社になることで、従来の土木・建築のリーディングカンパニーから、

環境、自然エネルギー事業を支えるファーストコールカンパニーとなる事を

土木事業

建築事業

住まいと暮らし事業

環境・エネルギー事

100年後の世代や地域に誇れる

社会を目指し

地球環境にやさしい活動を行う

１） 木づなプロジェクト

２） 再生化のエネルギー

３） 新電力事業

４） ZEHの推進

５） エコプロジェクト

GCCの

全社浸透
GCC事業の5つの取
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１．木づなプロジェクト～２２世紀へのメッセージ
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２．再生可能エネルギー事

亀井組太陽光実験センター

鳴門市撫養町南浜字大工野18-2
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３．低圧新電力事

一般家庭、事務所、商店向けの低圧新電力サービス提供開始
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４．ZEH（ゼロ・エネルギー・ハウス）の推
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５．エコプロジェク

20


