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1．組織の概要

（１）名称及び代表者

株式会社　籔内建設
代表取締役　籔内　清二

（２）所在地

本社 香川県高松市屋島西町1932番地9

（３）環境管理責任者及び担当者

環境管理責任者 籔内　清二
担当者 大塚　健二
連絡先 TEL 087-843-2233

FAX 087-843-5078
E-mail： yabu-c@ca.pikara.ne.jp

（４）事業内容

建築工事業　
建設業許可　香川県知事（特ー０２）第２０２５号
一級建築士事務所　香川県知事第３４４号

（５）事業の規模

単　位 　2019年度 　2020年度 　2021年度 　2022年度

百万円 274 144 236 338

人 10 9 6 5

㎡ 340 340 340 340

㎡ 523 523 523 523

㎡ 1,596 1,596 1,596 1,596

（６）会計年度

（７）認証・登録の対象範囲

株式会社　籔内建設

建設業許可業種：建築工事業　
一級建築士事務所

（８）レポートの対象期間

（９）レポートの発行予定日

毎年12月

２０２１年１０月１日～２０２２年９月３０日

本社

売 上 高

従 業 員 数

本 社 床 面 積

倉 庫 床 面 積

資 材 置 場 面 積

１０月１日～９月３０日



２.株式会社 籔内建設　実施体制図

全 従 業 員
・環境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

作業現場責任者
事 務所責任者

・自部署における環境方針の周知

・自部署の従業員に対する教育訓練の実施

・自部署に関連する環境経営目標及び環境経営計画の実施及び達成状況の報告

・特定された項目の手順書作成及び運用管理

・自部署の特定された緊急事態へのための手順書作成、試行・訓練を実施、

　記録の作成

・自部署の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・環境法規等順守、チェックリストの承認

環境管理責任者

・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境法規等順守、チェックリストの作成

・環境経営目標、環境経営計画書の作成

・環境活動の取り組み結果の報告

・環境経営レポートの作成

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

役 割・責 任・権 限

代 表 取 締 役

・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、時間等の準備

・環境経営方針の策定、見直し及び全従業員への周知

・全従業員に対する教育・訓練の実施

・環境経営目標、環境経営計画書を承認

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・環境経営レポートの承認

大 塚  健 二 現場代理人

従  業  員 協 力 会 社

代 表 取 締 役
環境管理責任者

籔 内  清 二

事務所責任者 作業現場責任者



３．環境経営方針

　基本理念

　株式会社籔内建設は「顧客を第一に、たゆまぬ努力と誠実な心」を経営理念
と掲げ、建築工事業を通じて、当社の大切なお客様の期待を満たし、お客様に
喜ばれる建築物を提供することで、地域社会の環境保全に貢献します。

　基本方針

１）当社は環境負荷の低減を図る為に、以下の項目をテーマとして取組みます。

（１）省エネルギー活動の推進によるCO2の削減
（２）3R化の推進による廃棄物の削減

（３）水使用量の削減

（４)化学物質使用における適正管理の指導

（５）環境配慮施行への取り組みとして、手戻り工事ゼロに取り組む

２）当社に適用される環境関連法規等を遵守します。

３）環境経営方針を全社員へ周知し、社員が主体的となり継続的改善活動を
　　展開します。

   制定日　2013年　 6月30日
   改訂日　2020年 　9月30日

   株式会社　籔 内 建 設
   代表取締役　籔 内  清 二



4．環境経営目標

【中・長期目的・目標】

事務所

基準年（２０２０年） ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年

二酸化炭素排出量の削減　＊1kg-CO2 13,580 13,444 13,308 13,173

　　　　　・電力使用量削減 kWh 14,065 13,924 13,784 13,642

　　　　　・ガソリン使用量削減 L 2,575 2,549 2,523 2,498

廃棄物排出量の削減 kg 396 392 388 384

水総使用量の削減 ㎥ 299 296 284 290

現　場

基準年（２０２０年） ２０２１年 ２０２２年 ２０２３年

二酸化炭素排出量の削減　＊1kg-CO2 7,416 7,342 7,268 7,194

　　　　　・電力使用量削減 kWh 332 329 325 322

　　　　　・ガソリン使用量削減 L 3,120 3,089 3,058 3,026

産業廃棄物のリサイクル推進 % 98.94 98.95 98.96 98.97

水総使用量の削減 ㎥ 745 738 730 723

化学物質使用量の削減 －

組織本来の取組　　＊２ 実施率 100% 100% 100% 100%

　　○基準年は2020年実績値とし、3年間の目標を設定。
  ＊１．電力のＣＯ2 発生量については、
         環境省公表四国電力2017年度実績調整後排出係数　0.535(kg-CO2/kWh)を使用。
  ＊２．組織本来の取組として現場で手戻り工事をゼロにする為、次の2項目に取り組む。
　　　　　①現場での工程打合せを記録する。
　　　　　②現場での工程打合せの結果を検証して記録する。

  　※今年度は２０２２年の目標に取り組みます。

協力業者が使用する化学物質に対して適正な管理を行う様指導を実施

目      的 単  位

目　　　標

目      的 単  位

目　　　標



５．環境経営計画

【事務所】

電力使用量の削減 １．不要な照明を消す 通年
6～9月

11～3月

３．節電シールの確認 8月

ガソリン使用量の削減 １．アイドリングストップの徹底

２．エコドライブの励行

３．タイヤ空気圧の定期点検実施

一般廃棄物の削減 １．ミスコピーを防止するための使用前の確認 通年

２．使用済コピー用紙の裏紙再利用の推進 通年

１．節水シールの確認

2.テナント企業へ節水活動の情宣実施

【現　場】

電力使用量の削減 １．不要な照明を消す 通年

6～9月

11～3月

３．節電への意識強化を図る 通年

ガソリン使用量の削減 １．アイドリングストップの徹底

２．エコドライブの励行

３．タイヤ空気圧の定期点検実施

産業廃棄物のリサイクル

推進

水使用量 節水　 １．無駄な使用の禁止 通年

化学物質使用量の削減 １．協力業者が使用する化学物質に対して、

　　適正な管理を行う様指導を実施する

組織本来の取組 現場での手戻り工事をゼロ1．現場での工程打合せを記録する 通年

にする 2．現場での工程打合せの結果を検証して記録する 通年

目  的 ・ 目  標 具体的実施項目 日　程

二酸化炭素

8月

２．適正温度の維持

２．適正温度の維持

目  的 ・ 目  標 具体的実施項目 日　程

二酸化炭素

通年

節水　

化学物質 通年

１．分別の徹底 通年廃棄物

通年

廃棄物

水使用量



○取組期間　２０２１年　１０月　～　２０２２年　９月

○事務所

目      的 単  位 基準年  （2020年） 目標 実績 評価

二酸化炭素排出量の削減　＊1 kg-CO2 13,580 13,308 13,631 ×

　　　　　・電力使用量削減 kWh 14,065 13,784 12,896 〇

　　　　　・ガソリン使用量削減 L 2,575 2,523 2,857 ×

廃棄物排出量の削減 kg 396 388 384 〇

水使用量の削減 ㎥ 299 284 178 〇

○現場

目      的 単  位 基準年  （2020年） 目標 実績 評価

二酸化炭素排出量の削減　＊1 kg-CO2 7,416 7,268 1,438 〇

　　　　　・電力使用量削減 kWh 332 325 127 〇

　　　　　・ガソリン使用量削減 L 3,120 3,058 571 〇

産業廃棄物のリサイクル推進 % 98.94 98.96 100.00 〇

水使用量の削減 ㎥ 745 730 0 〇

化学物質使用量の削減 －

組織本来の取組　　＊2 実施率 100% 100% 100% 〇

　　○基準年は2020年実績値とし、3年間の目標を設定。

  ＊１．電力のＣＯ2 発生量については、
         環境省公表四国電力2017年度実績調整後排出係数　0.535(kg-CO2/kWh)を使用。
  ＊ 2．組織本来の取組として現場で手戻り工事をゼロにする為、次の2項目に取り組む。
　　　　　①現場での工程打合せを記録する。
　　　　　②現場での工程打合せの結果を検証して記録する。

○コメント(事務所と現場を記述)

協力業者が使用する化学物質に対して適正な管理を行う様指導を実施する

6.環境経営目標の実績

化学物質使用量の削減
現場では化学物質の適正な管理を行うように、２現場で協力会社へ要
請して、実施されている事を確認した。

組織本来の取組
各現場共、協力業者と工程打合せを綿密に行った後で作業を実施した
事により、手戻り工事が無くなった。

二酸化炭素の削減

ガソリン使用量は事務所では増えた。現場のガソリン使用量削減目標達
成は、近場の工事が多かったことが要因である。
事務所、現場の電気使用量ついては適切な温度管理を行った結果、達
成出来た。

廃棄物
事務所では用紙の再資源化を徹底することで達成出来た。現場では分
別を意識して実行出来ていた。産業廃棄物はすべて再資源化出来てい
る。

水使用量の削減
事務所の節水活動は出来ている。現場では、水の使用する工事が無
かった為目標を達成した。



　○取組期間　２０２１年　１０月　～　２０２２年　９月

　事務所

目的 評価に対するコメント

　現場

目的 評価に対するコメント

一般廃棄物の削減

ガソリン使用量の削
減

水使用量 節水 〇

二酸化炭素

〇

〇

産業廃棄物のリサイ
クル推進

化学物質使用量の
削減

〇

電力使用量の削減 ・削減を意識する事により取り組みは出来ている。

〇

・新規入場時や作業工程の打合せの時に指導を2現場で実
施している。

・節水活動の意識は定着している。

〇

〇
・アイドリングストップ、エコドライブ、タイヤの空気圧の定期
点検は意識する事で取り組みは出来ているが、現場への移
動が遠くガソリンの使用量が増えた。

・ミスコピー防止と裏紙再利用は、意識する事で定着した。

・エコドライブ、タイヤの空気圧の定期点検は意識する事で
取り組みは出来ている。

水使用量

・現場で発生する産業廃棄物の分別の徹底は常に意識する
ことで出来ていた。産業廃棄物はすべて再資源化出来てい
る。

7-1．環境経営計画の取組結果とその評価

評価

二酸化炭素

電力使用量の削減

評価

廃棄物

ガソリン使用量の削
減

・取り組み3項目は出来ていた。猛暑の中で、社員の作業効
率を優先した適温を実施した。

組織本来の取組
現場での手戻り工事
をゼロにする

〇
・日々の工程打合せに於て綿密に打合せを行った事で作業
の手戻りの無い事を確認できた。

〇

化学物質

節水 〇 ・今年度は現場での水の使用はありませんでした。

廃棄物



○環境経営目標

・中・長期目標の２０２３年度目標に取り組む

○環境経営計画

・取組期間　２０２１年　１０月　～　２０２２年　９月

電力使用量の削減 １．不要な照明を消す 通年
6～9月

11～3月

３．節電シールの確認 8月

ガソリン使用量の削減 １．アイドリングストップの徹底

２．エコドライブの励行

３．タイヤ空気圧の定期点検実施

一般廃棄物の削減 １．ミスコピーを防止するための使用前の確認 通年

２．使用済コピー用紙の裏紙再利用の推進 通年

１．節水シールの確認

2.テナント企業へ節水活動の情宣実施

【現　場】

電力使用量の削減 １．不要な照明を消す 通年

6～9月

11～3月

３．節電への意識強化を図る 通年

ガソリン使用量の削減 １．アイドリングストップの徹底

２．エコドライブの励行

３．タイヤ空気圧の定期点検実施

産業廃棄物のリサイクル

推進

水使用量 節水　 １．無駄な使用の禁止 通年

化学物質使用量の削減１．協力業者が使用する化学物質に対して、

　　適正な管理を行う様指導を実施する

組織本来の取組 現場での手戻り工事を1．現場での工程打合せを記録する 通年

ゼロにする 2．現場での工程打合せの結果を検証して記録する 通年

目  的 ・ 目  標 具体的実施項目 日　程

二酸化炭素

２．適正温度の維持

通年

二酸化炭素

２．適正温度の維持

通年

廃棄物

水使用量 節水　 8月

【事務所】

7-2．次年度の環境経営目標及び環境経営計画

廃棄物 １．分別の徹底 通年

化学物質 通年

目  的 ・ 目  標 具体的実施項目 日　程



8．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

8-1．環境関連法規等の遵守状況

法的義務を受ける主な環境関連法規は以下の通りである。

事業活動に伴う公害の防止と、自然環境の保全措置。

製品が使用され又は破棄されることによる環境負荷の低減に努め

再資源等を利用。

国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力。

環境配慮事業促進法 事業活動に係る環境情報の提供に努める。

委託契約の締結

産業廃棄物運搬車両表示と運搬内容記載書面の携帯

契約書の5年間の保存

マニフェスト交付と返送マニフェストの確認及び５年間の保存

管理票交付状況の定期報告

　解体工事80㎡以上

建設工事に係る資材の再資源化等 対象工事

に関する法律（建設リサイクル法） 　構築物の修繕・模様替え工事1億円以上

分別解体、再資源化の促進

廃PCB特措法 対象特定作業の届出と規制値の遵守

大気汚染防止法 対象特定作業の届出と規制値の遵守

建築基準法 石綿含有建材の不使用と内装仕上材の規制値の遵守

騒音規制法 対象特定作業の届出と規制値の遵守

ダイオキシン特措法 対象特定施設の届出と規制値の遵守

振動規制法 対象特定作業の届出と規制値の遵守

水質汚濁防止法 対象特定施設の届出と規制値の遵守

下水道法 対象特定施設の届出と規制値の遵守

河川法 汚水・廃水の排出の届出と規制値の遵守

浄化槽法 浄化槽の設置及び使用廃止の届出

労働安全衛生法 石綿等除去作業の届出と規制値の遵守

景観法 指定地区内での対象特定作業の届出と規制値の遵守

道路交通法、道路法 積載基準の厳守

香川県環境基本条例，高松市環境基本条例，高松市下水道条例、さぬき市環境基本条例についても遵守する。
環境関連法規制等の遵守状況の定期評価の結果、環境法規制等の逸脱はありませんでした。

8-2．違反・訴訟の有無

関係機関からの違反の指摘、利害関係者及び近隣からの訴訟は、過去３年間ありませんでした。

法令又は条例 該当する項目

環境基本法

廃棄物処理法

　構築物の新築・増築工事500㎡以上　　　　　　の届出　　　　　

フロン排出抑制法
解体前の確認と委託確認書と引取証明書の受理と写しの保存

業務エアコンの簡易点検の実施



９、代表者による全体評価と見直し・指示

　環境目標は、本年度は事務所におけるガソリン使用量削減のみが目標を達成出来ず

その他の項目は各項目達成しています。

　理由は、小型現場の増加による現場への巡回や打合せでの移動が増えてガソリンの使用

が増えた為に結果として達成出来ませんでした。

　その他の目標については、社員と協力会社の作業員の意識が向上した結果として達成

することが出来ました。

  環境計画は定めたとおりに丁寧に実施されており、特に今年度も手戻り工事をゼロに

するための取り組みに重点を置いて実施した事により、手戻り工事が発生しなかったことは、

経営にとって大きな効果をあげています。

  次年度も環境経営方針を継続する様にします。

環境経営目標は中・長期目標の２０２３年度目標を達成出来る様にします。

環境経営計画についてもこのまま後続します。

実施体制については、現況が最も良い状態と考えています。

  株式会社　　 籔内建設

  代表取締役　籔内　清二

2022年12月20日


