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（１）　　名称及び代表者名

（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 蒲生　亜季

　　　　 連絡担当者 蒲生　亜季

　ＴＥＬ　：　０８７－８３３－５５４４

　ＦＡＸ　：　０８７－８３７－３５６５

（４）　　事業内容

（５）　　事業の規模

従業員

延床面積

（６）　　事業年度
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１．組織の概要

　　　　 株式会社　雑賀工務店

　　　　 代表取締役　蒲生省二

(2),  　所在地

　　　　本　　　社　　香川県高松市桜町二丁目８番１０号　　　　　　　　

　　　　　５月～４月

　　　　　建築工事業、　土木工事業、　不動産業

　　　　　完成工事高　　10,225万円（2021年度）

工事件数　　33　 件

　　　　資材倉庫　　香川県高松市勅使町７７１番地－１

7名

本社

２８３．２３㎡

資材倉庫

２３０㎡



・認証登録範囲：　株式会社雑賀工務店　　本社、資材倉庫

・事業活動：　建築工事業、土木工事業、不動産業

・環境経営レポートの対象期間：　2021年5月～2022年4月

・環境経営レポートの発行日：　2022年　9月　30日
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2．対象範囲



　基本理念

　　株式会社雑賀工務店は、建築工事を通じて大切なお客様の夢をサポートする為に

　創意工夫を活かし、技術と誠意をこめた作品を提供する事により、新しい価値と環境

　創りに貢献する企業を目指します。

　環境保全への行動指針

　１．次の事項について環境経営目標・環境経営計画を定め、継続的改善活動に取り

　　　組みます。

　　①省エネ活動の推進

　　②廃棄物の削減及びリサイクルの推進

　　③水使用量の削減

　  ④環境に配慮した施工の実施

　２．環境関連法規及びその他の要求事項を遵守し、地域社会との調和に努めます。

　３．環境経営方針は、全ての従業員へ周知し、一人ひとりが環境負荷の低減に取り

　　　組みます。

制定日　　2013年　6月19日

改訂日　　2020年　5月　1日

株式会社　雑賀工務店
代表取締役　蒲生省二
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3．環境経営方針

環境経営方針



4．中・長期環境経営目標 

○中長期環境経営目標

基準値

(2019年実績)

二酸化炭素排出量 ※1 kg-ＣＯ₂ 20,359 20,155 19,952 19,748

電力使用量削減 kWh 9,566 9,470 9,375 9,279

ガソリン使用量削減 Ｌ 1,208 1,196 1,184 1,172

一般廃棄物排出量削減 kg 502 497 492 487

水使用量削減 ㎥ 57 56 56 55

電力使用量削減 kWh 2,407 2,383 2,359 2,335

ガソリン使用量削減 Ｌ 4,589 4,543 4,497 4,451

軽油使用量削減 Ｌ 221 219 217 214

水使用量削減 ㎥ 55 54 54 53

産業廃棄物リサイクル率※2 % 96 95 95 95

環境に配慮した施工　※3 実施率 - 100% 100% 100%

※1 電力のＣＯ₂発生量については、環境省2020年1月7日公表

　　　　　　四国電力調整後排出係数0.528(㎏-CO₂/kWh)を使用

※2　過去４年間のリサイクル率平均が92%であり、95%以上を目指す。

　　　　　　①着工前打ち合わせを丁寧にする。

　　　　　　②徹底した工程管理をする。

　　　　　　③コミュニケーションを実施する。
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※　化学物質の使用はありません。

2022年度

事
務
所

現
場

○削減目標は、3年間で3％削減を目指す。

※3 環境に配慮した施工として、手戻り工事をなくする為に次の3項目に取り組む。

項　　　　目 単位 2020年度 2021年度



（2021年5月～2022年4月）

①現場事務所LED化の提案

②不在時の消灯を強化する

③ウォームビス、クールビズの実施

①タイヤの空気圧点検を行う

②急発進、急停車をしない

③定期的な車両メンテナンスを行う

①タイヤの空気圧点検を行う

②急発進、急停車をしない

③定期的な車両メンテナンスを行う

①FAXはPCに取り込み、無駄なプリントアウトはしない

②ペーパーレス化を推進する

③社内用は裏紙を利用する

①現場で廃棄物を分別し、可能な物は全て

　　リサイクルにまわす

①無駄な水をなくす

②清掃時にはバケツを使用する

①着工前打ち合わせ丁寧にする

②徹底した工程管理をする

③コミュニケーションを実施する
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環境へ配慮した
施工

手戻り工事をなくする

節　水

一般廃棄物排出量の
削減

産業廃棄物リサイクル
率向上

廃棄物排出量の
削減

水使用量削減

具体的実施項目

電気使用量削減

ガソリン使用量の削減

軽油使用量の削減

5．環境経営計画

目的

二酸化炭素排出
量削減



・環境経営に関する統括責任
・環境経営システム実施及び管理に必要な、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・環境経営計画書を承認
・代表者による全体の評価と見直し・指示
・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
・環境活動の取組結果を代表者に報告
・環境関連法規等の取りまとめ表を作成
・環境経営目標・環境経営計画書作成
・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
・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
・環境活動実施計画の実績集計
・自部門の特定された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

・自部門の問題点を発見、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の参加
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全従業員

役割・責任・権限

環境管理責任者

代表者

資材倉庫 総務 建築

6．組織図

代表取締役

蒲生　省二

環境管理責任者

蒲生　亜季



7．環境経営目標の実績

○2021年度環境経営目標実績

基準値

(2019年実績)

二酸化炭素排出量 ※1 kg-ＣＯ₂ 20,359 19,952 17,637 12％減 〇

電力使用量削減 kWh 9,566 9,375 10,906 16％増 ×

ガソリン使用量削減 Ｌ 1,208 1,184 854 28％減 〇

一般廃棄物排出量削減 kg 502 492 361 27％減 〇

水使用量削減 ㎥ 57 56 69 23％増 ×

電力使用量削減 kWh 2,407 2,359 665 72％減 〇

ガソリン使用量削減 Ｌ 4,589 4,497 3,771 16％減 〇

軽油使用量削減 Ｌ 221 217 128 41％減 〇

水使用量削減 ㎥ 55 54 9 83％減 〇

産業廃棄物リサイクル率※2 % 96 95 92 ×

環境に配慮した施工　※3 実施率 - 100% 100% 〇

※1 電力のＣＯ₂発生量については、環境省2020年1月7日公表

　　　　　　四国電力調整後排出係数0.528(㎏-CO₂/kWh)を使用

※2　過去４年間のリサイクル率平均が92%であり、95%以上を目指す。

　　　　　　①着工前打ち合わせを丁寧にする。

　　　　　　②徹底した工程管理をする。

　　　　　　③コミュニケーションを実施する。

※　化学物質の使用はありません。

目　　的
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現
場

○削減目標は、3年間で3％削減を目指す。

※3 環境に配慮した施工として、手戻り工事をなくする為に次の3項目に取り組む。

評価

○：達成　×：未達成

項　　　　目 単位 目標 実績

事
務
所

協力業者と事前に打ち合わせをするなど、しっかりコミュニケーションが実施
でき、工期を延長することなく実施できた。

二酸化炭素の削減

一般廃棄物の削減

水使用量の削減

産業廃棄物リサイクル率の向
上

組織本来の取組

評価コメント

全体では目標達成している。昨年に引き続き新型コロナウイルス感染防止対
策でエアコンを使用しているため、電気使用量は増加している。現場に関し
ては、工事件数が少なかったため目標達成はしているが、ガソリン使用量は
遠方工事があったため、それほど減少しなかった。

かなり取り組みが定着し、目標達成している。できる限りデータでやり取りし、
紙の使用を削減できた。

新型コロナウイルス感染防止対策で定期的な手洗いを実施しているため水の
使用量が増加した。現場では内装工事が多く、工事件数も少なかったため、
水使用量は減少した。

内装工事が多く、石膏ボードの排出が多くなり、リサイクル率が下がってしまっ
た。産廃業者に最終処分方法の確認を行う。他のリサイクルは出来ている。



８．環境経営計画の取組結果とその評価

評価

②清掃時にはバケツを使用する

〇：出来ている　　　　△：一部出来なかった　　　×：出来なかった
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〇

△

〇

ガソリン使用量
の削減

①タイヤの空気圧点検を行う

②急発進、急停車をしない 〇

①現場事務所LED化の検討

②不在時の消灯を強化する

　　全てリサイクルにまわす

③定期的な車両メンテナンス

①現場で廃棄物を分別し、可能な物は

一般廃棄物排出量の
削減

産業廃棄物
リサイクル率向上

目的 具体的実施項目

電気使用量
削減

②急発進、急停車をしない

①タイヤの空気圧点検を行う

二酸化炭素
排出量削減

③ウォームビス、クールビズの実施

③定期的な車両メンテナンス

軽油使用量
の削減

廃棄物排出量
の削減

評価に対するコメント

環境へ配慮した
施工

手戻り工事を
なくする

〇節　　水
①無駄な水をなくす

①着工前打ち合わせを丁寧にする

水使用量削減

③社内用は裏紙を利用する

①FAXはPCに取り込み、無駄なプリントアウトはしない

〇②ペーパーレス化を推進する

節　　水

〇

①産業廃棄物は処分業者へ委託しているため、再資源化できているが、石膏
ボードは委託先では再資源化できなかった。

①現場、事務所での蛇口の締め忘れの無いよう、周知を徹底した。
②事務所内清掃時のバケツ使用は実施できている。

廃棄物

一般廃棄物の削減

目　的

電気使用量削減

二酸化炭素
ガソリン使用量削減

軽油等使用量削減

産業廃棄物の
再資源化率の向上

③コミュニケーションを実施する

環境へ配慮した
施工

手戻り工事をなくする

前期 後期

〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 〇

〇 △

〇

水使用量

①事前打ち合わせを現地確認時やメール等を使用し、しっかりと行った。
②事前に作成した工程表に基づいて打ち合わせを行い、工期延長が無いように
協力業者と密に確認をとり、工事を行った。
③協力業者とのコミュニケーションは実施できている。

②徹底した工程管理をする

〇 〇

①現場事務所が蛍光灯だったため、照明器具のLED化をﾘｰｽ会社へ提案した。
②退室時のこまめな消灯を実施した。
③事務所ではひざ掛けをかけるなどしてウォームビズが実施できた。

①定期的にタイヤの空気圧の点検をするよう呼びかけ、実施できた。
②エコドライブは定着してきている。
③走行距離等を考えて、ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙの交換など定期的にﾒﾝﾃﾅﾝｽを実施した。

①FAXの不要な紙出力はしないよう周知し実施できた。
②データで確認できるものは画面上で確認・保存している。
③社内文書の裏紙利用もかなり定着している。

〇



〇環境経営目標は、2022年度環境経営目標に取り組む。

〇２０２２年度環境経営計画

①現場事務所LED化の提案

②不在時の消灯を強化する

③ウォームビス、クールビズの実施

①タイヤの空気圧点検を行う

②急発進、急停車をしない

③定期的な車両メンテナンスを行う

①タイヤの空気圧点検を行う

②急発進、急停車をしない

③定期的な車両メンテナンスを行う

①FAXはPCに取り込み、無駄なプリントアウトはしない

②ペーパレス化を推進する

③社内用は裏紙を利用する

①現場で廃棄物を分別し、可能な物は全て

　　リサイクルにまわす

①無駄な水をなくす

②清掃時にはバケツを使用する

①着工前打ち合わせ丁寧にする

②徹底した工程管理をする

③コミュニケーションを実施する
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9．次年度の環境経営目標及び環境経営計画

環境へ配慮した
施工

手戻り工事をなくする

目的 具体的実施項目

二酸化炭素排出
量削減

電気使用量削減

ガソリン使用量の削減

軽油使用量の削減

廃棄物排出量の
削減

一般廃棄物排出量の
削減

産業廃棄物リサイク
ル率向上

水使用量削減 節　水



10． 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、訴訟などの有無

委託契約の締結・5年間保存

建設リサイクル法

適正処分・領収証

自動車リサイクル法

消防法

事業者の責務(第5条)

事業者の責務(第90条、92条、93条、96条、99条)

事業者の責務(第5条)

・環境関連法規制等の遵守状況を定期評価した結果、環境法規制等の逸脱はありません。

・過去3年間にわたって関係当局からの指摘、訴訟案件はありません。
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適用法令等 適用内容 遵守事項

廃棄物処理法

産業廃棄物の委託処理 委託先の許可確認

運搬・処分業者との委託契約

マニフェストの交付と期間内処理の確認 マニフェスト管理・5年間保存

県知事への年度報告 管理票交付等状況報告書提出

一定規模の解体・建築・土木工事において、分別解
体・再資源化・再生資源の使用の計画を行う(工事着
手7日前まで届出)

届出書の提出、
規制基準の遵守

建築基準法
石綿・クロルピリホス含有建材使用禁止 基準法28条の2記載の

シックハウス対策の記述、
基準の遵守ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞに関する規制

騒音規制法
知事（市町村長）へ7日前までに届け出 届出書の提出、

規制基準の遵守作業敷地境界にて85デシベル以下

振動規制法
知事（市町村長）へ7日前までに届け出 届出書の提出、

規制基準の遵守作業敷地境界にて75デシベル以下

家電リサイクル法 指定家電の適正な処理

浄化槽法
浄化槽(合併処理浄化槽）設置届出 届出書の提出

浄化槽の維持管理(法定検査・保守点検・清掃) 検査報告書の保管

香川県環境基本条例 第5条の適切な実施事業活動を行うに当たっては、公害の防止その他の環
境への負荷の低減又は自然環境の適正な保全の為に必
要な措置を講じなければならない。

フロン排出抑制法
特定製品の修理・廃棄時の、適正回収・破壊措置義務

フロン回収登録業者への委託
発注者に書面説明

業務用エアコンの簡易点検(3か月に1回以上) 簡易点検記録作成

使用済み自動車の再資源化 再資源化等預託金の支払い

グリーン購入法 環境にやさしい事務用品等の購入 対象製品の購入

事務所・倉庫 消防用設備等点検報告(3年毎) 報告の実施

香川県生活環境の
保全に関する条例

第90条、92条、93条、96条、
99条の適切な実施

エコ運転の励行。廃棄物の減少に努め資源の有効活
用。電気の使用量削減。消費量が少ない電気機器等の
使用及び効率的な使用。環境マネジメントプログラム
展開体制の組織の設置。アイドリングストップ。

高松市環境基本条例 第5条の適切な実施
事業活動によって発生する廃棄物を適正に処理する



　環境経営目標を新たに策定して２期目の２０２１年度の目標に取り組んだ。
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１1．代表者による全体の評価と見直し・指示

　二酸化炭素排出量は目標より削減できたものの、昨年に引き続き、新型コロナウイ
ルス感染防止対策として事務所内の電気使用量削減の目標には至らなかった。
しかし、タイヤの空気圧点検など実施し、ガソリン使用量削減に繋がった。
　産業廃棄物リサイクル率では、内部改修工事が多く、石膏ボードの排出が多くな
り、リサイクル率が上がらなかったが、他の廃棄物はリサイクル出来ている。
　協力会社とのコミュニケーションは良好で、気軽に話ができて、現場内環境がさらに
良くなってきている。
　環境経営計画は十分に取り組みは実施出来ている。

　２０１７年版に移行して２期目になる本年度の取組結果として、全体的には満足して
いる。しかし、今後のエネルギー等の価格高騰を考えると、さらに努力が必要であ
る。
　来期は環境経営目標を２０２２年度に取り組み、環境経営計画は従来の取り組みを
行うと共に、かなり定着しているものに関しては、新たな取り組みを検討する。
　環境経営方針及び実施体制はそのまま継続する。


