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【１.取組の対象組織・活動の明確化】

取組の対象組織・活動

□組織の概要
（１）名称及び代表者

エヌケー建設株式会社
代表取締役社長　浜　圭司

（２）所在地
本社 香川県高松市木太町５０９８番地４
資材倉庫 香川県高松市木太町５０３９番地６

（３）環境管理責任者連絡先 E-mail info@nkk-cm.com
TEL （087）868-1777
FAX （087）868-1700
HP http://nkk-cm.com/

（４）事業内容 建築工事業　　香川県知事許可（特―３）第１１０２号
土木工事業　　香川県知事許可（般―３）第１１０２号
宅地建物取引業　　香川県知事免許（10）第２４９４号

（５）事業の規模 創立 1970年11月6日
資本金 3,200万円
売上高 1571百万円 （R1.11～Ｒ2.10）
工事等の件数（契約件数） 340件

本社 資材倉庫
従業員 ３０人 無人
延べ床面積 ５００．２３㎡ ２１２．１２㎡

（６）事業年度 事業年度 　11月～10月

□認証・登録の対象範囲 登録事業所 本社
資材倉庫

事業活動 建築工事業
土木工事業
不動産業
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基本理念

行動指針
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制定日： 2013年7月1日
改訂日： 2020年8月7日

代表取締役社長
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エヌケー建設株式会社

環境経営方針

　快適な空間づくりと時代の一歩先を行く経営姿勢で、地域社会の環境保全に貢献す
る。

節水を心がけます。

現場美化についてより厳しく、地域での清掃活動に参加します。

お客様に対し、省エネ住宅の提案を行います。

浜　圭司

環境関連法規・条例・規則を遵守します。

本方針を全従業員に周知し、継続的な維持改善に努めます。

事業所の二酸化炭素排出量を削減します。

廃棄物削減の為に、再資源化に努めます。



３.環境経営目標

【中・長期目的・目標】
○全体

単位
基準年

（２０１８年）
２０１９年

(基準年比-１%)
２０２０年

(基準年比-2%)
２０２１年

(基準年比-3%)

二酸化炭素排出量の削減（電気使用量） kg-CO2 44,995 44,545 44,095 43,645

二酸化炭素排出量の削減（ガソリン） kg-CO2 68,198 67,516 66,834 66,152

二酸化炭素排出量の削減（軽油・灯油） kg-CO2 708 701 694 687

一般廃棄物排出量の削減 kg 510 505 500 495

産業廃棄物の再資源化の維持 ％ 70 70 70 70

水総使用量の削減 m3 1,055 1,044 1,034 1,023

組織本来の取組　　＊2 件 15 16 17 18

○事務所

単位
基準年

（２０１８年）
２０１９年

(基準年比-１%)
２０２０年

(基準年比-2%)
２０２１年

(基準年比-3%)
二酸化炭素排出量の削減（電気使用量）＊1 kg-CO2 27,995 27,715 27,435 27,155

二酸化炭素排出量の削減（ガソリン） kg-CO2 15,074 14,923 14,773 14,622

一般廃棄物排出量の削減 kg 510 505 500 495

水総使用量の削減 m3 269 266 264 261

○現場

単位
基準年

（２０１８年）
２０１９年

(基準年比-１%)
２０２０年

(基準年比-2%)
２０２１年

(基準年比-3%)
二酸化炭素排出量の削減（電気使用量）＊2 kg-CO2 17,000 16,830 16,660 16,490
二酸化炭素排出量の削減（ガソリン） kg-CO2 53,124 52,593 52,061 51,530
二酸化炭素排出量の削減（軽油・灯油） kg-CO2 708 701 694 687

産業廃棄物の再資源化の維持 ％ 70 70 70 70

水総使用量の削減 m3 786 778 770 762

組織本来の取組　　＊3 件 15 16 17 18

※2018年度実績を基準年として、2021年までに3%環境負荷の低減を目指す。

＊1．事務所の電力のＣＯ2 発生量については、
　　　リコージャパン㈱の調整後排出係数0.494（kg－CO2／kWh）を使用した。
　　　（リコージャパン㈱発表平成３１年度実績に基づく）

＊2．現場の電力のＣＯ2 発生量については、
　　　四国電力の調整後排出係数0.528（kg－CO2／kWh）を使用した。
　　　（四国電力発表平成３１年度実績に基づく）

＊3．組織本来の取組として、顧客に環境負荷の少ない省エネ設備の導入の提案を行う。
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目的
目　　　標

目的
目　　　標

目的
目　　　標



４.環境経営計画

○事務所 目標 具体的実施項目 実施責任者

基準年比 ①不要な照明を消す

-2% ②適正温度の維持　（夏２８℃冬２０℃）

③休日、昼休み等の消灯の徹底

基準年比 ①タイヤの空気圧の点検

-2% ②法定速度を守る運転を呼びかけ

③エコカー購入の検討

基準年比 ①再利用用紙の積極的使用を周知

-2% ②整理整頓の周知・意識強化を推進

③ゴミの分別の周知を強化

基準年比

-2%

○現場 目標 具体的実施項目 実施責任者

電気使用量の削減 基準年比 ①不要な照明を消す

-2% ②休憩時、不在時の消灯の徹底

基準年比 ①アイドリングストップの徹底

-2% ②法定速度を守る運転を呼びかけ 建築部長

③定期的な保守点検の実施

基準年比 ①マニフェストの徹底管理

-2% ②分別の意識強化を図る

基準年比 ①協力会社・下請会社への節水呼びかけ

-2% ②節水意識の維持強化
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水使用量 節水 建築部長

組織本来の
取組

省エネ設備の提案 17件 ①省エネ住宅設備の提案強化 建築部長

二酸化炭素

建築部長

燃料使用量の削減

廃棄物 産業廃棄物の再資源化 建築部長

廃棄物 一般廃棄物の削減
環境管理
責任者

水使用量 節水
環境管理
責任者

①節水シールの貼付とポスター掲示

二酸化炭素

電気使用量の削減
環境管理
責任者

燃料使用量の削減　　　　　　　
環境管理
責任者



４.次年度の環境経営計画

○事務所 目標 具体的実施項目 実施責任者

基準年比 ①不要な照明を消す

-3% ②適正温度の維持　（夏２８℃冬２０℃）

③休日、昼休み等の消灯の徹底

基準年比 ①タイヤの空気圧の点検

-3% ②法定速度を守る運転を呼びかけ

③エコカー購入の検討

基準年比 ①再利用用紙の積極的使用を周知

-3% ②整理整頓の周知・意識強化を推進

③ゴミの分別の周知を強化

基準年比

-3%

○現場 目標 具体的実施項目 実施責任者

電気使用量の削減 基準年比 ①不要な照明を消す

-3% ②休憩時、不在時の消灯の徹底

基準年比 ①アイドリングストップの徹底

-3% ②法定速度を守る運転を呼びかけ 建築部長

③定期的な保守点検の実施

基準年比 ①マニフェストの徹底管理

-3% ②分別の意識強化を図る

基準年比 ①協力会社・下請会社への節水呼びかけ

-3% ②節水意識の維持強化
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二酸化炭素

電気使用量の削減
環境管理
責任者

燃料使用量の削減　　　　　　　
環境管理
責任者

廃棄物 一般廃棄物の削減
環境管理
責任者

水使用量 節水 ①節水シールの貼付とポスター掲示
環境管理
責任者

二酸化炭素

建築部長

燃料使用量の削減

廃棄物 産業廃棄物の再資源化 建築部長

水使用量 節水 建築部長

組織本来の
取組

省エネ設備の提案 18件 ①省エネ住宅設備の提案強化 建築部長



【５.実施体制】

*事務所

*建設現場

・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実地に必要な、人、設備、費用、時間を準備

・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

・環境経営レポートを確認し、承認

・環境関連法規等取りまとめ表の承認

・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連法規等取りまとめ表の作成

・環境経営目標、環境経営計画書を作成

・環境活動の取り組み結果を代表者に報告

・環境経営レポートの作成

・環境管理責任者の補佐

・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、環境経営計画書原案の作成

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境経営目標の実績集計

営業部 ・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

・自部門の特定された緊急事態への対応マニュアル作成

・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
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従業員

代表取締役社長

環境管理責任者

総務部課長

総務部 建築部　 資材倉庫 営業部

現場責任者

全従業員

役割・責任・権限

代表取締役

環境管理責任者

部
門
長

総務部

工事部



〇取組期間　2020年11月～2021年10月
評価日：2022年1月31日

○全体

単位 目標 実績 達成率 評価

二酸化炭素排出量の削減（電気使用量）＊1・2 kg-CO2 44,095 40,345 9％減 〇

二酸化炭素排出量の削減（ガソリン） kg-CO2 66,834 62,284 7％減 ○

二酸化炭素排出量の削減（軽油・灯油） kg-CO2 694 413 40％減 ○

一般廃棄物排出量の削減 kg 500 497 0.6%減 〇

産業廃棄物の再資源化の維持 ％ 70 70 100% ○

水総使用量の削減 m3 1,034 1,156 11％増 ×

組織本来の取組　　＊3 件 17 17 100% 〇

○事務所
目的 単位 目標 実績 達成率 評価

二酸化炭素排出量の削減（電気使用量）＊1 kg-CO2 27,435 28,605 4％増 ×

二酸化炭素排出量の削減（ガソリン） kg-CO2 14,773 17,537 18％増 ×

一般廃棄物排出量の削減 kg 500 497 0.6%減 〇

水総使用量の削減 m3 264 236 10％減 〇

○現場
目的 単位 目標 実績 達成率 評価

二酸化炭素排出量の削減（電気使用量）＊2 kg-CO2 16,660 11,740 30％減 〇

二酸化炭素排出量の削減（ガソリン） kg-CO2 52,061 44,747 14％減 ○

二酸化炭素排出量の削減（軽油・灯油） kg-CO2 694 413 40％減 ○

産業廃棄物の再資源化の維持 ％ 70 70 100% ○

水総使用量の削減 m3 770 920 19％増 ×

組織本来の取組　　＊3 件 17 17 100% 〇

＊1．事務所の電力のＣＯ2 発生量については、
　　　リコージャパン㈱の調整後排出係数0.494（kg－CO2／kWh）を使用した。 ○：達成
　　　（リコージャパン㈱発表平成３１年度実績に基づく） ×：未達

＊2．現場の電力のＣＯ2 発生量については、
　　　四国電力の調整後排出係数0.528（kg－CO2／kWh）を使用した。
　　　（四国電力発表平成３１年度実績に基づく）

＊3．組織本来の取組として、顧客に環境負荷の少ない省エネ設備の導入の提案を行う。

○コメント(事務所と現場を記述)
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水総使用量の削減
事務所では節水シールによる呼びかけなどで達成できた。
現場は昨年に比べ解体工事が多く達成できなかった。

組織本来の取組 住宅設備は省エネ設備の提案を行い達成できた。

【６.環境経営目標の実績】

目的
目　　　標

二酸化炭素の削減
ＣＯ2削減は全体目標を達成すると共に、現場での目標も達成すること
ができた。事務所は取引先、お客様が遠方であった為、目標は達成で
きなかったが、昨年よりは削減することができた。

一般廃棄物排出量の削減・
産業廃棄物の再資源化

事務所から出る一般廃棄物は目標を達成することができ、紙ゴミの分
別リサイクルの取組も社内では習慣づいてきた。
産業廃棄物の再資源化の維持も達成できた。



【７.環境経営計画の取組結果と評価、次年度の取組内容】

○事務所

目標 具体的実施項目 実施責任者 11月～2月 3月～6月 7月～10月 評価

基準年比 ①不要な照明を消す

-2% ②適正温度の維持　（夏２８℃冬２０℃） 〇 〇 △ △

③休日、昼休み等の消灯の徹底

基準年比

-2%

基準年比

-2%

基準年比

-2%

○：計画通り実施

△：一部出来なかった

×：出来ていない

○評価に対するコメントと次年度の取組内容

目的
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評価に対するコメント 次年度の取組

二酸化炭素
・不要な照明の消灯は、声がけなどのコミュニケーション不足だった。
・社用車のメンテナンスは意識的にできている。

・照明もポスター掲示を検討。
・エコカーの購入を推進する。

廃棄物
・事務所内の整理整頓の意識が個々により違いがあり
全員の意識強化が足りなかった。

・ポスターを事務所内に貼り出す。
・個々へ直接注意する。

〇 〇 〇

水使用量 ・節水シールを目の付く所に貼る事により節水を意識できている。 ・交換する時は節水用トイレを選ぶ。

水使用量 節水
①節水シールの貼付とポスター掲示 環境管理

責任者
〇

〇 〇 〇 〇

廃棄物 一般廃棄物の削減

①再利用用紙の積極的使用を周知

②整理整頓の周知・意識強化を推進

③ゴミの分別の周知を強化

環境管理
責任者

△ 〇 〇 △

二酸化炭素

電気使用量の削減
環境管理
責任者

燃料使用量の削減　　　　　　　

①タイヤの空気圧の点検

②法定速度を守る運転を呼びかけ

③エコカー購入の検討

環境管理
責任者



【７.環境経営計画の取組結果と評価、次年度の取組内容】

○現  場

目標 具体的実施項目 実施責任者 11月～2月 3月～6月 7月～10月 評価

基準年比 ①不要な照明を消す

-2% ②休憩時、不在時の消灯の徹底 建築部長

基準年比 ①アイドリングストップの徹底

-2% ②法定速度を守る運転を呼びかけ 建築部長 〇 〇 〇 〇

③定期的な保守点検の実施

基準年比 ①マニフェストの徹底管理

-2% ②分別の意識強化を図る 建築部長

基準年比
①協力会社・下請会社への節水呼び
かけ

-2% ②節水意識の維持強化 建築部長

建築部長

○：計画通り実施

△：一部出来なかった

×：出来ていない

○評価に対するコメントと次年度の取組内容

目的

10

組織本来の
取組

・資材の積算を細かくし、無駄な物は仕入していない。 ・省エネシリーズの提案。

廃棄物
・マニフェストの管理はできている。
・資材倉庫、現場の産廃コンテナは分別できている。

・引き続きマニフェストの管理と資材倉庫
現場コンテナの分別の意識強化。

水使用量
・協力会社・下請会社への節水呼びかけや、節水への意識の
強化はできている。

・引き続き安全パトロール時に各現場に
節水を呼びかける。

〇 〇

評価に対するコメント 次年度の取組

二酸化炭素
・休憩時、不在時の消灯は徹底できなかった。
・安全運転は意識することができている。

・現場事務所内の消灯責任者をおくことを
検討。
・アイドリングストップの周知

組織本来の
取組

省エネ設備の提案 17件 ①省エネ住宅設備の提案強化 〇 〇

〇

〇 △

燃料使用量の削減

廃棄物 産業廃棄物の削減 〇 〇 〇 〇

〇

水使用量 節水 〇 〇 〇

二酸化炭素

電気使用量の削減 △



遵守評価

遵守

委託契約の締結・5年間保存 遵守

遵守

遵守

建設リサイクル法 遵守

適正処分・領収証 遵守

遵守

遵守

自動車リサイクル法 遵守

遵守

遵守

遵守

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。
※遵守チェックの結果、違反はありませんでした。
※関係機関からの違反指摘及び地域住民からの訴訟は過去３年間ありませんでした。
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遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守
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。

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

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。

少量危険物の取扱い(ガソリン40L以下) 保管状況の確認

報告の実施

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

消防法
事務所・倉庫 消防用設備等点検報告(3年毎)

家電リサイクル法 指定家電の適正な処理

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

作業敷地境界にて85デシベル以下

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

【８．環境関連法規等の遵守状況の確認】

適用法令等 適用内容 遵守事項

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

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

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

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

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



【９.代表者による全体評価と見直し・指示】

実施日：2022年1月31日

全体評価

有 無

☐ ☑

☐ ☑

☐ ☑

☐ ☑

今後の展開
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今後も目標を達成することに加え、現在行っている毎朝の事務所周辺の清掃や地域
での草刈りへの参加などを続けていきながら、環境経営計画の取り組みを強化し、
継続的な改善活動に取り組みたいと思います。
また社員、協力会社と共に環境へのさらなる意識向上と社会活動の活性化を目指し
ます。

代表取締役　　浜　圭司

今回の結果を振り返りますと、事務所では水使用量と一般廃棄物は削減することが
できました。しかし電気使用量が昨年より増加していましたので、次回はもっと節電を
意識していく必要があります。
現場では解体工事が増えたため水使用量は増加してしまいました。しかし現場産廃
コンテナで分別を意識的に行うことで再資源化率を上げることができました。
今年一年、目標達成が不十分な活動もありましたが改善されつつある項目もあり、
年々従業員にもEA21への取り組み、環境への配慮が意識付いているように感じま
す。

見直しの有無

・現場の経営方針

・現場の経営目標

・現場の経営計画

・実施体制


