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改定日：

代表取締役

この環境経営方針は、全ての従業員に周知します。

2013年4月1日

環 境 経 営 方 針
＜環境理念＞

　株式会社　斫木村は、
基本理念「We Love Nature & Future　～自然に優しい未来を築きたい～」のもと、建設業
及び産業廃棄物収集運搬業、処分業が自然環境に及ぼす影響・負荷を認識し、それらの低減
と環境保全につながる環境経営システムの構築・運用・維持・改善に継続的に取り組み、循環
型社会の構築に貢献します。

木村　順一

廃棄物を分別化し、混合廃棄物を減らすよう作業手順を確立し、作業を徹底
します

受託した廃棄物を分別化し、リサイクル率の向上に努めます

環境関連法規を遵守します

エコ安全ドライブ及び低燃費型車両・重機の使用により二酸化炭素排出量の削減に取
り組みます

水使用量の削減に取り組みます

エコマーク商品、フェアトレード認証等のグリーン購入に努めます

行政機関や環境団体等に協力をして、地域環境保全活動に努めます

2022年2月1日
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□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

株式会社　斫木村
代表取締役　　木村　順一

（２） 所在地
本 社 岐阜県大垣市新田町5丁目22番地
ﾘ ｻ ｲ ｸ ﾙ ｾ ﾝ ﾀ ｰ 岐阜県大垣市荒川町東大ダラ917-1
岐 阜 支 店 岐阜県岐阜市玉宮町1丁目2番地

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 木村　哲男 TEL：0584-92-2823

担当者 林　　努 TEL：0584-89-7195

（４） 事業内容

建設業(解体工事業、とび土工工事業、土木工事業、建築工事業、)

建築物・各種構造物の解体及び斫工事、

産業廃棄物収集運搬業及び処分(中間処理)業、

再生砕石(RC30、RC40)の製造及び販売

（５） 事業の規模

設立

資本金 2,000万円

売上高 1,803百万円
本社 ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 岐阜支店

建設現場等

敷地面積(ｍ2) 12,955 3,025 ─ 9,900 30

従業員　　　　 29名 24名 4名 1名

うち、16名

（６） 事業年度 ４月～３月

□認証・登録の対象組織・活動
登録組織名： 株式会社　斫木村

対象事業所： 本社、岐阜支店、リサイクルセンター

対 象 外 ： なし

事 業 活 動 ： 建築物・構造物の解体工事及び斫工事、産業廃棄物収集運搬業・

中間処理業、再生砕石の製造及び販売

昭和56年7月1日

事業所
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□組織図

（ 本社） （ ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ） （ 岐阜支店）

（ 建設現場等）

・ 自部門における環境経営方針の周知

・ 自部門の従業員に対する教育訓練の実施

・ 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

・ 時部門に必要な手順書の作成及び手順書による実施

・ 自部門の想定される事故及び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

全社員 ・ 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

・ 決められたことを守り 、 自主的・ 積極的に環境経営活動へ参加

リ サイクルセンター
岐阜支店

・ 自部門の問題点の発見、 是正、 予防処置の実施

営業部
施工管理部
工務部
総務部

Ｅ Ａ ２ １ 推進委員会 ・ 環境経営計画の審議

・ 環境経営活動実績の確認・ 評価

・ 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ュ ニケーショ ンの窓口

・ 環境経営レ ポート の作成、 公開（ 事務所に備付けと地域事務局への送付）

・ 環境経営目標、 環境経営計画書原案の作成

・ 環境経営活動の実績集計

・ 環境関連法規等取り まとめ表の作成及び 新版管理

環境事務局 ・ 環境管理責任者の補佐、 EA21推進委員会の事務局

・ 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・ 環境経営計画書を確認

・ 環境経営活動の取組結果を代表者へ報告

・ 環境経営レ ポート の確認

環境管理責任者 ・ 環境経営システムの構築、 実施、 管理

・ 環境関連法規等の取り まとめ表を承認

・ 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 ・ 指示を実施

・ 環境経営レ ポート の承認

・ 環境経営システムの実施に必要な人、 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（ 社長） ・ 環境経営に関する統括責任

総務部

営業部

役割・ 責任・ 権限

施工管理部 工務部 ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

代表者

環境管理
責任者

環境事務局

EA21
推進委員会

岐阜支店

木村　哲男

木村　順一
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1．建設業
ア．許可の内容

許可番号 岐阜県知事許可　第９５４７号
許可年月日 令和３年７月２５日
有効年月日 令和８年７月２４日
建設業の種類 特定　　解体工事業、とび土工工事業

一般　　土木工事業、建築工事業

イ．保有機械 <1.8ｍ³> 2台 <0.25ｍ³> 3台
<1.4ｍ³> 1台 <0.15ｍ³> 3台
<0.7ｍ³> 14台 移動式破砕機 1台
<0.4ｍ³> 5台 タイヤショベル 2台

コンプレッサー 3台

2．産業廃棄物処理業
ア．許可の内容
収集運搬業

岐阜県

愛知県

三重県

滋賀県

処分業(中間処理)

岐阜県

1)積替え、保管を除く。
　燃え殻、汚泥　　以上　2種類
2)積替え、保管を含む。
　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず
（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く）及び陶磁器くず、
がれき類　以上　7種類

積替え、保管を行う場所
1)所在地　岐阜県大垣市荒川町東大ダラ919-1
2)保管面積　33.60ｍ2
3)保管上限　32ｍ3　　4)高さ　該当なし

事業の範囲

※優良産廃処理業者認定

許可年月日

有効年月日

第 02111002758 号
令和3年5月13日
令和10年4月25日

許可番号

※優良産廃処理業者認定

　燃え殻、汚泥、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（自動車等破砕物を除く）、紙くず、木くず、繊維
くず、金属くず（自動車等破砕物を除く）、ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず（自動車等破
砕物、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く）及び陶磁器く
ず（自動車等破砕物を除く）、がれき類、ﾀﾞｽﾄ類　　　以上　10品目

許可年月日

有効年月日

第 02400002758 号
平成28年12月13日
令和5年11月20日

許可年月日

有効年月日

第 02300002758 号
平成28年1月21日
令和4年12月18日

許可番号 事業の範囲

※優良産廃処理業者認定

　燃え殻、汚泥、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（石綿含有産業廃棄物を含む。）、紙くず、木く
ず、繊維くず、金属くず、ｶﾞﾗｽくず等（石綿含有産業廃棄物を含む。）、がれき
類（石綿含有産業廃棄物を含む。）　　　以上　9種類
＊ｶﾞﾗｽくず等とは、「ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず（工作物の新築、改築又は除去に
伴って生じたものを除く。）及び陶磁器くず」をいう。

許可年月日

有効年月日

第 02501002758 号
平成31年4月18日
令和6年3月14日

許可年月日

有効年月日

第 02121002758 号
令和3年5月13日
令和10年4月17日

※優良産廃処理業者認定

中間処理（焼却）
　木くず（これらのもののうち石綿含有廃棄物を除く。）　　以上　１種類

中間処理（破砕）
　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（自動車破砕物を除く）、木くず、紙くず、　繊維くず、金属く
ず（自動車破砕物を除く）、ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず（工作物の新築、改築又は除
去に伴って生じたものを除く）及び陶磁器くず（自動車破砕物を除く）、がれ
き類（これらのもののうち石綿含有廃棄物を除く。）　　以上　７種類

　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類/紙くず/木くず/繊維くず/金属くず/
ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除
く）及び陶磁器くず/工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたｺﾝｸﾘｰﾄの
破片その他これに類する不要物　　以上　7項目
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イ．施設等の状況

収集運搬車両
2ｔ 7台
3ｔ 2台
4ｔ 9台

塵芥車 1台
11ｔ 6台

計 25台

処分業(中間処理)
⑴種　　　類：焼却施設
　設置場所  ：岐阜県大垣市荒川町東大ﾀﾞﾗ917-1
　設置年月日：平成5年3月22日
　火格子面積：12ｍ2
　処理能力　：木くず（これらのもののうち石綿含有廃棄物を除く。）4.8ｔ/日（0.8ｔ/時間）

⑵種　　　類：破砕施設1
　設置場所  ：岐阜県大垣市荒川町東大ﾀﾞﾗ918番地1、919番地1
　設置年月日：平成15年1月24日
　処理能力　：がれき類（これらのもののうち石綿含有廃棄物を除く。）320ｔ/日（40ｔ/時間）
　許可年月日：平成14年11月7日　許可番号：岐阜県指令廃対第39号の5

⑶種　　　類：破砕施設2
　設置場所  ：岐阜県大垣市荒川町東大ﾀﾞﾗ918番地1、919番地1
　設置年月日：平成15年1月24日
　処理能力　：木くず（これらのもののうち石綿含有廃棄物を除く。）5.92ｔ/日（0.74ｔ/時間）、繊
維くず（これらのもののうち石綿含有廃棄物を除く。）1.28ｔ/日（0.16ｔ/時間）、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（自動
車破砕物を除く）（これらのもののうち石綿含有廃棄物を除く。）、3.76ｔ/日（0.47ｔ/時間）、紙く
ず（これらのもののうち石綿含有廃棄物を除く。）1.84ｔ/日（0.23ｔ/時間）、金属くず（自動車破砕
物を除く）（これらのもののうち石綿含有廃棄物を除く。）12.24ｔ/日（1.53ｔ/時間）、ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸ
ﾘｰﾄくず（工作物の新築、改築又 は除去に伴って生じたものを除く）及び陶磁器くず（自動車破
砕物を除く）（これらのもののうち石綿含有廃棄物を除く。）7.6ｔ/日（0.95ｔ/時間）
　許可年月日：平成14年11月7日　許可番号：岐阜県指令廃対第39号の6
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ウ．処理実績

エ．廃棄物処理料金
別途見積りによる。
＊廃棄物の種類、数量、荷姿、性状等により、処理料金が異なります。

※産廃のみ
②　受託した産業廃棄物の処理量

2021年度（令和3年4月　～　令和4年3月）

（ⅰ）収集運搬

単位 収集運搬量
t 53,573.00
t 2,555.00
t 1,625.00
t 637.00
t 58,390.00

（ⅱ） 中間処理
廃棄物の種類 処理⽅法等 単位 処理量 受託分 自社分

がれき類 破砕 t 43,388.00 40,305.00 3,083.00
⽊くず 焼却・破砕・再資源化(ﾏﾃﾘｱﾙ) t 2,481.00 2,165.00 316.00
廃プラスチック類 破砕・仕分・再資源化(ﾏﾃﾘｱﾙ) t 1,541.00 1,491.00 50.00
ガラス陶磁器くず、混合廃棄物、他 破砕・仕分・再資源化(ﾏﾃﾘｱﾙ) t 512.00 324.00 188.00
がれき類 マテリアル(再⽣砕⽯) t 41,660.00 38,577.00 3,083.00
⽊くず サーマル t 17.00 14.00 3.00
廃プラスチック類 サーマル、マテリアル t 67.00 66.00 1.00
ガラス陶磁器くず、混合廃棄物、他 マテリアル(再⽣路盤材) t 83.00 80.00 3.00

t 41,827.00 38,737.00 3,090.00
t 47,922.00 44,285.00 3,637.00

（ⅲ）最終処分
処理⽅法等 単位 処分量

管理型埋⽴ t 20.00
t
t
t 20.00

（ⅳ）中間処理後の産業廃棄物（最終処分・中間処理・再資源化等）
廃棄物の種類 処理⽅法等 単位 処分量等

がれき類 安定型埋⽴ t 1,728.00
⽊くず(焼却後、燃え殻) 管理型埋⽴ t 736.00
廃プラスチック類 安定型埋⽴ t 737.00
ガラス陶磁器くず、混合廃棄物、他 安定型埋⽴ t 171.60

t 3,372.60
廃棄物の種類 処理⽅法等 単位 処理量等

がれき類 マテリアル(再⽣路盤材) t 1,728.00
⽊くず サーマル t 0.00
廃プラスチック類 サーマル、マテリアル t 737.00
ガラス陶磁器くず、混合廃棄物、他 マテリアル t 257.40 中間処理合計 47,922

t 2,722.40 再資源化等量合計 44,549

t 6,095.00 リサイクル率 93.0%

⼩計
合計

廃棄物の種類
がれき類
⽊くず
廃プラスチック類
ガラス陶磁器くず、混合廃棄物、他

合計

合計

9年目

廃棄物の種類
燃え殻

合計

中
間
処
理
後
の

産
業
廃
棄
物

最
終
処
分

⼩計

中
間
処
理

︵

再
資
源
化
等
︶ ⼩計

中間処理

う
ち

再
資
源
化
等
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埋立　安定型K社 埋立

木くず

焼却 C社 埋立 埋立　管理型

破砕 売却

F社 破砕 堆肥利用

（廃タイヤ）

D社 破砕

終処分
｢再生を含む｣

再生路盤材として
利用

売却金属くず 破砕

処理後の
廃棄物

再生砕石として売
却

再生路盤材として
利用

その他がれき
類（瓦等）

受
入

建設廃棄物処理フロー図

A社 破砕

破砕

B社 破砕

再生委託先

ガレキ類 破砕

中間処理

売却

E社 破砕
燃料及び堆肥とし

て再利用

破砕 I社
選別
破砕

L社ほか 埋立

売却
再利用

埋立　安定型

埋立　管理型

再利用破砕

破砕 売却

J社ほか 破砕

K社ほか 埋立

廃プラスチック
類

破砕
H社ほか

G社

廃プラスチック
類・ガラスくず、
コンクリートく
ず及び陶磁器
くず、紙くず・
繊維くず・廃石

膏ボード
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過去3年の実績　２０１８年度～２０２０年度

２０１２年度
基準年度

２０１８年度
６年目

２０１９年度
７年目

２０２０年度
８年目

年間
実績値

年間
実績値

年間
実績値

年間
実績値

ｋｇ/CO2 1,086,027 939,337 1,056,589 929,625

電力 ｋｇ/CO2 110,433 98,943 110,095 88,423

灯油 ｋｇ/CO2 2,960 1,726 1,903 1,408

液化石油ガス(LPG) ｋｇ/CO2 146 70 125 24

ガソリン ｋｇ/CO2 56,191 39,626 46,359 38,263

軽油 ｋｇ/CO2 916,296 798,972 898,107 801,507

ﾄﾝ 2.84 3.12 2.83 2.43

ﾄﾝ 34.8 21.0 20.0 16.8

％ 94.6 93.0 93.6 93.1

m³ 347 410 540 333

未把握 19 24 26

未把握 100% 100% 100%

未把握 ６回／年 ５回／年 １８回／年

項目 単位

二酸化炭素排出量削減

一般廃棄物の削減

産業廃棄物の削減

再資源化率の向上

水使用量の削減

グリーン購入

製品への環境配慮

社会貢献

中期環境経営目標　２０２１年度～２０２４年度

２０１２年度
基準年度

２０２１年度

削減目標　12％

２０２２年度

削減目標　13％

２０２３年度

削減目標　14％

２０２４年度

削減目標　15％

年間
実績値

年間

目標値

年間

目標値

年間

目標値

年間

目標値

ｋｇ/CO2 1,086,027 955,704 944,843 933,983 923,123

電力 ｋｇ/CO2 110,433 97,181 96,077 94,972 93,868

灯油 ｋｇ/CO2 2,960 2,605 2,575 2,546 2,516

液化石油ガス(LPG) ｋｇ/CO2 146 128 127 126 124

ガソリン ｋｇ/CO2 56,191 49,448 48,887 48,325 47,763

軽油 ｋｇ/CO2 916,296 806,341 797,178 788,015 778,852

ﾄﾝ 2.84 2.499 2.471 2.442 2.414

％ ─ 100% 100% 100% 100%

％ ─ 95% 95% 95% 95%

％ ─ 100% 100% 100% 100%

％ 94.6 99.0 99.0 99.0 99.0

m³ 347 305 302 298 295

未把握 ２２品目購入 ２３品目購入 ２４品目購入 ２５品目購入

未把握 100% 100% 100% 100%

未把握 １６回／年 １６回／年 １６回／年 １６回／年

* 再資源化率の向上における目標値は、削減目標の率とは別で設定する
PRTR法対象物質の使用は無い

項目 単位

二酸化炭素排出量削減

一般廃棄物の削減

　再資源化率目標(本社事務所)

再資源化率の向上*

水使用量の削減

グリーン購入

製品への環境配慮

社会貢献

　再資源化率目標(建設現場)

　再資源化率目標(ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ)

産業廃棄物の削減(自社排出量)
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環境経営目標の実績、環境経営計画の取組結果と評価

１．環境目標の実績　　２０２１年４月～２０２２年３月 ＊購入電力の排出係数：0.452ｋｇ-CO2/kWh

基準年度
（2012年度）

２０２１年度
削減目標　11％

年間
年間

目標値
実績値 対目標値

ｋｇ/CO2 1,086,027 955,704 881,543 96% ◯

・目標を達成した
・継続して排出量削減に努めること

電力 ｋｇ/CO2 110,433 97,181 75,967 78% ◯
・目標を達成した
・継続して排出量削減に努めること

灯油 ｋｇ/CO2 2,960 2,605 1,672 64% ◯
・目標を達成した
・継続して排出量削減に努めること

液化石油ガス(LPG) ｋｇ/CO2 146 128 80.7 63% ◯
・目標を達成した
・継続して排出量削減に努めること

ガソリン ｋｇ/CO2 56,191 49,448 36,162 73% ◯
・目標を達成した
・ハイブリッド車への入替えが功を奏し
た
・継続して排出量削減に努めること

軽油 ｋｇ/CO2 916,296 806,341 767,661 95% ◯
・目標を達成した
・継続して排出量削減に努めること

ﾄﾝ 2.84 2.50 2.71 108% ×
・目標未達
・紙ｺﾞﾐと弁当ｺﾞﾐが圧倒的に多い
・目標達成手段を見直し、改善すること

　再資源化率目標(本社事務所) ％ ─ 100% 2.0ｔ/2.0ｔ 100% ◯
・目標を達成した
・継続してゴミの分別を進めて排出量
の削減に努めること

　再資源化率目標(建設現場) ％ ─ 95% 3,115ｔ/3,637ｔ 86% ×
・目標未達
・現場での分別解体を促進すること
・木くずの再資源化に務めること

　再資源化率目標(ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ) ％ ─ 100% 17.5ｔ/17.5ｔ 100% ◯
・目標を達成した
・継続してゴミの分別を進めて排出量
の削減に努めること

％ 94.6 99.0 93.0 -6.0% ×
・目標未達
・分別、再資源化への取組を継続して
行い、リサイクル率の向上に努めること

m³ 347 305 519 170% ×
・目標未達。目標達成手段を見直し、有
用な活動を行う。雨水の利用促進、節
水の啓蒙など継続して行うこと

未把握 ２２品目購入 ２９品目購入 131% ◯
・目標を達成した
・仕入先からの情報提供等を活用し、
継続してグリーン購入に努めること

未把握 100% 100% 100% ◯
・目標を達成した
・継続して、着工前の施工検討にて分
再生砕石の利用促進を図ること

未把握 １６回／年 １７回／年 106% ◯
・目標を達成した
・継続して社会貢献活動を実施すること社会貢献

再資源化率の向上

項目 単位

産業廃棄物の削減(自社排出量)

二酸化炭素排出量削減

一般廃棄物の削減

評価

水使用量の削減

グリーン購入

２０２１年度実績
（１２ヶ月）

製品への環境配慮
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□環境経営計画及び取組結果とその評価

◎：よくできた　　○：まあまあできた　　△：あまりできなかった　　×：全くできなかった

活動状況 活動計画

電力の二酸化炭素削減

◯ 継続

◯ 継続

◯ 継続

燃料の二酸化炭素削減

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

◎ 継続

◎ 継続

◎ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

△ 継続

○ 継続

◎ 継続

◎ 継続

◎ 継続

◎ 継続

◎ 継続

◎ 継続

◎ 継続

・再資源化先の開拓

・燃費のよい自動車の採用

製品への環境配慮

目標値から6.0ポイント未達であった。継続
して再資源化率の向上に取り組むこと。そ
の為にも分別が重要であり活動を継続し
て推進すること。
木くず再資源化の方策を検討する。

水道水の削減

グリーン購入

・エコマーク認定品の優先購入 仕入先の情報提供等を活用し、26品目の
環境配慮品目を購入し目標を達成した。
継続してグリーン購入に努めること。

・低公害建設機械の使用

社会貢献

・毎朝、事業所周辺の清掃 新型コロナウィルス感染拡大防止のため
中止があったが、目標を達成した。継続し
て社会貢献活動に積極参加すること。・河川クリーン作戦等への参加

・再生資源の利用　※例：再生砕石

・自治会等の清掃、廃品回収活動への参加

再生砕石の利用促進活動を継続するこ
と。

活動計画（目標達成手段）

・現場での分別解体徹底

目標値より10％削減、目標達成。電力によ
る二酸化炭素排出量の85.5%をﾘｻｲｸﾙｾﾝ
ﾀｰが占めるので、部門特有の目標達成手
段を検討する。まだ未使用時の無駄な電
気点灯が現認されるので、継続してこの
活動計画を進める。

目標値より4％削減、目標達成。低燃費車
の導入など燃料削減に努めた。全体の
86％を占める軽油による排出量をコント
ロールするため部門特有の目標達成手段
を検討し、継続してこの活動計画を進め
る。

・「オフィスでできる節電アクション」の励行

・不要照明、昼休みの消灯

・破砕機の無負荷時間低速運転

・アイドリングストップ、エコドライブの励行

・重機作業「ECOモード」の励行

・工法を検討し、エネルギー消費を抑える

・3Rの推進

・再委託先への再資源化率向上要請

評価(結果と次年度の取組内容)

一般廃棄物の削減

産業廃棄物再資源化率の向上

産業廃棄物の削減（自社排出量）

・ゴミの分別、廃紙のリサイクル化 目標値より15%削減、目標達成。
ペーパーレス化、裏紙使用の励行を継続
し、排出削減に取り組む。

現場(外部)のゴミを持ち帰らない

・木くず、廃プラ類の再資源化促進

二
酸
化
炭
素
削
減

・雨水利用の促進

・運行経路を検討し、エネルギー消費の少ない運行

・自動車発進時、ふんわりアクセル「eスタート」の励行

・ペーパーレス化(郵便物・保管文書)の促進

・漏水点検(検針の異常確認) 目標値から70％未達。目標達成手段の見
直しを行い、有用な活動に取り組むこと。
啓蒙活動を通じ節水を継続すること。

・不要な散水の抑制

・ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰでの混合廃棄物の分別徹底

・分別の徹底 概ね目標を達成した。継続して排出削減
に取り組むこと。機械工具等消耗品の３Ｒ
活動を継続して推進すること。・工具、消耗品を大切に使う
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□次年度の取組内容

責任部門

電力の二酸化炭素削減

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

燃料の二酸化炭素削減

施工管理部

工務部

工務部

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

総務部

総務部・ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

工務部・ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

総務部
ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

・自動車発進時、ふんわりアクセル「eスタート」の励行

・重機作業「ECOモード」の励行

工務部
ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

・ペーパーレス化(郵便物・保管文書)の促進

全社（総務部・施工管理部・
工務部・ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ）

一般廃棄物の削減

活動計画（目標達成手段）

二
酸
化
炭
素
削
減

・オフィスでできる節電アクションの励行

・不要照明、昼休みの消灯

・破砕機の無負荷時間低速運転

・アイドリングストップ、エコドライブの励行

・運行経路を検討し、エネルギー消費の少ない運搬を行う

・工法を検討し、エネルギー消費を抑える

・ゴミの分別、廃紙のリサイクル化

現場(外部)のゴミを持ち帰らない

産業廃棄物の削減（自社排出量）

・分別の徹底(資源とゴミ)

・工具、消耗品を大切に使う

・3Rの推進

・木くず、廃プラ類の再資源化促進

産業廃棄物再資源化率の向上

・現場での分別解体徹底

・ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰでの混合廃棄物の分別徹底

・再委託先への再資源化率向上要請

・再資源化先の開拓

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
施工管理部

水道水の削減

・漏水点検(検針の異常確認)

・不要な散水の抑制

・雨水利用の促進

製品への環境配慮

グリーン購入

・エコマーク認定品の優先購入

・燃費のよい自動車の採用

　目標値を達成できなかった項目については、是正処置を実施し、社員の理解と意識向上を図り、具体
的な目標達成手段の徹底を行うこととし、安易に目標値の変更は行わない。但し、原因の追求及び分析
(事務所、現場、ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ毎)を行い対策を講じる。

営業部
工務部

施工管理部
ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
工務部

総務部
ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

社会貢献

・毎朝、事業所周辺の清掃

・河川クリーン作戦等への参加

・自治会等の清掃、廃品回収活動への参加

全社
（総務部・施工管理部・
工務部・ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ）

・再生資源の利用　※例：再生砕石

・低公害建設機械の使用
施工管理部
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□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

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去３年間ありませんでした。

□代表者による全体の評価と見直し・指示
[環境方針]

変更の必要性：□有　　　☑無

[目標・活動計画]
変更の必要性：□有　　　☑無

[その他]体制及びシステム
変更の必要性：□有　　　☑無

以上

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

廃棄物処理法 一般廃棄物、産業廃棄物（金属ｸｽﾞ、廃プラ、廃ガラス、廃油等）

石綿障害防止規則 解体工事(石綿)

オフロード法

消防法（危険物） 酸素、アセチレンの保管

騒音・振動規制法 建設機械、空圧機

自動車リサイクル法 営業用乗用車、ダンプトラック

業務用空調機、エアドライヤ、業務用冷凍空調機器、簡易点検

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。

フロン排出抑制法

特定特殊自動車排出ガス排出規制（重機等使用時）

建設リサイクル法 解体工事時の分別等及び再資源化等の実施

ばい煙発生施設（焼却炉）の適正管理

粉じん発生施設（破砕施設）の適正管理

特定工事の特定粉じん排出等作業時における作業基準の遵守 

ダイオキシン類対策特別措置法 廃棄物焼却炉燃え殻のダイオキシン類量の基準値以内の処理

大気汚染防止法

2021年度は、昨年に続きコロナが未だ収束の兆しも見えず、建設業界への影響は直接的

なものではないとはいえ、設備投資意欲や個人消費へのマイナス影響が徐々に現われて

きているように感じます。

周りの変化に合わせて変わっていくために「強い思い」を持って取り組んで欲しい。自分

たちの実力を過大評価せず、自身を冷静に判断して強い意志を持って『思いを形に』を実

現できるよう進めていきたいと思います。

社員の皆さんに、より良い職場環境をつくるべく、新社屋建設計画をすすめております。

良い職場環境で、良い仕事をし、お客様をはじめ会社のステークホルダー各位に喜んでい

ただけるよう、エコアクション21の活動に取り組むことを願います。
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