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１．組織の概要

【事業所名】 株式会社　響建設

ARCHITECTS STUDIO JAPAN KOCHI STUDIO

【代表者氏名】 代表取締役社長　丁野敏明

【所在地】

　　本社 〒780-8052　高知市鴨部1丁目22番24号

　　倉庫 〒781-2110　吾川郡いの町北内344-2

【環境管理責任者氏名及び担当者連絡先】

環境管理責任者氏名 常務取締役 丁野　正明

連絡先担当者 総務課 山本　里子

総務課 吉本　加菜

工務課 起塚　隆史

営業課 嶋川　忍

ASJ 嶋川　忍

連絡先 ＴＥＬ(代表)： 088-844-7300

ＦＡＸ： 088-844-5366

Ｅ－ｍａｉｌ： info@hibiki-cc.jp

HPアドレス： http://www.hibiki-cc.jp

【事業活動の内容についての簡単な記述】

建設業（主に建築工事）

建設業許可

　許可番号

　許可年月日

　建設業の種類 土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業

とび・土工工事業 屋根工事業

鋼構造物工事業 舗装工事業 塗装工事業 防水工事業

内装仕上工事業 建具工事業 解体工事業

ZEH・太陽光発電システムの販売

電解還元水整水器販売

【事業規模】

設立年月日 1970年4月16日設立

資本金 2,000万

　　　2018年度 　　　2019年度 　　　2020年度

製品生産量・出荷額（売上高） 1,402,777 1,068,716 1,276,753

　　（千円）

従業員数　　　　　　（名） 17 19 21

事業所敷地面積　　　（ｍ2 ） 全社 1,247.34 全社 1,247.34 全社 1,247.34

事業所延べ床面積　　（ｍ2 ） 全社 470.20 全社 470.20 全社 470.20

※従業員数 毎年6月末日

会計年度 　　2020年7月　　～　　2021年6月

ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事業

平成29年6月14日～令和4年6月13日

高知県知事　許可(特-29)第1635号

③　環境レポート　組織の概要
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２．対象範囲、レポートの対象期間及び発行日

【対象範囲（認証・登録範囲）】

株式会社　響建設　　全社(全組織、全活動)

　本社 〒780-8052　高知市鴨部1丁目22番24号

    倉庫 〒781-2110　吾川郡いの町北内344-2

【事業活動】

特定建設業

(土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、

 屋根工事業、ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、

 防水工事業、内装仕上工事業、建具工事業、塗装工事業、解体工事業)

ZEH・太陽光発電システムの販売

【レポートの対象期間】

2020年7月～2021年6月

【環境経営レポートの発行日】

2021年9月1日

【作成責任者】

環境管理責任者　 常務取締役　丁野　正明

④　環境レポート　対象範囲



３．環境経営方針

【環境経営理念】

　当社は、常に新しい発想で世の中のニーズに合い、社会で必要とされる企業を目指します。

　地域社会及び関わる人(社員とその家族・取引先・顧客)を幸せにし、全ての人の

心に響く企業を目指します。

この経営理念に基づき、環境保全活動に全社一丸となって自主的、積極的に取り組みます

【行動指針】

１．具体的に次の項目に取り組みます。

　①　電灯、冷暖房等の消費電力の削減を行い、二酸化炭素の排出量の削減

　②　車両運転時のエコドライブ推進

　③　ＣＬＴ構造による高気密高断熱の建物の設計提案をし、環境に配慮した建設工事を推進

　④　自然エネルギーを活用した仕組みの提案

　⑤　ゼロエミッションの推進

　⑥　水使用量の削減

　 　⑦　グリーン製品購入を推進し環境配慮への取組

2.全社員に「環境理念」「基本方針」を周知徹底し、環境に対する重要性の意識を高めていきます。

環境活動レポート等、環境情報については社外に公表します。

社会貢献活動に積極的に取り組んでいきます。

3．遵法

　環境関連法規並びに条例等を遵守します。

4.　環境経営目標および環境経営活動を定め、定期的に見直し、継続的改善に取り組みます。

制定日　平成25年8月20日

改定日　令和元年7月1日

株式会社　響建設

代表取締役社長

⑤　環境レポート　環境経営方針



４．環境経営組織体制

経営責任者

環境管理責任者

環境事務局

ＥＡ２１推進委員会

★　2020年7月20日環境事務局増員

　　吉本　加菜

総務部門 工務部門 営業部門 ＡＳＪ部門 倉庫部門

環境経営システム　役割・責任・権限表

役割・責任・権限

代表者 ・環境経営に関する統括責任

・環境経営システム実施に必要な人、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

・環境経営目標、環境経営計画・環境経営組織体制を承認

・代表者による全体評価と見直し実施

・環境経営レポートの承認

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・環境経営織体制を確認

・環境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

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、ＥＡ２１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組の自己チェックの実施

・環境経営目標、環境経営計画・環境経営組織体制原案の作成

・環境活動の実績集計

・環境関連法規等取りまとめ表の作成及び最新版管理

・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

部門長 ・自部門における環境経営方針の周知、従業員への環境教育訓練実施

・自部門に関係する環境経営計画の実施、達成状況報告

・自部門に関係する緊急事態訓練の実施

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

従業員 ・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

・決められた事を守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

相談役

秋澤　算

山本　里子

吉本　加菜

部長

起塚　隆史

全従業員

代表取締役社長

丁野敏明

常務取締役

丁野正明

山崎きくこ

課長

山崎きくこ

部長

起塚　隆史

課長

嶋川　忍

マネージャー

嶋川　忍

⑥　環境レポート　環境管理組織体制



５．環境経営計画への取組概要

＜概要＞

本業である建設を通じて、地球温暖化問題への取り組みや地域の

環境活動に自主的・積極的に取り組みます。

◆　省エネルギー・ＣＯ2排出量削減

     エネルギーの使用を削減し、二酸化炭素排出量の抑制につなげる

◆　省資源・廃棄物排出量削減　

資源使用量の削減、リサイクルなどを行い、資源の節約につなげる

◆　リユース　

再利用を行い、資源を有効に活用する

◆　有害物質の排除　

有害化学物質の排除、また健康への影響を配慮して使用制限を守る

◆　５Ｓ活動　　

業務の効率化を図る 　　　　

整理・整頓・清掃・清潔・躾　　

◆　周辺環境への配慮　

近隣地域の生活環境への配慮をする

エネルギーの使用を削減し、二酸化炭素

排出量の抑制につなげるするため日々節

電を心がけています。

本社事務所では昼休憩時中はOA機器類は

シャットダウンし、照明は消灯していま

す。また、事務所内の照明をLEDに変更

することにより、使用量を削減。また空

調温度の徹底や不要時に照明をこまめに

切るようにしています。

⑦環境レポート　環境経営活動への取組の概要



環境経営目標 （2020年度）

（１）単年度目標 （2020年度目標の場合） -5%

基準年 ２０２０年度

　　　　　　　項目 総量・原単位 単位 2016年度 目標

2016.7-2017.6 2020.7-2021.6

売上高 百万円 1,452 1,500

燃料使用量

ガソリン使用量 総量 （ℓ） 19,957 18,959

原単位 （ℓ/百万円） 13.74 12.64

灯油使用量 総量 （ℓ） 638 606

原単位 （ℓ/百万円） 0.44 0.40

ＬＰＧ使用量 総量 （ｍ3） 0.7
使用量が少ないため2～3㎥

の間で納めるようにする

原単位 （ｋｇ/百万円） - -                          

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 37,644 35,760

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 25.93 23.84

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 68,703 65,260

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 47.32 43.51

水使用量 総量 （ｍ3 ） 1,155 1,090

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.80 0.73

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 766 727

原単位 （ｋｇ/百万円） 0.53 0.48

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 3,805 3,600

原単位 （ｔ/百万円） 2.62 2.40

産業廃棄物再資源化率　 総量 （％） 96 96

グリーン購入 総量 （％） 65 65

環境に配慮した工事 総量 （％） 100 100

社会貢献活動 総量 （回） 25 25

・基準値の値は2016年度(2016年7月～2017年6月)の実績値とする

・2020年度目標値は、2016年度から-5％とする。

・社会貢献活動は、2回/月以上とし、年間24回以上とする。

・電力のＣＯ2 発生量については、電気事業者別のＣＯ2 排出係数（29年度実績）

　　（2018年12月27日公表）の四国電力の調整後排出係数0.535（kg－ＣＯ2 ／ｋＷｈ）を使用した。

・グリーン購入量は、製品購入金額全体に対する環境商品の購入金額割合（％）

⑧環境レポート　環境経営目標・単年度



環境経営目標 （2020年度）

（２）中長期目標

項目 総量・原単位 単位 2016年度 2021年度 2022年度 ２０２3年度

実績(基準年) 目標 目標 目標

売上高 百万円 1,452 1,500 1,500 1,300

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 19,957 18,700 18,560 18,360

原単位 （ℓ/百万円） 13.74 12.47 12.37 14.12

　灯油使用量 総量 （ℓ） 638 600 593 586

原単位 （ℓ/百万円） 0.44 0.40 0.40 0.45

　ＬＰＧ使用量 総量 （ｍ3） 0.7

原単位 （ｋｇ/百万円） -                   - -                   -                   

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 37,644 35,300 35,000 34,000

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 25.93 23.53 23.33 26.15

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 68,703 64,500 63,900 63,200

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 47.32 43.00 42.60 48.62

水使用量 総量 （ｍ3 ） 1,155 1,086 1,074 1,062

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.80 0.72 0.72 0.82

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 766 720 712 704

原単位 （ｋｇ/百万円） 0.53 0.48 0.47 0.54

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 3,805 3,577 3,538 3,500

原単位 （ｔ/百万円） 2.62 2.38 2.36 2.69

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 96

グリーン購入 総量 （％） 65

環境に配慮した工事 総量 （％） 100 100 100 100

社会貢献活動 総量 （回） 25

・2016年度を基準とし、2021年度-6％、2022年度-7％、2023年度-8％、を目標値として設定する。

・電力のＣＯ2 発生量については、電気事業者別のＣＯ2 排出係数（29年度実績）

　　（2018年12月27日公表）の四国電力の調整後排出係数0.535（kg－ＣＯ2 ／ｋＷｈ）を使用した。

2回/月以上とし、年間24回以上

使用量が少ないため2～3㎥の間で納めるようにする

全期間において90％以上

全期間において60％以上の購入

⑧環境レポート　環境経営目標・単年度 (中長期)



環境経営計画 （2020年度）

期間： 2020年 7月 ～　2021年 6月

活動内容 担当者 期間

○排出ガス対策型建設機械の使用推進 工務部門　起塚

〇計画的な運行計画 工務部門　起塚

〇重機のエコモード運転の実施 工務部門　起塚

〇エコドライブの徹底 工務部門　起塚

○車両の定期点検整備の実施 工務部門　起塚

○昼休憩時の電気消灯の徹底 総務部門　山崎

〇クールビズ・ウォームビズ活動 総務部門　山崎

○空調の適温化の徹底(冷房28℃暖房20℃) 総務部門　山崎

○ＯＡ機器の不在時電源ＯＦＦ 総務部門　山崎

総務部門　山崎

○部分的な照明の使用 総務部門　山崎

○食器のまとめ洗い 総務部門　山崎

○漏水点検 総務部門　山崎

○蛇口の閉め忘れ等の確認 総務部門　山崎

○電子化による紙使用の低減 総務部門　山崎

○裏紙への再利用(社内文書のみ) 総務部門　山崎

○分別化の徹底 総務部門　山崎

○再生紙の使用 総務部門　山崎

○廃棄物の分別の徹底 工務部門　起塚

○余剰がなるべく出ないような発注 工務部門　起塚

○産業廃棄物保管場所 工務部門　起塚

○多量排出事業者　産業廃棄物処理計画書の提出 工務部門　起塚

○エコマーク表示品の優先購入 総務部門　山崎

○再生紙の使用 総務部門　山崎

○有害物質を含んだ建材や資材の使用制限 工務部門　起塚

○省エネ住宅の提案 営業部門　嶋川

○再生資材の優先使用 工務部門　起塚

○工事中の騒音や粉塵対策 工務部門　起塚

○排出ガス対策型建設機械の使用推進 工務部門　起塚

○河沿い等の清掃活動の実施 環境事務局　秋澤

○道路沿いの花壇の清掃及び花の植替 環境事務局　秋澤

○定期的な献血活動 環境事務局　秋澤

○5Ｓの徹底 総務部門　山崎

○業務改善提案書 環境事務局　秋澤

項目

業務の効率化

2020年 7月 ～

2021年 6月

〇ブラインドやカーテンの利用で熱の出入りを調整

水使用量削減

廃棄物削減

燃料使用量削減

一般廃棄物

産業廃棄物

グリーン購入

化学物資排出量削減

環境に配慮した工事

社会貢献活動

電力使用量削減

ＣＯ2排出量削減

⑨環境レポート　環境経営計画・当年度



環境経営目標の実績

（１）本年度実績

基準年 ２０２０年度 ２０２０年度 目標値／実績値 評価

　　　　　　　項目 総量・原単位 単位 ２０１6年度 目標 実績 （％）

2016.7～2017.6 2020.7～2021.7 2020.7～2021.8

売上高 百万円 1,452 1,500 1,276

燃料使用量

ガソリン使用量 総量 （ℓ） 19,957 18,959 19,188 98.81% △

原単位 （ℓ/百万円） 13.74 12.64 15.04

灯油使用量 総量 （ℓ） 638 606 195 311.25% ○

原単位 （ℓ/百万円） 0.44 0.40 0.15

ＬＰＧ使用量 総量 （ｍ3） 0.7 2～3ｍ3 0.7 300.00% ○

原単位 （ｋｇ/百万円） -                    - -                    

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 37,644 35,760 45,766 78.14% ✕

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 25.93 23.84 35.87

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 68,703 65,260 69,495 93.91% △

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 47.32 43.51 54.46

水使用量 総量 （ｍ3 ） 1,155 1,090 342 318.71% ○

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.80 0.73 0.27

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 766 727 525 153.13% ○

原単位 （ｋｇ/百万円） 0.53 0.48 0.41

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 3,805 3,600 2,903 124.01% ○

原単位 （ｔ/百万円） 2.62 2.40 2.28

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 96 96 97 101.04% 〇

グリーン購入量 総量 （％） 65 65 66 101.54% 〇

環境に配慮した工事 総量 （％） 100 100 100 100.00% 〇

環境美化活動 総量 （回） 25 25 20 80.00% ✕

・電力のＣＯ2 発生量については、電気事業者別のＣＯ2 排出係数（29年度実績）

　　（2018年12月27日公表）の四国電力の調整後排出係数0.535（kg－ＣＯ2 ／ｋＷｈ）を使用した。

・グリーン購入量は、製品購入金額全体に対する環境商品の購入金額割合（％）

・評価は、「○」、「△」、「×」で評価する。(○：100％、△：　90％以上、✕：　90％未満）

＜環境経営目標未達成等理由＞

〇   電力使用量は大型工事の仮設事務所が増加し、空調使用が多くなった為目標未達成となった。

〇　ガソリン使用量は前年度に比べ、人員の増加や遠方の現場に行き来する機会も多かった為目標未達成となった。

〇　産業廃棄物排出量は大型工事の受注もあり、前年度よりは増加したが、年間を通して目標達成できた。

　

〇　環境美化活動は天候不良で行えなかった月もあったが、前年度に比べコロナウィルスも少しずつ落ち着き目標回数に近づけた。

⑩環境レポート　環境経営目標の実績 



＜過去の実績＞

項目 総量・原単位 単位 ２０１６年度 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度

実績（基準年） 実績 実績 実績

売上高 百万円 1,452 1,402 1,068 1,276

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 19,957 18,494 16,837 19,188

原単位 （ℓ/百万円） 13.74 13.19 15.76 15.04

　灯油使用量 総量 （ℓ） 638.0 584.1 34.0 195

原単位 （ℓ/百万円） 0.44 0.42 0.03 0.15

　ＬＰＧ使用量 総量 （ｍ3） 0.7 2.4 0.6 0.7

原単位 （ｋｇ/百万円） -                        -                        -                        -                    

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 37,644 41,452 42,472 45,766

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 25.93 29.57 39.77 35.87

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 68,703 66,283 61,871 69,495

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 47.32 47.28 57.93 54.46

水使用量 総量 （ｍ3 ） 1155.0 861.6 635.0 342

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.80 0.61 0.59 0.27

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 766.0 547.0 480.0 525

原単位 （ｋｇ/百万円） 0.53 0.39 0.45 0.41

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 3,805 6,274 1,290 2,903

原単位 （ｔ/百万円） 2.62 4.48 1.21 2.28

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 95.6 96.4 99.0 97.2

グリーン購入 総量 （％） 65 73 67 66

環境に配慮した工事 総量 （％） 100 100 100 100

環境美化活動 総量 （回） 25 20 14 20

⑩環境レポート　環境経営目標の実績 



環境経営計画の取組結果とその評価

期間：2020年　　7月　　～　　2021年　　6月

活動内容 担当者 評価

○排出ガス対策型建設機械の使用推進 工務部門　起塚 ○

〇計画的な運行計画 工務部門　起塚 ○

〇重機のエコモード運転の実施 工務部門　起塚 ○

〇エコドライブの徹底 工務部門　起塚 △

○車両の定期点検整備の実施 総務部門　山崎 ○

○昼休憩時の電気消灯の徹底 総務部門　山崎 ○

〇クールビズ・ウォームビズ活動 総務部門　山崎 ○

○空調の適温化の徹底(冷房28℃暖房20℃) 総務部門　山崎 △

○ＯＡ機器の不在時電源ＯＦＦ 総務部門　山崎 ○

総務部門　山崎 ○

○部分的な照明の使用 総務部門　山崎 ○

○食器のまとめ洗い 総務部門　山崎 ○

○漏水点検 総務部門　山崎 ○

○蛇口の閉め忘れ等の確認 総務部門　山崎 ○

一般廃棄物 ○電子化による紙使用の低減 総務部門　山崎 ○

○裏紙への再利用(社内文書のみ) 総務部門　山崎 ○

○分別化の徹底 総務部門　山崎 ○

○再生紙の使用 総務部門　山崎 ○

産業廃棄物 ○廃棄物の分別の徹底 工務部門　起塚 ○

○余剰がなるべく出ないような発注 工務部門　起塚 ○

○産業廃棄物保管場所 工務部門　起塚 ○

○多量排出事業者　産業廃棄物処理計画書の提出 工務部門　起塚 ○

○エコマーク表示品の優先購入 総務部門　山崎 ○

○再生紙の使用 総務部門　山崎 ○

○有害物質を含んだ建材や資材の使用制限 工務部門　起塚 ○

○省エネ住宅の提案 営業部門　嶋川 ○

○再生資材の優先使用 工務部門　起塚 ○

○工事中の騒音や粉塵対策 工務部門　起塚 ○

○排出ガス対策型建設機械の使用推進 工務部門　起塚 ○

○河沿い等の清掃活動の実施 環境事務局　秋澤 △

○道路沿いの花壇の清掃及び花の植替 環境事務局　秋澤 ○

○定期的な献血活動 環境事務局　秋澤 ○

○5Ｓの徹底 総務部門　山崎 ○

○業務改善提案書 環境事務局　秋澤 ○

※評価：○できた、△改善の余地がみられる、×できていない

○総評 　　　　　

・ガソリンの使用量は今年度は遠方の現場が多く人員も増加したことから目標には達しなかった。

・電力使用量は大型工事に伴う仮設事業所の設置数が増え、空調の使用が多くなったのことが要因で使用電力量が増加してしまった。

・産業廃棄物の排出量は前年度に比べ大規模な解体工事が増えた為大幅増となったが、排出目標数量に対しては下回ることができた。また、電子マニフェストを

　導入したため、事務作業効率化の改善傾向につながった。

・花壇清掃・花の植替、定期的な献血活動は今年もコロナウィルスの影響で実施する機会は減ったがいずれも活動参加はできた。

・川沿い等の清掃活動の実施は天候不良の影響もあり実施できる機会が減った為、目標未達成となってしまった。

PC設定により自動電源OFFするようにしている。

省エネ住宅・設備の一覧表ファイルを作成し、管理を行っている。

今後、再生紙の購入をさらに増加させる.。

各現場責任者により徹底されパトロールによりチェックしている。

各現場責任者により徹底され、上長が確認している。

現場内での表示が徹底されている。

市及び県への報告において、1000トンを超えた場合に作成し提出。

今後、再生紙の購入をさらに増加させる。

項目 取組結果

現場にて使用を徹底、標準化とし、徹底されている。

実行できている

全車両に掲示し実施されている。

徹底されている。

毎週火曜日に車両点検表にて点検を実施している。

不要・不在時の消灯はできている

徹底されている。

温度設定を提示、徹底されているが仮設事務所での設置が増えた

〇ブラインドやカーテンの利用で熱の出入りを調整 実施されている。

燃料使用量削減

現場責任者により徹底、発注依頼書等により確認している。

現場責任者により徹底、安全パトロールにより確認している。

現場にて使用を徹底、標準化とし、徹底されている。

2021年3月より導入。

専用トレーも設置し徹底されている。

ゴミの分別表示を行い、徹底されている。

対象資材についてはF☆☆☆☆又は同等の大臣認定品の使用を徹底している

グリーン購入

配線工事により、ブロックごとに点灯するようにしている。

洗い桶へまとめて食器を洗うよう徹底している。

実施されている。

徹底されている。

ＣＯ2排出量削減

電力使用量削減

水使用量削減

廃棄物削減

努力はしているが、目標には少し届いていない

担当部署の責任者が判定

化学物資排出量削減

環境に配慮した工事

社会貢献活動

2021年3月29日　実施

業務の効率化
事務所内及び現場事務所へも掲示し、チェックシートにより確認している。

面接時各自提出書類へ記入あり。

天候不良関係で実施できない時があり。

2020年11月11日　実施。

⑪環境レポート　環境経営計画 の取組結果とその評価



具体的な取組状況

（1）活動状況（現場・社内）

① 熱の出入りを調整
■取組内容　空調ファンで調整

■取組内容　ブラインドで調整

②5S運動

③「クールビス四国」「ウォームビズ四国」への参加

■取組内容

5Sは、身の回りの整理、整頓を通じて、
仕事のバラツキをなくして、品質と生産性を
高めるために有効な手法です。
弊社では現場・社内ともに５S活動を徹底し、
改善のイロハを習得し、標準化を進め組織力・
チーム力を高めることにも効果を発揮できるよ
うにしています。

地球温暖化対策を推進する観点から、4

県連携事業である「クールビス四国」

「ウォームビズ四国」に参加しています。

社内にポスターを掲示し、取り組みへの

意識向上へつなげています。

南側の窓にブラインドを設置し、強い

日差しシャットアウト！冷房効率を上

げ、電気代の節約に繋げるよう心掛け

ています。

寒い冬場は、ブラインドを上げ、太陽
光を日常的に活用。厚手の上着等を着
用するなどして、エアコン温度設定を
一定に保つように心がけています。

事務所天井埋込形エアコンの吹き出しにファンなど

を付けて、風を攪乱させる装置を導入しました。空

調効率を上げ、電気代の節約に繋げるよう心掛けて

います。



④グリーン商品の購入

⑤総排水量の削減

■取組内容

(2) 活動状況　（現場のゼロエミッション）

① 杭残土の処理 ■取組内容

設計段階で杭工事の選定を構造設計者

と共に行い、杭工事による残土を国土
交通省のガイドラインに沿って廃棄物
とせず、再利用しています。

まずボーリング調査により地質への
対応やコスト面、また周囲への環境の
影響や工期について協議します。
実際に工事が始まると杭残土（汚泥）
はかなりの量となって現場内を占領し、
処理については場外へ出すこととなり、
それはもちろん産業廃棄物となります。

そこで大量に出た杭残土を改良剤に
よって安定させ、敷地内に適正に保管し、

建物内の埋戻しに再利用しました。
これにより産業廃棄物の低減と建築費
のコストダウンに成功し、
施主様に大変喜んで頂きました。

事務所の洗い物は水を流しっ放しで使用しない
ようにまとめ洗いするなどして常に節水を心掛
けています。また、事務所改修に伴い節水型蛇
口に変更し、水量削減に努めています。
水廻りには節水表示を掲示し、社員一同節水意
識を高めています。

■取組内容

事務用品は詰替え・付替え・補充・替え芯商品を積極的に購入することでゴミ削減・資

源の有効活用につながるよう努めています。



（3） 活動状況　（車輛関係)

① 現場における重機・車輛の使用によるCO2排出量削減

車輛の定期点検整備の実施

■取組内容

車輛によるアイドリングストップはもちろんのこと、

省エネ運転の指導促進や重機車輛の適正整備の励行を

進めています。

社員の使用する全車輛については、エコドライブ10

のすすめを掲示し、エコ運転に心掛けています。

また毎週火曜日には、車輛点検表を用いた定期点検

を実施しています。排出ガス対策型建設機械の使用推進

エコドライブ10のすすめ
エコドライブの徹底



（4） 活動状況　（現場　その他）

 環境に配慮した工事

防音シート（騒音・粉塵対策） コーナーの角切り

仮囲いの設置

Ecoパネルの使用

■取組内容

近隣の方に迷惑が掛からないように、

騒音や粉塵対策には特に気を使い、防

音ｼｰﾄ張りや仮囲いの設置を行っていま

す。

仮囲いについては、太陽の光や照明

などの紫外線が当たると光触媒反応を

起こし、大気中の窒素酸化物を分解し

たり脱臭などの効果を発揮する環境保

全に役立つパネル等を使用しています。

また歩行者の安全を考慮し、仮囲い

の角になる部分を斜めに設置すること

で交差点などの見通しを良くし、出合

い頭の事故が起こらないように工夫し

ています。



（5） 活動状況　（プランニング～施工)

環境に配慮した提案

■既存建物の骨組・建具の再利用

建替えにあたって活かせる骨組み・素材を再利用。
環境への負荷軽減や利用可能な資源の有効利用との観
点から、単純に廃棄するのではなく再利用することが
社会的なニーズと合致することも重要であると言えま
す。また、古い木材の持つ良さや味わい、思い出など
の愛着を新しい家に取り込むことができます。

■太陽光発電

石油などの化石エネルギーに代わる新エネルギーとして、

注目されているのが太陽光発電です。太陽光発電は最もク

リーンで環境への影響はありません。また、太陽光は無限

で枯渇する心配もいりません。最近ではお客様の関心も大

きい為、設置後のメリット等を説明しながら提案していま

す。経済的な電気利用で光熱費が大幅に削減できます。

自社でも社屋の屋根に設置し、昼間の社内の電気を賄って
おり電気代の節約やCO2の削減に貢献しています。

自社設置 9.792kW＋5.44kW

■蓄電池

蓄電池をさらに一台増設しました。

蓄電池は、太陽光発電から電気を充電して、効率的に使うことで節

電に役立てられます。電力を無駄なく使い切ることができ、太陽光

発電と蓄電池を併用することで、売電時の送電ロスをなくして電力

を最大限に活用、結果として環境負荷の低減に繋がります。

また、常時の備えとして停電になったときでも安心な点が真っ先に

挙げられます。普段の生活で停電にあうことはまれですが、自然災

害によって突発的かつ長時間にわたって発生する可能性は十分にあ

ります。

こうしたメリットも踏まえてお客様へも提案しています。



（6） 活動状況 （安全大会)

■安全大会

弊社では過去に事故があったこと
を再度思い出し、安全の大切さを
社員全員で再認識するために毎年6
月6日に「安全大会」と表し、祈願
を行っています。令和３年度は６
月6日が日曜日だった為６月5日
（土）に実施しました。

（写真：令和3年6月5日実施時）

（7） 活動状況 （社会貢献活動)

■鏡川の河川敷を清掃

2014年から毎週火曜日に行っています。

雨天時や河川工事時期はできないこともあります

が、本社事務所の前の河川敷を中心に清掃活動を

行っています。最近ではかなり広範囲の清掃を行っ

ています。

① 清掃活動

お揃いの上着で頑張っています！！



③　SDGｓへの取組

　

（８） 活動状況 （番外編)

■献血活動

年に1回献血活動を行っています。

高知県では献血のみでは県内の必要とする血液が足りないということもあり、

少しでもと思う気持ちで行っています。

今後も引き続き活動していきます。

② 献血活動

■SDGｓへの取組

建設業界は、人々の生活の基盤である住
環境の提供やまちづくり、経済活動の基
盤であるインフラ構築・整備、防災、衛生、
省エネルギー、環境保護など、事業そのも
のがSDGsと直結する業界であるが故に、
社員全員でSDGsを取り組んでいきます。

「ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）」の普及を推進しています。 室

内空間にも高知県産の自然素材を使用するなど、地球環境や身体に 優し

く、経済的にも優れた家造りを目指します。

CLTを活用した木造建築を推進しています。CO2排出量の抑制や 資源再利

用の観点から循環型社会へ適合していきます。

「エコアクション21」の認証取得企業として、太陽光発電設備や蓄電池を設

置するなど環境への負荷軽減に積極的に努めていきます。



CLT構造での県内初の集合住宅となりました。

（８） 活動状況 （番外編)

② エコカー導入

■エコカー導入

エコカーが5台になりました。

格段に燃費が良く環境にもお

財布にもやさしい車です。

■生ごみ乾燥機

生ごみは水分量などが
大きい為、輸送や焼却
にコストが掛りますが
これで一挙解決。また
堆肥もできるので家庭
菜園にも使用できます。

会社ですので家庭のよ

うに多くでるわけでは

ないですが“小さいこ

とからコツコツと”の

気持ちで頑張っていき

ます。

① 生ごみ乾燥機

リーヴァかもべⅡ 令和3年３月31日 竣工



環境経営目標 （　２０２１年度）

（１）単年度目標 （２０２１年度目標の場合） -6%

基準年 ２０２１年度

　　　　　　　項目 総量・原単位 単位 2016年度 目標

2016.7-2017.6 2021.7-2022.6

売上高 百万円 1,452 1,500

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 19,957 19,000

原単位 （ℓ/百万円） 13.74 12.67

　灯油使用量 総量 （ℓ） 638 607

原単位 （ℓ/百万円） 0.44 0.40

　ＬＰＧ使用量 総量 （ｍ3） 0.7 使用量が少ないため2～3㎥の間で納めるようにする

原単位 （ｋｇ/百万円） - -

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 37,644 35,300

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 25.93 23.80

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 68,703 65,200

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 47.32 43.47

水使用量 総量 （ｍ3 ） 1,155 1,100

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.80 0.73

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 766 727

原単位 （ｋｇ/百万円） 0.53 0.48

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 3,805 3,600

原単位 （ｔ/百万円） 2.62 2.40

産業廃棄物再資源化率　 総量 （％） 96 96

グリーン購入 総量 （％） 65 65

環境に配慮した工事 総量 （％） 100 100

環境美化活動 総量 （回） 25 25

・基準値の値は2016年度(2016年7月～2017年6月)の実績値とする

・2021年度目標値は、2016年度から-6％とする。

・社会貢献活動は、2回/月以上とし、年間24回以上とする。

・電力のＣＯ2 発生量については、電気事業者別のＣＯ2 排出係数（29年度実績）

　　（2018年12月27日公表）の四国電力の調整後排出係数0.535（kg－ＣＯ2 ／ｋＷｈ）を使用した。

・グリーン購入量は、製品購入金額全体に対する環境商品の購入金額割合（％）

⑬環境レポート　次年度の取組内容・環境経営目標



（２）中長期目標

項目 総量・原単位 単位 2016年度 ２０２２年度 ２０２3年度 ２０２４年度

実績(基準年) 目標 目標 目標

売上高 百万円 1,452 1,300 1,300 1,300

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 19,957 18,560 18,360 18,160

原単位 （ℓ/百万円） 13.74 14.28 14.12 13.97

　灯油使用量 総量 （ℓ） 638 606 586 580

原単位 （ℓ/百万円） 0.44 0.47 0.45 0.45

　ＬＰＧ使用量 総量 （ｍ3） 0.7

原単位 （ｋｇ/百万円） -                    -                    -                    -                    

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 37,644 35,000 34,000 33,900

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 25.93 26.92 26.15 26.08

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 68,703 63,900 63,200 62,500

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 47.32 49.15 48.62 48.08

水使用量 総量 （ｍ3 ） 1,155 1,074 1,062 1,051

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.80 0.83 0.82 0.81

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 766 712 704 697

原単位 （ｋｇ/百万円） 0.53 0.55 0.54 0.54

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 3,805 3,538 3,500 3,462

原単位 （ｔ/百万円） 2.62 2.72 2.69 2.66

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 96

グリーン購入 総量 （％） 65

環境に配慮した工事 総量 （％） 100 100 100 100

社会貢献活動 総量 （回） 25

2016年度を基準とし2022年度-7％、、2023年度-8％、2024年度-9％を目標値として設定する。

2回/月以上とし、年間24回以上

使用量が少ないため2～3㎥で納めるようにする

全期間において90％以上

全期間において60％以上の購入

⑬環境レポート　次年度の取組内容・環境経営目標



環境経営目標の実績グラフ

売上高に対しての分析

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 AVE. 適合値

売上高 百万円 1,036 1,575 2,303 1,444 1,452 1,425 1,402 1,068 1,276 1,335 2020年度-(Ave.)

判定

二酸化炭素　　排出量 kg-co2 83,755 88,127 89,342 83,150 68,703 73,874 66,283 61,870 69,495 74,407

売上百万円当りkg-co2/百万円 80.84 55.95 38.79 57.58 47.32 51.84 47.28 57.93 54.46 55.75

ガソリン　使用量 L 26,394 24,885 23,468 22,106 19,957 17,668 18,494 16,837 19,188 20,691

売上百万円当り L/百万円 25.48 15.80 10.19 15.31 13.74 12.40 13.19 15.77 15.04 15.50

電力　使用量 kWh 39,231 52,390 60,825 55,696 37,644 56,007 41,452 42,472 45,766 46,332

売上百万円当り kWh/百万円 37.87 33.26 26.41 38.57 25.93 39.30 29.57 39.77 35.87 34.71

産業廃棄物　排出量 ｔ 522 1,131 1,474 1,181 3,805 1,652 6,274 1,291 2,903 2,345

売上百万円当り ｔ/百万円 不完全データ 0.72 0.64 0.82 2.62 1.16 4.48 1.21 2.28 1.76

今年度の売上高は前年より2億増となり、各項目の百万当たりの数値は例年より極端に大きな数値になってはいない。

二酸化炭素排出量は前年度は大幅増になっていた為、何とか減少傾向にもっていくことができた。

ガソリン使用量は遠方での現場が多い中、クラウド版の施工管理ソフトを用いるなど現場への往来頻度を減らす努力をした結果が表れた。

引き続き、使用量の削減に努めていきたい。

これまでの使用量減の課題となっている電力消費量は取り組みをより一層徹底し、無駄を省き持続的な省エネ策を頑張って実施する。

産業廃棄物量は前年度に比べ、大規模な解体工事が増えた為大幅増となった。大規模工事増でも解体工事有無で数量に差がでる。

今年度は、解体工事を含む大規模な工事が多かったことも産業廃棄物量増にもつながった。

■　判定基準
2014年度を除いた8か年の平均値と2020年度実績値と比べ、〇（減少）　×（増加）とする。
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１０．次年度の取組内容

（2）環境経営計画 （2021年度）

期間： 2021年7月～2022年6月

活動内容 担当者 期間

○排出ガス対策型建設機械の使用推進 工務部門　起塚

※車両の軽量化（無駄な積載をしない） 工務部門　起塚

〇重機のエコモード運転の実施 工務部門　起塚

○車両の定期点検整備の実施 工務部門　起塚

○昼休憩時の電気消灯の徹底 総務部門　山崎

○空調の適温化の徹底(冷房28℃暖房20℃) 総務部門　山崎

○ＯＡ機器の不在時電源ＯＦＦ 総務部門　山崎

※照明器具・エアコンフィルターの定期的な清掃 総務部門　山崎

○部分的な照明の使用 総務部門　山崎

○食器のまとめ洗い 総務部門　山崎

○漏水点検 総務部門　山崎

○蛇口の閉め忘れ等の確認 総務部門　山崎

○電子化による紙使用の低減 総務部門　山崎

○裏紙への再利用(社内文書のみ) 総務部門　山崎

○分別化の徹底 総務部門　山崎

○再生紙の使用 総務部門　山崎

○廃棄物の分別の徹底 工務部門　起塚

○余剰がなるべく出ないような発注 工務部門　起塚

○産業廃棄物保管場所 工務部門　起塚

○多量排出事業者　産業廃棄物処理計画書の提出 工務部門　起塚

○エコマーク表示品の優先購入 総務部門　山崎

○再生紙の使用 総務部門　山崎

総務部門　山崎

○有害物質を含んだ建材や資材の使用制限 工務部門　起塚

○省エネ住宅の提案 営業部門　嶋川

○再生資材の優先使用 工務部門　起塚

○工事中の騒音や粉塵対策 工務部門　起塚

○排出ガス対策型建設機械の使用推進 工務部門　起塚

○河沿い等の清掃活動の実施 環境事務局　秋澤

○道路沿いの花壇の清掃及び花の植替 環境事務局　秋澤

○定期的な献血活動 環境事務局　秋澤

○5Ｓの徹底 総務部門　山崎

○業務改善提案書 環境事務局　秋澤

※新規追加活動

業務の効率化

2021年7月～

2022年6月

廃棄物削減

一般廃棄物

水使用量削減 

産業廃棄物

グリーン購入

化学物資排出量削減

環境に配慮した工事

社会貢献活動

※環境ラベル認定などの製品を積極的に購入している

項目

ＣＯ2排出量削減

燃料使用量削減

電力使用量削減

⑭環境レポート　次年度の取組内容・環境経営活動計画



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

（１）環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果

法規名 適用条項 具体的内容 点検頻度 担当者 遵守状況

測定時期

廃棄の処理及び清掃に関する 第３条 事業者の責務 必要時

法律 事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任

において適正に処理

第７条の ○一般廃棄物収集運搬基準に従った収集運搬 必要時

１３項 表示、書面備付義務

第１２条 産業廃棄物の事業者の処理 必要時

産業廃棄物の委託契約

第１２条の 多量排出事業者（年間１，０００ｔ以上） 必要時

１０、１１項 の計画の都道府県知事への提出・報告

第１２条の三 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付 廃棄物排出時

第１２条の三 マニフェスト交付状況報告書の作成及び 年１回

７項 都道府県知事（高知県知事）への提出 毎年６月末

規則第８条 ○保管場所の表示 必要時

見易い箇所に掲示板を設置

（縦６０ｃｍ以上×横６０ｃｍ以上）

資源の有効な利用の促進に 第４条 土砂、コンクリート塊、アスファルト・コン 必要時

関する法律 クリート塊、木材等の減量化及びリサイクル

（資源有効利用促進法）

建設工事に係る資材の再資源化 第５条 〇建設資材廃棄物の発生抑制、分別解体等及び 必要時

等に関する法律 建設資材廃棄物の再資源化等費用の低減努力

（建設リサイクル法） 〇建設資材廃棄物の再資源化により得られた建

設資材を使用する努力

第９条 〇分別解体等の実施 必要時

第１０条 　解体：床面積８０ｍ2 以上

　新築・増築：床面積５００ｍ2 以上

〇対象建設工事は７日前までに都道府県知事

に届出

騒音規制法 第１４条 ○特定建設作業の実施の届出 必要時

（建設作業開始７日前までに市町村長に届出）

振動規制法 第１４条 ○特定建設作業の実施の届出 必要時

（建設作業開始７日前までに市町村長に届出）

大気汚染防止法 第１８条 解体等工事受注者は、石綿使用の有無につい 必要時

（解体工事） の１７ て事前に調査し、発注者へ調査結果を書面で

説明するとともに説明するとともに、その結果

等を解体等工事場所へ掲示

建築基準法 第28条 必要時

の2

現場担当者 ○

現場担当者 ○

現場担当者

総務

現場担当者 ○

現場担当者

総務
○

○

現場担当者 ○

現場担当者 ○

総務 ○

○

現場担当者 ○

総務

現場担当者 ○

○

現場担当者 ○

〇石綿含有建材の使用禁止

（内装仕上材、換気設備の適正使用）

現場

担当者
○

⑮環境レポート環境関連法規等の遵守状況、違反訴訟の有無



道路法 第7条2 必要時

第47条

道路交通法 第77条 必要時

法規名 適用条項 具体的内容 点検頻度 担当者 遵守状況

測定時期

消防法 第８条 ○防火管理者の選任、消防計画の作成 必要時

（遅滞なく所轄消防長又は消防署長に届出）

第３１条 ○少量物危険物貯蔵の消防署への届出 必要時

（指定数量の１／５以上指定数量未満の

危険物貯蔵）

第１７条の ○消防用設備等設置届書の消防署への提出 着工１０日前

３の２

フロン類の使用の合理化及び 第５条 ○簡易点検の実施

管理の適正化に関する法律 第1種特定製品エアコン　 １回以上／3ヶ月

（フロン排出抑制法）

浄化槽法 第１０条 保守　1回／2か月

第１１条 ○年１回の水質検査実施 清掃　年１回

水質検査　年１回

下水道法 第１０条 ○下水道に下水を流入させる為の排水管、 必要時

排水渠等の設置

特定化学物質の環境への排出量 第５条 ○化学物質の排出量、使用量の把握 必要時

の把握等及び管理の改善の促進

に関する法律

○：尊守している

（２）環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

　　　　2020年7月～2021年6月まで、環境関連法規等への違反、訴訟及び外部からの苦情・要望等はありませんでした。

環境関連法規等の取りまとめ表

（条例）

法規名 適用条項 具体的内容 点検頻度 担当者 遵守状況

測定時期

高知県環境基本条例 第６条 ○事業者の責務 必要時

公害防止、自然環境保全、廃棄物の適正処理

高知県清流保全条例 第２条 ○事業者の清流保全の努力 必要時

高知市環境基本条例 第５条 ○事業者の責務 必要時

公害防止、自然環境保全、廃棄物の適正処理

高知市火災予防条例 第３１条 ○少量物危険物貯蔵の消防署への届出 必要時

（指定数量の１／５以上指定数量未満の

危険物貯蔵）

現場担当者

現場担当者

○

現場担当者 ○

現場担当者 ○

総務 ○

○1回／2か月の浄化槽の保守点検、年１回の清掃実施

総務 ○

現場担当者 ○

〇（仮囲、足場等）道路占用許可の申請
現場

担当者
○〇特殊車両通行許可の申請

〇道路使用許可の申請

（コンクリート打設の一時使用道路の使用許可）

現場

担当者
○

現場担当者 ○

現場担当者 ○

○

現場担当者 ○

現場担当者 ○

⑮環境レポート環境関連法規等の遵守状況、違反訴訟の有無



作成年月日 2021年7月1日

代表者

丁野敏明

１２．代表者による全体評価と見直し・指示

■定期見直し

□臨時見直し

見直しに必要な情報 代表者による見直し

環境管理責任者の報告及び改善提案 変更の必要性の有無・指示事項

【取組状況の評価結果】 【環境経営方針】

①環境関連法規制等の遵守状況 変更の必要性： □有 ■無

・環境関連法規への違反はありません

　なお関係当局より違反などの指摘は、過去3年間はありません。 新ガイドラインに基づいて課題とチャンスを

経営的視点で見直し、環境経営方針に反映させた

②問題点の是正処置及び予防処置の状況

・環境目標の未達成項目はあるが、応急対応、是正処置は今回特に対応しません。

＜改善提案＞ 【環境経営目標・環境経営計画】

・取組結果として、各項目とも定着して実施しています。 変更の必要性： □有 ■無

・次年度環境経営計画における活動内容を見直し、新規活動を追加すること

【環境経営目標・環境経営計画の達成状況】

目標項目 目標値 経営計画 コメント 【環境経営実施体制】

達成状況 達成状況 （目標値、活動計画に対するコメント） 変更の必要性： □有 ■無

電力の削減 × △ 大型物件の受注により増加 環境経営に関する役割・責任・権限は有効に機能しており

ガソリンの削減 △ △ 努力はしているがより一層意識を高める事が必要。 現時点での変更の必要性はない。

灯油の削減 ○ ○ 目標達成。本社の床暖房撤去により大幅削減。

一般廃棄物の削減 ○ ○ 目標達成。継続実施。

産業廃棄物の削減 ○ ○ 目標達成。より一層の削減へ向けて取り組む。 【環境経営システム】

節水 ○ ○ 目標達成。継続実施。 変更の必要性： □有 ■無

グリーン購入の促進 ○ ○ 目標達成。継続実施。 システムは有効に機能しており現時点で変更ない。

環境に配慮した工事 ○ ○ 目標達成。継続実施。

社会貢献活動 × △ 未達成。ｺﾛﾅｳｨﾙｽの影響により実施機会が減る

＜改善提案＞ 【総括】（環境経営レポートの代表者による全体の評価と見直しの欄に記載）

電力削減は出入り業者への節電意識付けを徹底し、社員共に個々の意識向上させる。

今後も継続して目標達成に取り組む。

【周囲の変化の状況】

①外部コミユニケーション記録より

・受付内容など特にありません。

②環境関連法規制等の動向他

・問題もなく、遵守されている。

＜改善提案＞ 特になし

代表者が自ら得た情報

2020年7月1日から2021年6月30日の年度であります52期では、500万以上

の大工事が14件となり、内訳として新築工事では解体を伴う工事は1件で、

官民の改修・増改築工事で3件、昨年度に引き続き県営住宅宇治団地2号棟

全面的改善主体工事で、内部の全面解体及び民間の古い鉄骨造の集合住宅の

解体工事があり、毎年のように本業である建築工事の受注量や工事内容によ

り、産業廃棄物の処理量に増減が発生し、目標の立て方に工夫を要する。

　また今期は大型工事である共生型福祉施設と上ノ加江公民館新築工事が期

の初めに竣工となり、工事のほぼ大半が前期に進行していても竣工期に売り

上げに計上する建設業の場合、売上連動のデーターの集計では本社の推移と

は異なり各期の比較がし難い部分がある。

　引き続き太陽光発電システムと蓄電池による自然エネルギー利用で、脱炭

素社会に適合した環境を顧客に提案できるよう電力消費のデーターを蓄積し

ていく。

今回も総括で52期の産廃排出の状況を記入しましたが、昨年度同様に公共工事は国土強靭化や長寿命化、そして新

たに炭素排出量ゼロを目指す方針により、新築より既存解体を伴う工事にシフトしていくと思います。更に民間の

施設や住宅でも建物の老朽化や空き家が増加の一途で、新築から既存建物の解体や建替え及び改修工事の方に重点

が変わっていっています。木材を使った新しいCLTパネルというものを10数年前に知り、早い段階でそれを活用し

た建物を手掛けたいと思い、やっと自社の所有する遊休地に、CLTパネルを構造体の壁に使った木造三階建ての集

合住宅を、設計士とCLTメーカーと一緒になって設計を進め、2021年4月に完成する運びとなりました。このCLT

パネルは高知県の杉材を使っていて、県土の80数％を占める森林資源の活用と林業の活性化に、この建築資材の普

及に高知県も力を入れています。この建物は高知県が県産材を使った木造建物に推奨している「CO2木づかい固定

証書」の認定を受けました。これは森の木々と同じように建物が大気中のCO2を削減し、地球温暖化の防止に貢献

すると数字を表して認めています。またこの建物は設計の一環として行った消費エネルギー計算によると、外皮計

算の結果がUA値0.38と北海道の基準値0.46をも上回る高断熱性能の結果が出ました。その断熱性を担保する気密

性もテストにより証明されています。15室ある居室が6月には満室になり、3か月ごとに入居者にアンケートを

取ったところ、断熱性・遮音性・調湿性で、予想した通りの良質な室内環境である回答を得ました。この建物が高

知県で初めてCLTを使った民間による集合住宅になると言われておりましたが、次の案件も同じ地区で計画し高知

県が設計費へ、林野庁がJAS構造材利用拡大の事業でCLTの材料に、それぞれ補助金を出す制度に、リーヴァかも

電力使用についはいずれも大型物件の受注によるもので、一過性の増

加である。社会貢献活動は天候不順のため、活動回数が減少した。

エコアクションの取組みを継続する。

⑯環境レポート　代表者による全体評価と見直し・指示


