
対象期間 令和　３年　１月　１日～令和　３年１２月３１日

作成日 令和　４年　３月２５日

発行日 令和　４年　３月２５日

刀祢建設株式会社

エコアクション２１

環境活動レポート

令和3年度版



１．事業活動の概要

（１）事業者名及び代表者名

　　事業者名 刀祢建設株式会社

　　代表者名 代表取締役　　刀祢　利雄

（２）所在地

　　〒928-0205　石川県輪島市町野町西時国鳥毛４３番１地

（３）環境管理責任者及び担当者の連絡先

　　環境管理責任者 刀祢　正章

　　連絡先 TEL （0768）32-0111

FAX （0768）32-0174

E-mail tone2masa23@coffee.ocn.ne.jp

（４）事業内容（認証登録範囲）

　　・土木工事

　　・建築工事

　　・解体工事

　　・産業廃棄物収集運搬業

　　・飲食店業

　　・水産物加工

（５）事業規模

　　従業員数 ２８人

　　延べ床面積 ６５０m2

（６）情報公開項目

　　設立年月日 昭和５２年４月５日

　　資本金 ２，０００万円

　　売上高 ３２６　百万円（建設+飲食店）
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（７）産業廃棄物収集運搬許可の情報

ア．許可の内容

NO． 許可者 許可番号 許可年月日 有効期限

1 石川県知事 3-004958 令和04.03.31 令和09.03.30

2 石川県知事 1704113600 令和01.09.24 令和06.09.24

・事業計画の概要

　全体計画 産業廃棄物の運搬業

　主な事業活動 輪島市で建設工事を行い、それに付帯する産業廃棄物を収集運搬する。

　産業廃棄物の種類及び取扱い量（令和３年度実績）

451.47t アスファルトがら 35.5t 木くず127ｔ

　環境保全措置

被せ、ロープで固定する。廃棄物品目に応じた運搬容器を使用する。

イ．施設の状況

・運搬車両 １０ｔダンプトラック ２台

４ｔダンプトラック ２台

ウ，収集運搬実績

令和２年度 令和３年度

2,025ｔ 624t

●積替え保管なし

２．対象範囲

全組織 刀祢建設株式会社　本社、飲食店

活動 　　・土木工事

　　・建築工事

　　・解体工事

　　・産業廃棄物収集運搬業

　　・飲食店業

　　・水産物加工

許認可名

建設業

（事業活動と同じ）

運搬を行う際、積載物が飛散・流出することがないように車両の荷台にシートを

産業廃棄物収集運搬業

コンクリートがら

令和元年度

977t

2



３．エコアクション２１実施体制と役割

令和　３年　１月　１現在

代表者

環境管理責任者

事務局

合計２８人

【責任者の役割】

・環境方針を策定する

・エコアクション２１の実行に必要な資源を用意する

・環境管理責任者を任命する

・環境経営システムを構築・運用する

・環境経営システムを構築・運用状況を代表者に報告する

・環境関連法規の順守状況をチェックする

・外部からの苦情や要望に対応する

・問題点に対して是正処置及び予防処置を行う

・環境目標に関するデータを集計し、環境管理責任者に報告する

・廃棄物の秤量を行う

・外部からの苦情や要望を受け付ける

・エコアクション２１に関する文書・記録を管理する

・環境目標に関するデータの確認と従業員への周知を行う

・環境活動計画の実施状況の確認と従業員への周知を行う

・環境管理責任者を補佐する

・環境活動計画の具体的な取組を行う

役割・責任・権限

代表者

環境管理責任者

事務局

担当者

従業員

責任者

・エコアクション２１全体の取組状況を評価し、見直しをし、必要な指示をする。

工事部 総務部 食品部
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４．環境方針

　１．基本理念

　　刀祢建設株式会社は能登を中心に土木工事、建築工事、飲食店を通じて、限りある資源を

　　守り、環境負荷の低減に努め、住みよい地球環境の実現に向けて、社員が一丸となり貢献

　　致します。

　２．行動指針

　　（１）全従業員は環境関連法規の順守を徹底するとともに、環境整備に努めます。

　　（２）廃棄物の削減及び再利用・再資源化の推進に努めます。

　　（３）自動車や重機の使用に伴う燃料使用量の削減に努めます。

　　（４）電気使用量の低減、省エネ製品の購入により二酸化炭素排出量の抑制に努めます。

　　（５）節水を徹底し水使用量の削減に努めます。

　　（６）グリーン購入を推進します。

　　（７）環境方針は全ての従業員に周知し、社外の求めに応じて開示いたします。

平成２５年１０月　１日

刀祢建設株式会社

代表取締役　刀祢　利雄
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５－１．三年間の環境実績

平成３０年度 令和元年度 令和2年度

実績 実績 実績

kg-CO2 503,772 444,240 459,673

建設工事の売上高 百万円 536 685 493

kg-CO2/

百万円
940 649 932

産業廃棄物排出量 トン 1,555.6 977.0 1,888.6

％ 99.9 99.9 95.0

紙使用量の削減 ｋｇ 216 192 245

ｍ3 779 520 1,008

グリーン購入の推進 品 7 7 7

飲食店売上向上 百万円 12.6 18.8 23.1

二酸化炭素排出量と産業廃棄物排出量は工事の種類によってバラツキが生じます。

水使用量の削減

環境目標 単位

二酸化炭素排出量の削減

二酸化炭素排出量原単位

産業廃棄物リサイクル率向上
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５-２．環境目標

環境目標 二酸化炭素排出量については平成３０年度の実績を基準として毎年１％削減とする。

（中期目標）

水使用量は平成３０年度の実績を基準として毎年１％削減とする。

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

基準年度 目標 目標 目標

kg-CO2 503,772 498,734 493,697 488,659

建設工事の売上高 百万円 536 541 547 552

kg-CO2/

百万円
940 922 903 885

産業廃棄物排出量 トン 1,555.6 － － －

％ 99.9 95.0 95.0 95.0

紙使用量の削減 ｋｇ 216 214 212 210

ｍ
3 779 771 763 756

グリーン購入の推進 品 7 7 7 7

飲食店売上向上 百万円 12.6 12.7 12.9 13

食品リサイクル率 ％ 90%以上 90%以上 90%以上 90%以上

＊その他の取組としては廃木材の破砕機でチップ加工して堆肥化を取り組みしておりますが、

まだ実績はありません。今後は実績を残せるようにしたい。

＊事務所、水産加工場からでる一般廃棄物は紙ごみの燃えるごみとプラスチック容器等の燃えない

＊建設工事に伴う産業廃棄物（コンクリートがら、アスファルトがら、廃木材等）は工事内容により

量が大きく変化することから量の目標を設定していない。

＊飲食店、水産物加工の残飯、廃棄物は定期的に専用のコンポストで処理し、土に戻しています。

＊購入電力の二酸化炭素排出係数は0.641kg-CO2/kwhで計算しました。

廃棄物に関する目標は建設工事で排出する産業廃棄物のリサイクル率を９５％以上とする。

二酸化炭素排出量の削減

二酸化炭素排出量原単位

産業廃棄物リサイクル率向上

ごみであり近所の了解を得て町内会のごみステーションに分別して処分しています。今後も継続します。

＊産業廃棄物は再資源化を行うことが事業者の責務であり、リサイクル率を９５％以上に設定しました。

環境目標 単位

水使用量の削減
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５-３．今後３年間の環境目標

環境目標 二酸化炭素排出量については令和３年度の実績を基準として毎年１％削減とする。

（中期目標）

水使用量は平成３０年度の実績を基準として毎年１％削減とする。

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

基準年度 目標 目標 目標

kg-CO2 655,715 649,158 642,601 636,044

建設工事の売上高 百万円 626 632 639 645

kg-CO2/

百万円
1,047 1,027 1,006 986

産業廃棄物排出量 トン 624.2 － － －

％ 99.0 95.0 95.0 95.0

紙使用量の削減 ｋｇ 135 134 132 131

ｍ
3 972 962 953 943

グリーン購入の推進 品 7 7 7 7

飲食店売上向上 百万円 193.0 194.9 196.9 198.8

食品リサイクル率 ％ 90%以上 90%以上 90%以上 90%以上

＊その他の取組としては廃木材の破砕機でチップ加工して堆肥化を取り組みしておりますが、

まだ実績はありません。今後は実績を残せるようにしたい。

＊事務所、水産加工場からでる一般廃棄物は紙ごみの燃えるごみとプラスチック容器等の燃えない

＊建設工事に伴う産業廃棄物（コンクリートがら、アスファルトがら、廃木材等）は工事内容により

量が大きく変化することから量の目標を設定していない。

＊飲食店、水産物加工の残飯、廃棄物は定期的に専用のコンポストで処理し、土に戻しています。

＊令和３年度の建設工事売上高は実績値に工期の影響で計上できなかった約三億円をプラスして

　目標を設定した。

水使用量の削減

ごみであり近所の了解を得て町内会のごみステーションに分別して処分しています。今後も継続します。

＊産業廃棄物は再資源化を行うことが事業者の責務であり、リサイクル率を９５％以上に設定しました。

＊購入電力の二酸化炭素排出係数は0.641kg-CO2/kwhで計算しました。

廃棄物に関する目標は建設工事で排出する産業廃棄物のリサイクル率を９５％以上とする。

環境目標 単位

二酸化炭素排出量の削減

二酸化炭素排出量原単位

産業廃棄物リサイクル率向上
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６．環境目標と実績、評価

実績 ・令和３年度の実績は当社の会計年度（令和３年１月～１２月）で集計しました。

（単年度目標）

平成３０年度 令和3年度 令和3年度 達成率

基準 目標 実績 実績／目標

kg-CO2 503,772 488,659 655,715 1.34 ×

建設工事の売上高 百万円 536 552 326 0.59 ×

kg-CO2/

百万円
940 885 2,011 2.27 ×

産業廃棄物排出量 トン 1,555.6 － 624.2 － －

％ 99.9 95.0 99.0 1.04 ○

紙使用量の削減 ｋｇ 216 210 135 0.64 ○

ｍ3 779 756 972 1.29 ×

グリーン購入の推進 品 7 7 7 1.00 ○

飲食・水産加工売上向上 百万円 12.6 13.0 19.3 1.48 ○

食品リサイクル率 ％ 80％以上 90%以上 100.0 1.06 ○

＊評価基準：〇=達成　△=10%未満未達成　×10%以上未達成

＊建設業の売上げのうち、約３億円が工期の影響で令和３年度の計上できなかった

　工事がほぼ終了しているので、軽油など使用による二酸化炭素排出量が計上されている。

　内容が重機を使用するほ場整備事業が含まれている影響も大きい。

＊二酸化炭素排出量、二酸化炭素排出量原単位、紙使用量、水使用量が達成できませんでし
た。水使用量は、飲食店の売上増に伴っての増加です。

評価

水使用量の削減

・対象期間（令和３年１月～１２月）とし、目標を平成３０年度実績×０．９７としました。

　したがって、売上げ高１００万円当りの二酸化炭素排出量が大きく増加した。また、工事の

環境目標 単位

二酸化炭素排出量の削減

二酸化炭素排出量原単位

産業廃棄物リサイクル率向上
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７．環境活動計画、実施状況、次年度の取組

工事部 食品部 総務部

二酸化炭素 ・車両、重機のアイドリングストップ、急発進、

排出量の削減 空ぶかし等運転方法の改善

・車両、重機は定期点検、定期整備を行う ○ － － 継続

・現場への道順、荷物積載は事前準備を徹底し、

相乗りもして効率をよくする。

・空調温度は２８℃、２３℃で設定 ○ ○ ○ 継続

・照明の管理、消灯の徹底 ○ ○ ○ 継続

・業務の効率化で残業を減らす △ ○ △ 目標管理の強化

・車両の燃費管理 ○ － ○ 車両別燃費集計表

廃棄物 ・ごみの分別回収の徹底 ○ ○ ○ 継続

リサイクル率向上 ・リサイクルの取組 △ － － 木材のチップ化

・解体工事では解体手順を検討し、分別を徹底

し、リサイクル率を上げる

・産業廃棄物マニフェスト管理台帳 － － ○ 継続

紙使用量の削減 ・裏面の使用 ○ ○ ○ 継続

・パソコン利用によるペーパーレス化 △ ○ ○ 継続

水使用量の削減 ・解凍作業の改善(冷凍イカ） － ○ － 継続

・洗車での節水 ○ － － 継続

グリーン購入の推進 ・再生紙、事務用品の導入 － － ○ 継続

・エコマーク商品の導入 － － ○ 継続

教育訓練 ・エコアクション２１導入の意義 ○ ○ ○ 継続

・二酸化炭素排出量進捗管理表の報告 ○ ○ ○ 掲示

・改善事例の発表、掲示 ○ ○ ○ 掲示

水産加工 生ゴミの堆肥化 － ○ － 継続

解体手順書作成

担当部門と評価

〇

○

－ －

－

＊エコアクション２１の取組みを通して、社員の意識が少しずつ変わってきています。これからもエネルギーや
排出量の減少に務めていきたいと考えます。

環境目標 具体的の取組内容 次年度の取組

〇 継続〇

○ 継続

△
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８．環境関連法規等の順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）環境関連法規等の順守状況の確認及び評価の結果 令和3年度

法規名 順守すべき内容 当社の順守内容 確認

廃棄物処理法 １．産業廃棄物の保管は保管施設で 掲示版（600×600以上） 1/4

（廃掃法） ２．運搬処分は許可を受けたものが行う 許可証、契約書（番号、有効期限等） 1/4

処分を依頼 ３．管理表（マニフェスト）の交付 運搬は90日、最終処分は180日 12/28

する場合 ４．マニフェスト使用状況の報告 前年度（4-3月）分を6/末までに報告 4/30

収集運搬を １．運搬処分は許可を受けたものが行う 許可証、契約書（番号、有効期限等） 9/24

業として行う場合 ２．運搬車両の飛散、流出対策 パイプライン、運搬容器 12/28

３．車両に表示をすること 産廃収集運搬者、許可番号を扉に表示 1/4

４．マニフェストと許可証の携帯 マニフェストと許可証の携帯 12/28

５．契約書の携帯 契約書の携帯 12/28

６．帳簿の作成 マニフェスト管理台帳の作成 12/28

７．マニフェスト使用状況の報告 前年度（4-3月）分を6/末までに報告 4/30

建設リサイクル法 対象工事（80ｍ2以上の解体工事は 国の目標：2010年再資源化率９５％以上 12/28

１．分別し再資源を行う義務がある 当社目標：９５％以上 工事毎

①ｺﾝｸﾘｰﾄ、②ｺﾝｸﾘｰﾄ＋鉄、③木材 解体工事では事前検討を行い、分別

④ｱｽﾌｧﾙﾄ を徹底している。

２．請負物件に関する届出義務 工事届出書 工事毎

３．解体工事の許可 許可証（番号、有効期限、契約書等） -

技術管理者、標識の掲示 1/5

騒音規制法 １．指定区域の確認 工事現場の騒音規制区域の確認 工事毎

２．事前届出 指定区域では７日前まで市町村長へ届出 工事毎

３．騒音基準の順守 指定区域では騒音基準を超えないこと 工事毎

振動規制法 １．指定区域の確認 工事現場の振動規制区域の確認 工事毎

２．事前届出 指定区域では７日前まで市町村長へ届出 工事毎

３．振動基準の順守 指定区域では振動基準を超えないこと 工事毎

道路運送車両法 １．車両の管理 走行距離の報告 12/28

２．車両の整備 ３か月点検・整備は１年点検・整備 12/28

浄化槽法 １．浄化槽の維持、管理 定期点検、メンテナンス、測定 6/18

食品リサイクル法 食品廃棄物を抑制し再生利用率の向上 鮮魚加工残渣はコンポスト処理 12/28

フロン排出抑制法 １．業務用エアコンの簡易点検 年４回実施

２．廃棄するときフロンを排出しない。 専門業者にフロンの抜き取りを依頼する

家電リサイクル法 １．解体工事時フロンを排出しない。 専門業者にフロンの抜き取りを依頼する

（２）環境関連法規の違反、訴訟の有無

　環境関連法規の違反はなく、訴訟等についてもありませんでした。また、行政からの指導、近隣から

の苦情等も特にありませんでした。次年度以降も法規等の順守に努めます。

９．代表者による全体評価と見直し結果

令和　３年１２月２８日
代表取締役　刀祢　利雄

　コロナ過ということもあり、完工高が下がっている。しかしながら現在の状況をみる限り、少しずつよくなって

きている。コロナによる制限や対策を施しながら、環境への取組みへも怠らず対応していきたい。
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