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1. 組織の概要

有限会社　西野建設

代表取締役　西 野　桂

本社事務所 〒781-4401 高知県香美市物部町大栃1396

倉庫・資材置場

〒781-4401 高知県香美市物部町大栃1212-1

倉庫・資材置場

〒781-4525 高知県香美市物部町柳瀬字ママナロ502番地

【環境管理責任者・連絡担当者氏名及び連絡先】

環境管理責任者 西 野　精 晃

連絡担当者 西 野　　桂

T E L  :  0887-58-2077

F A X  :  0887-58-4577

E-mail : nishino4577@shirt.ocn.ne.jp

【事業内容】

土木建設業　 ( 主に治山・林道等の森林土木工事を行っています　）

建設業許可番号 高知県知事　許可（特-4）　第400号

許可年月日 2022年4月27日 （令和4年4月27日）

建設業の種類 土木工事業　　とび・土工工事業　　管工事業　　

水道施設工事業　　舗装工事業 　　 解体工事業

設立年月日 （昭和37年7月30日）

資本金

（百万円）

従業員数は、2022年5月31日現在

会計年度 6月　～　5月

135

1,215

16

2021年度

16

135

1,215

206

1,215

2019年度 2020年度

206

2,050万円

連  絡  先

単位活動規模

206

従 業 員 数

事務所床面積

倉庫床面積

（人）
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（㎡）

323

（㎡）

197

16

（㎡）

135

資機材置場面積

【事業所名】

【代表者名】

【所 在 地】

【事業規模】

1962年7月30日

308売　上　高

mailto:nishino4577@shirt.ocn.ne.jp


2．対象範囲、レポートの対象期間及び発行日

【対象範囲】 有限会社西野建設　全活動・全従業員

【レポートの対象期間】 2021年6月 ～　2022年5月

【環境レポート発行日】 2022年9月30日

【作成責任者】 西 野　精 晃

【次回環境レポート発行予定】 2023年9月

対象となる持続可能な開発目標（SDGs）範囲

ＳＤＧｓＮｏ． 項目 当社対象有無 　　　　　備　　考

1 貧困をなくそう オーガニック

2 飢餓をゼロに オーガニック、フェアトレード

3 すべての人に健康と福祉を 〇 高齢者雇用

4 質の高い教育をみんなに 環境教育の実施

5 ジェンダー平等を実現しよう 障害者雇用

6 安全な水とトイレをを世界中に ○ 水道使用、節水、雨水利用

7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに 再生可能エネルギー使用

8 働きがいも経済成長も ○ 高齢者雇用、障害者雇用

9 産業と技術革新の基礎をつくろう 〇 低燃費、長寿命化、環境負荷低減

10 人や国の不平等をなくそう 高齢者雇用、障害者雇用

11 住み続けられるまちづくりを ○ ＣＯ2 削減、エコドライブ

12 つくる責任つかう責任 ○ コピー用紙削減、環境配慮工事

13 気候変動に具体的な対策を ○ ＣＯ2 削減、省エネ、環境配慮工事

14 海の豊かさを守ろう 下水道、排水処理の場合

15 陸の豊かさも守ろう ○ 緑化、植林、社有林の保全

16 平和と公正をすべての人に 寄付、環境教育

17 パートナーシップで目標を達成しよう 〇 寄付、環境教育

-2-

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1583124098/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cudW5pYy5vci5qcC9hY3Rpdml0aWVzL2Vjb25vbWljX3NvY2lhbF9kZXZlbG9wbWVudC9zdXN0YWluYWJsZV9kZXZlbG9wbWVudC8yMDMwYWdlbmRhL3NkZ3NfbG9nby8-/RS=%5EADBbQUh8jDdXXi4A_oV._ZmFpB_E_Y-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUmoyRmxfc0tqSy1XRWtfWU1tNThyWVFJZHRrTUR6YlVxcEQ5OWcyQU10d0U2czRKVzU4NUpabm1NBHADYzJSbmN5RGpnNjNqZ3JRLQRwb3MDMQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--


【 環境経営理念 】

　有限会社西野建設は、奥物部の豊かな森林と物部川源流域において、土木工事業

における環境及び生物多様性への影響を考慮し、継続的な環境負荷の低減に努め、

緑と清流を守るため地域の環境保全活動に自主的、積極的に行う環境経営を推進します。

【 基本方針 】

事業活動に伴う環境負荷の低減を図るために以下の活動を推進します。

1） 環境関連法規、条例等を遵守します。

2） 重機、車両等の燃料使用量の削減に努め、二酸化炭素排出量の削減を行います。

3） 事務所内での節電、節水により省資源化に努めます。

4） 現場、事務所での廃棄物の削減及びリサイクルに努めます。

5） 事務用品及び調達資材のグリーン購入を推進します。

6） 環境に配慮した資材の使用を促進し、景観や環境に配慮した施工を推進します。

7) 環境方針を広く従業員に周知徹底し、地域の環境保全活動やボランティア活動に

積極的に取り組みます。

8) 環境活動への取り組みについては、環境活動レポートとして外部にも公表します。

年 6 月 1 日

年 10 月 1 日）

有限会社　西 野 建 設

代表取締役 西　野　　桂

3. 環境経営方針
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改定日



・ 環境経営に関する統括責任

・ 環境経営システムの実施及び管理に必要な資源の準備

・ 環境管理責任者の任命

・ 環境経営方針の策定・見直し及び全従業員への周知

・ 環境経営目標の設定を承認

・ 環境管理実施体制の承認

・ 代表者による全体の評価と見直しを実施

・ 環境経営システムの構築、実施、管理

・ 法規制等の要求事項登録簿の承認

・ 環境経営計画の取組結果を代表者へ報告

・ 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実施

・ 環境管理実施体制の承認

・ 「環境関連法規等チェックリスト」の作成

・ 環境経営目標・環境経営計画書原案の作成

・ 環境経営計画の実績集計

・ 環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・ 現場・事務所における環境経営システムの実施

・ 現場・事務所における環境経営目標、環境経営計画の実施と報告

・ 現場・事務所における問題点の把握・改善・予防処置の実施

・ 環境経営方針の理解と環境への取組の重要性を自覚し、積極的な

環境活動へ参加

4. 環境管理実施体制

代表者

西　野　　桂

環境管理責任者

西野　精晃

事務部責任者

事務部責任者 工務部責任者

各現場代理人

倉庫責任者

役割　・　責任　・　権限

代　　表　　者

工務部責任者

環境管理責任者

倉庫責任者

小松　なつ子 吉川　真人

環境管理システム　　役割・責任・権限表

全 従 業 員
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5．環境経営活動への取組の全体概要

当社は、「２０１７年版エコアクション２１建設業者向けガイドライン」をもとに、

環境負荷の自己チェックを行い、環境目標の達成状況を評価し、改善に取り組んでいます。

＜全体概況＞

【重機、工事用車両の更新】

〇　バックホウ0.16㎥　を　令和4年5月に更新しました。

超低騒音型、排出ガス2014年基準適合

〇　社用車1台を入替しました。

【電気使用量の削減】

〇　事務所内の照明を全てＬＥＤ化(2020年）、コンセントの分離化により電気使用量の削減しています。

【環境負荷の少ない工事】

〇　全工事において、環境負荷の少ない資材、低騒音、排ガス

　　対策型重機を使用し環境負荷低減に努めました。

〇　木製残置型枠（パネル式・角材式）を使用した谷止工3基

施工しました。

〇　国有林内の復旧治山工事で、四国森林管理局管内4例目

　となる鋼製スリット谷止工（流木捕捉工）を施工しました。

高い信頼性：流木の捕捉に絶大な効果を発揮、流木災害の軽減に寄与

優れた施工性：施工効率が良く、大幅な工期短縮が図れる

柔軟な施設配置：配置の容易さや自由度を生かした柔軟な配置が可能

維持管理性：単柱構造で捕捉した流木・礫等の除去が容易

 部材が損傷した場合は該当柱のみの補修が可能

【環境美化活動】

〇　本年度は、ロードボランティア活動（10回）を行い、高知県下一斉美化活動に参加しています。

＜有限会社西野建設　の物質フロー＞（2021年度）　

＜ＩＮＰＵＴ＞ ＜ＯＵＴＰＵＴ＞

作業道新設工事　　　　2件

林道災害復旧工事　　　3件

林道改良工事　　　　　2件

復旧治山工事　　　　　3件

維持修繕業務　他

生コンクリート 3,572ｔ 127.6ｔ

コンクリート二次製品 24ｔ 21.7ｔ

再生アスファルト 22ｔ 8.5ｔ

砕石・石材等 112ｔ 0ｔ

木材(間伐材使用） 20ｔ 0ｔ

0ｔ

廃棄物：

がれき類

39ｍ3　　

158ｔ

コンクリート殻

アスファルト殻

廃プラスチック

ガラス、陶磁器類

金属くず

完成工事高　　323,591千円
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【有限会社西野建設の事業活動】
CO2 ： 171,982㎏－CO2

主な
原材料：

3,750ｔ

66,306Ｌ燃  料：

電　力：

用　水：

4,715ｋＷｈ

39ｍ3

排　水：



6．環境経営目標

①　単年度目標 （ 2021年度）

基準年 2021年度

総量・原単位 単位 2018年度 目標

2018.6-2019.5 2021.6-2022.5

売上高 百万円 197 220

ガソリン使用量 総量 （ℓ） 6,183 6,000

原単位 （ℓ/百万円） 31 27

軽油使用量 総量 （ℓ） 44,523 44,000

原単位 （ℓ/百万円） 226 200

灯油使用量 総量 （ℓ） 438 380

原単位 （ℓ/百万円） 2 2

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 4,785 4,650

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 24 21

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 134,818 133,500

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 684 607

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 121,818 123,500

カーボンオフセット後 原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 618 561

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 39 37

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0 0

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 207 190

原単位 （ｋｇ/百万円） 1 1

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 160 190

原単位 （ｔ/百万円） 1 1

産業廃棄物再資源化率　 総量 （％） 99 100

グリーン購入 総量 （％） 65 75

環境負荷の少ない工事 総量 （％） (25件/25件)100 100

環境美化活動 総量 （回） 11 11

※１．電力のＣＯ2 発生量については、電力事業者のＣＯ₂排出係数(2016年度実績）

　　（2017年12月21日公表）の四国電力の調整後排出係数0.529（ｋｇ－ＣＯ2 ／ｋＷｈ）を使用した。

※２．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（％）

※３．環境負荷の少ない工事

　　○環境負荷の少ない材料（リサイクル材、県産品等）の使用

　　○低騒音、排出ガス対策型重機の使用

　　○型枠、工事看板への間伐材の使用

　　○濁水防止対策の実施

　　○法面緑化工事の実施

※４.　売上高の目標額は、過去7年間（エコアクション21への取組期間）の平均額を設定した。

項目

-6-



②　中長期目標 (2022年度　～　2024年度）

2018年度 2022年度 2023年度 2024年度

実績（基準年） 目標 目標 目標

2018.6-2019.5 2022.6-2023.5 2023.6-2024.5 2024.6-2025.5

売上高 百万円 197 220 220 220

ガソリン使用量 総量 （ℓ） 6,183 5,800 5,600 5,400

原単位 （ℓ/百万円） 31 26 25 25

軽油使用量 総量 （ℓ） 44,523 43,500 43,000 42,500

原単位 （ℓ/百万円） 226 198 195 193

灯油使用量 総量 （ℓ） 438 360 330 300

原単位 （ℓ/百万円） 2 2 2 1

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 4,785 4,600 4,550 4,500

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 24 21 21 20

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 134,818 133,000 132,500 132,000

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 684 605 602 600

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 121,818 123,000 122,500 122,000

カーボンオフセット後 原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 618 559 557 555

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 39 36 35 35

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0 0 0 0

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 207 180 170 160

原単位 （ｋｇ/百万円） 1 1 1 1

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 160 180 170 160

原単位 （ｔ/百万円） 1 1 1 1

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 99 100 100 100

グリーン購入 総量 （％） 65 80 80 80

環境負荷の少ない工事 総量 （％） (25件/25件)100 100 100 100

環境美化活動 総量 （回） 11 11 11 11

項目
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7. 環境経営計画 （　2021年度  ）

期間：　　2021年　6月　～　2022 年　5月

項　　目 活　　動　　内　　容 担当者 期　限

ＣＯ₂ 排出量 燃料使用量 ○不要なアイドリングは行わない 各工事責任者 随時

削減 削減 ○急発進、急加速など行わず、エコドライブを心がける 〃 〃

○通勤車両には乗り合わせて移動する 〃 〃

○低燃費、排ガス規制機械・車両を購入、使用する 西野精晃 〃

電力使用量削減 西野　桂 〃

〃 〃

〃 〃

廃棄物削減 一般廃棄物 小松なつ子 〃

〃 〃

〃 〃

西野精晃 〃

各工事責任者 〃

用水使用量削減（排水量削減） ○事務所での節水に努める 小松なつ子 〃

○グリーン購入適合商品の目地材の購入 各工事責任者 〃

○事務用品等グリーン購入適合商品の購入に努める 小松なつ子 〃

各工事責任者 〃

（環境配慮資材の使用） 〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

西野　桂 〃

〃 〃

環境教育活動 ○環境研修会、講習会、セミナー等への参加 〃 〃

○事務所内の照明とスイッチを連動させ番号で管理するこ
とで、不要な照明は使用しない

○一般ごみの分別によるリサイクルの推進に努める
紙類は極力シュレッダー処理し、ごみの圧縮に努める

○OA機器は省エネモードに設定し、退社時には電源を切る
ON/OFFの切替付のコンセントを使用する

○コピー用紙の両面使用、ミス印刷の削減に努める
FAX受信、送信をパソコンで管理し不要な物は印刷しない

○低騒音、排出ガス対策型重機の使用

産業廃棄物

○使用材料の適正量の購入や型枠、工事看板等の再利用な
どにより削減に努める

〇産業廃棄物はできるだけ再資源化委託業者に委託処理す
る

グリーン購入

○濁水防止対策の実施

○エアコン適正温度（冷房28℃±1℃、暖房22℃±1℃）に
設定、使用時期にはフィルターは毎月清掃する

○新聞紙、雑誌、段ボール、空き缶等は地元小学校の廃品
回収に協力する

○環境負荷の少ない材料(リサイクル材、県産品等)の使用環境負荷の少ない工事の施工

○型枠、工事看板への間伐材の使用
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環境美化活動

○ごみ拾いやガードレール・交通誘導施設の清掃活動等、
地域の環境美化活動を積極的に行う

○「高知県木質資源エネルギー活用事業」のオフセット・
クレジットの購入（カーボン・オフセット）

○法面緑化工事の実施



8. 環境経営目標の実績 (2021年度）

（１）本年度実績

基準年 2021年度 2021年度 実績値／目標値

　　　項　目 総量・原単位 単位 2018年度 目標 実績 （％） 評　価

2018.6-2019.5 2021.6-2022.5 2020.6-2021.5

売上高 百万円 197 220 323

総量 （ℓ） 6,183 6,000 5,676 95% 〇

原単位 （ℓ/百万円） 31 27 18 64% 〇

総量 （ℓ） 44,523 44,000 59,444 135% ×

原単位 （ℓ/百万円） 226 200 184 92% 〇

総量 （ℓ） 438 380 1,186 312% ×

原単位 （ℓ/百万円） 2 2 4 213% ×

総量 （ｋＷｈ） 4,785 4,650 4,715 101% △

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 24 21 15 69% 〇

総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 134,818 133,500 171,982 129% ×

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 684 607 532 88% 〇

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 121,818 123,500 152,982 124% ×

カーボンオフセット後 原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 618 561 474 84% 〇

総量 （ｍ3 ） 39 37 39 105% △

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0 0 0 72% 〇

総量 （ｋｇ） 207 190 183 96% 〇

原単位 （ｋｇ/百万円） 1 1 1 66% 〇

総量 （ｔ） 160 190 158 83% 〇

原単位 （ｔ/百万円） 1 1 0 57% 〇

☆ 産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 99 100 95 95% △

☆ グリーン購入量 総量 （％） 65 75 78 104% 〇

☆ 環境負荷の少ない工事 総量 （％） （25件/25件）100 100 100 100% 〇

☆ 環境美化活動 総量 （回） 11 11 11 100% 〇

※１．電力のＣＯ2 発生量については、電気事業者別のＣＯ2 排出係数（2016年度実績）

　　（2017年12月21日公表）の四国電力の調整後排出係数0.529（kg－ＣＯ2 ／ｋＷｈ）を使用した。

※２．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（％）

※３．環境負荷の少ない工事

　　○環境負荷の少ない材料（リサイクル材、県産品等）の使用

　　○低騒音、排出ガス対策型重機の使用

　　○型枠、工事看板への間伐材の使用

○濁水防止対策の実施

○法面緑化工事の実施

※４．評価は、「○」100%以下、「△」101％～120％未満、「×」120％以上で評価する。

但し、☆の項目については「〇」100％以上、「△」80％～99％以下、「×」80％未満で評価する。

＜環境経営目標未達成等理由＞

軽油使用量　　： 今期は受注工事も多く、軽油使用量の総量は目標を大きく超えることになりましたが、原単位では目標値を

クリアしています。

灯油使用量　　： 今期の冬は特に寒く、現場も標高が高い厳しい場所での作業となり、ジェットヒーター等を使用したため

灯油の消費量が大幅に増えました。

CO₂排出量 　　： 化石燃料使用量が多かったので必然的に増えていますが、原単位では目標を達成できています。

産業廃棄物　　： 仮設道設置で使用後の大型土のうが1300袋ほど出たため、廃プラスチック類の最終処分（焼却・埋立）に

 再資源化率 なりました。焼却熱の再利用はありませんでした。
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ガソリン使用量

軽油使用量

灯油使用量

電力使用量

ＣＯ2 排出量

用水使用量

一般廃棄物排出量

産業廃棄物排出量



＜過去の実績＞

項目 2018年度 2017年度 2019年度 2020年度 2021年度

実績（基準年） 実績 実績 実績 実績

売上高 百万円 197 249 308 197 323

総量 （ℓ） 6,183 5,874 6,033 3,051 5,676

原単位 （ℓ/百万円） 31 24 20 15 18

総量 （ℓ） 44,523 59,410 29,528 26,193 59,444

原単位 （ℓ/百万円） 226 239 96 133 184

総量 （ℓ） 438 1,151 130 114 1,186

原単位 （ℓ/百万円） 2 5 0 1 4

総量 （ｋＷｈ） 4,785 5,017 4,673 4,646 4,715

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 24 20 15 24 15

総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 134,818 175,072 92,977 77,398 171,982

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 684 703 302 393 532

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 121,818 165,072 79,977 71,398 152,982

カーボンオフセット後 原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 618 663 260 362 474

総量 （ｍ3 ） 39 36 34 40 39

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0 0 0 0 0

総量 （ｋｇ） 207 210 153 208 183

原単位 （ｋｇ/百万円） 1 1 0 1 1

総量 （ｔ） 160 326 187 4 158

原単位 （ｔ/百万円） 1 1 1 0 0

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 99 100 99 100 95

グリーン購入量 総量 （％） 65 67 67 70 78

環境負荷の少ない工事 総量 （％） （23件/23件）100 （25件/25件）100 （18件/18件）100 （20件/20件）100 （14件/14件）100

環境美化活動 総量 （回） 11 10 11 11 11

用水使用量

一般廃棄物排出量

産業廃棄物排出量
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灯油使用量

電力使用量

ＣＯ2 排出量

総量・原単位 単位

ガソリン使用量

軽油使用量



2021年度

環境経営目標の過去実績のグラフ （2017年度～2021年度） 完成工事高 323百万円

　燃料使用量（総量：ガソリン、軽油、灯油） 　燃料使用量（原単位：ガソリン、軽油、灯油）
単位：ℓ／年 単位：ℓ／百万円

年度 ガソリン 軽油 灯油 年度 ガソリン 軽油 灯油

（ℓ／年） （ℓ／年） （ℓ／年） （ℓ/百万円） （ℓ/百万円） （ℓ/百万円）

2017年度 5,874 59,410 1,151 2017年度 24 239 5

2018年度 6,183 44,523 438 2018年度 31 226 2

2019年度 6,033 29,528 130 2019年度 20 96 0

2020年度 3,051 26,193 114 2020年度 15 133 1

2021年度 5,676 59,444 1,186 2021年度 18 184 4

電力使用量（総量：ｋＷｈ／年） 電力使用量（原単位：ｋＷｈ／百万円）

年度 電力使用量 年度 電力使用量

（ｋＷｈ／年） （ｋＷｈ／百万円）

2017年度 5,017 2017年度 20

2018年度 4,785 2018年度 24

2019年度 4,673 2019年度 15

2020年度 4,646 2020年度 24

2021年度 4,715 2021年度 15
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ＣＯ2 排出量（総量：（ｋｇ－ＣＯ2） ＣＯ2 排出量（原単位：ｋｇ－ＣＯ2/百万円）

年度 ＣＯ2 排出量 年度 ＣＯ2 排出量

（ｋｇ－ＣＯ2 ）
（ｋｇ－ＣＯ2/百万

円）

2017年度 175,072 2017年度 703

2018年度 134,818 2018年度 684

2019年度 92,977 2019年度 302

2020年度 77,398 2020年度 393

2021年度 171,982 2021年度 532

用水使用量(総量：ｍ3） 用水使用量(原単位：ｍ3/百万円）

年度 用水使用量 年度 用水使用量

（ｍ3 ） （ｍ3/百万円 ）

2017年度 36 2017年度 0.2

2018年度 39 2018年度 0.2

2019年度 34 2019年度 0.1

2020年度 40 2020年度 0.2

2021年度 39 2021年度 0.1
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廃棄物排出量（総量：一般廃棄物、産業廃棄物） 廃棄物排出量（原単位：一般廃棄物、産業廃棄物）
単位：一般廃棄物　ｋｇ／年 単位：一般廃棄物　ｋｇ／百万円
単位：産業廃棄物　ｔ／年 単位：産業廃棄物　ｔ／百万円

年度 一般廃棄物 産業廃棄物 年度 一般廃棄物 産業廃棄物

ｋｇ／年 ｔ／年 ｋｇ／百万円 ｔ／百万円

2017年度 210 326 2017年度 0.8 1.3

2018年度 207 160 2018年度 1.1 0.8

2019年度 153 187 2019年度 0.5 0.6

2020年度 208 4 2020年度 1.1 0.3

2021年度 183 158 2021年度 0.6 0.5

産業廃棄物再資源化率（％）

年度 産業廃棄物

再資源化率

（％）

2017年度 100

2018年度 99

2019年度 99

2020年度 100

2021年度 95

グリーン購入（％）

年度 グリーン購入

（％）

2017年度 67

2018年度 65

2019年度 67

2020年度 70

2021年度 78
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環境負荷の少ない工事（％）

年度 環境負荷の

少ない工事

（％）

2017年度 100

2018年度 100

2019年度 100

2020年度 100

2021年度 100

環境美化活動（回）

年度 環境美化活動

（回）

2017年度 10

2018年度 11

2019年度 11

2020年度 11

2021年度 11
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9. 環境経営計画の取組結果とその評価 （　2021年度　）
期間：　　20201年　6月　～　2022年　5月

項　　目 活　　動　　内　　容

ＣＯ2 排出量 燃料使用量削減 ○不要なアイドリングは行わない

削減 ○急発進、急加速など行わず、エコドライブを心がける

○通勤車両には乗り合わせて移動する

○低燃費、排ガス規制機械・車両を購入、使用する

電力使用量削減

廃棄物削減 一般廃棄物

用水使用量削減 （排水量削減） ○事務所での節水に努める

○グリーン購入適合商品の目地材の購入

○事務用品等グリーン購入適合商品の購入に努める

環境教育活動 ○環境研修会、講習会、セミナー等への参加
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継続して実施する

環境美化活動

○ごみ拾いやガードレール・交通誘導施設の清掃活動等、地域の
ロードボランティア活動を積極的に行う

○「高知県木質資源エネルギー活用事業」のオフセット・クレ
ジットの購入（カーボン・オフセット）

環境負荷の少ない工事の施工 ○環境負荷の少ない材料（リサイクル材、県産品等）の使用

取組結果 評価

実施されている

実施されている

実施されている

実施されている

当期は受注工事も多く、建設機械関係の使用
率の高く、軽油使用量の総量が非常に多かっ
た。また、冬季の寒さも厳しく積雪・凍結等
に苦労した。現場での灯油使用料は大幅に増
えることとなった。しかしながら、完成工事
高も伸びたため、原単位では目標は達成でき
た。取組の成果は十分に評価できる。

継続して実施する

継続して実施する

継続して実施する

継続して実施する

継続して実施する

実施されている

見直し

目地材100％、コピー用紙100％購入されている。リサ
イクルトナーも利用、事務用品についても可能な限り
グリーン購入適合商品を購入している。

実施されている

実施されている

実施されている

実施されている

継続して実施する

継続して実施する実施されている

○法面緑化工事の実施

○濁水防止対策の実施

特に問題はないと思われる。

年間2～3回、ZOOMでの参加も増えている。

エアコンは一日中使用せず一定の温度になれ
ばOFFにするよう努めている。照明やOA機器に
ついても省エネモードの設定やコンセント管
理により節電できている。毎年、「クールビ
ズ四国」「ウォームビズ四国」キャンペーン
に参加、実践している。

自社でのﾛｰﾄﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの他にも、国有林の下草
刈りや林道の草刈り等の活動、法人会の清掃
活動や県下一斉美化活動等にも積極的に参加
している。

実施されている

実施されている

全受注工事において環境負荷の少ない施工が
できている。

実施されている

実施されている

○事務所内の照明とスイッチを連動させ番号で管理することで、
不要なは照明は使用しない

FAXの入替により、パソコンでFAX受信を管理
し必要な文書のみ印刷している。
また、送信文書もパソコンで作成しそのまま
送信できるので、インクと紙の削減に大きく
貢献している。しかし、工事書類が紙ベース
での提出がほとんどなので、印刷ミスや訂正
が多いのかコピーカウンターが多すぎる。印
刷プレビューでの十分な確認とページ指定で
印刷するなど、工夫と努力が必要である。

○使用材料の適正量の購入や型枠等の再利用など削減に努める

○OA機器は省エネモードに設定し、退社時には電源を切る
ON/OFFの切替付コンセントを使用する

○新聞紙、雑誌、段ボール、空き缶等は地元小学校の廃品回収に
協力する

○一般ごみの分別によるリサイクルの推進に努める
紙類は極力シュレッダー処理しごみの圧縮に努める

コピー機に裏紙専用トレーを設定

○エアコン適正温度（冷房28℃±1℃、暖房22℃±1℃）に設定、
使用時期にはフィルターは毎月清掃する

○型枠、工事看板への間伐材の使用

分別回収に取り組んでいる

随時、小学校の廃品回収へ持ち込む

○コピー用紙の両面使用、ミス印刷の削減に努める
ＦＡＸ受信送信をパソコンで管理し不要な物は印刷しない

実施されている

実施されている

実施されている

(環境配慮資材の使用)

産業廃棄物
○産業廃棄物はできるだけ再資源化委託業者に委託処理する 実施されている

グリーン購入

○低騒音、排ガス対策型重機の使用

実施されている

実施されている



環境経営活動の具体的な取組状況

１．ＣＯ2 排出量削減

（１）燃料使用量削減

　【重機の更新】

2018年5月、2020年3月、2021年5月、2022年5月に各1台重機を更新しました

　　　　　車の写真 低燃費機種ＥＣＯモード搭載

ＡＩＳ（オートアイドルストップ）機能付で、待機時などの

ムダな燃料消費（CO₂排出）が削減される

超低騒音型、排出ガス2015年基準適合、

【2022年5月更新　】

【車両の更新】

2022年3月に社用車を更新しました

【車の相乗りの徹底】

工事現場へ行く時は、必ず相乗りで現地に行き、社用車の燃料

使用量削減に努めています

（２）電力使用量削減

【本社事務所2階　ＬＥＤ照明設置】

本社事務所の蛍光灯をすべてＬＥＤに更新しました。

　　設置したＬＥＤの写真 　　　　　　(2019年10月更新完了）

ＬＥＤ化した2019年度に約20％削減し、その後も3～5％程

順調に削減できています。

【事務所内の蛍光灯の管理】

本社事務所内の蛍光灯にそれぞれにスイッチを付け、

番号で管理し不要な箇所は消灯しています。

掲示物で節電の啓発を行っています
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２．用水使用量の削減

　【節水シール貼付】

　（2016年　6月設置）

本社事務所内の水道蛇口（2ケ所）に節水シールを

貼付け、啓発を計っています。

３．廃棄物の削減

【コピー用紙の裏紙使用、両面コピー】

ミスコピー用紙は裏紙として使用し、可能な場合は両面コピー

を実施、印刷前のプレビューでの確認を励行することにより、

年間でコピー用紙の使用量を削減しています。

コピー機には、裏紙専用トレイを設定しています。

【ＦＡＸはパソコン画面から送信】

　（新型ＦＡＸ：　2017年　8月設置）

受信したＦＡＸは、パソコン画面で確認して

必要なものだけ印刷し、トナーインク、コピー用紙の

削減に努めています

パソコンで作成した書類を直接ＦＡＸ送信しています

【一般廃棄物分別】

　（分別置場：　　2015年　7月設置）

一般廃棄物は分別し排出しています。

乾電池、蛍光灯等は香美市物部支所の回収箱へ

出しています

【大栃小学校の廃品回収へ】

新聞紙、雑誌カタログ、段ボール、空き缶は、地元

小学校の廃品回収へ協力し、再資源化に努めて

います
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４．グリーン購入

【事務用品のエコマーク・グリーンマーク商品の優先購入】

事務用品はエコマーク・グリーンマークの付いた商品を優先

的に購入しています

対象商品：コピー用紙、ファイル類、ノート類

　　　　　ボールペン、シャープペン等

【再生材の使用】

本社事務所内のコピー機、プリンターにおいては、

積極的にリサイクルトナーを使用しています

【目地材のグリーン商品購入】

５．環境負荷の少ない工事実施

谷止工【木製存置型枠施工】

高知県産木材の木製残存型枠(サバイルウッド）使用した

谷止工を施工しました

　　　工事中の重機の写真

（低騒音、排ガス対策シール）

【鋼製スリット谷止工】

裏型枠は高知県産木材の木製残存型枠（サバイバルウッド）を

使用しています

【大型土のうによる仮設道設置】

約1300袋の大型土のうを設置

河川への土砂の流出防止と環境に配慮された施工となりました
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【低騒音、排出ガス対策型重機の使用】

全受注工事において、低騒音、排出ガス対策型重機を使用しました。

工事箇所周辺の騒音低減と、排出ガス量削減に努めています。

６．環境美化活動

【ロードボランティア活動】

国道195号線のロードボランティア活動（道路周辺のゴミ拾い、ガードレール

清掃、トンネル内の反射板、カーブミラーの清掃等）を行いました。（年10回実施）

また、高知県一斉美化活動や法人会の清掃活動にも参加、四国林業土木

協会の森林ボランティアで国有林内の下草刈りやつる切り、林道の草刈り、

側溝の掃除等を行いました。

７．カーボン・オフセット
2012年（平成24年）より購入を継続しています。

今年度は3件の工事で排出されるCO₂排出量を合計19.0ｔ-CO₂　オフセットしました。

東笹林道災害復旧工事（翌債） 桑ノ川山(79)復旧治山工事(明許) 復旧第6号　川口復旧治山工事
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カーボン・オフセットクレジット購入履歴

日　付
数量

(ｔ-CO2)

1 2012年12月25日 5.0

2 2013年10月8日 5.0

3 2015年4月21日 5.0

4 2016年1月18日 5.0

5 2016年8月3日 5.0

6 2016年11月10日 4.0

7 2016年11月10日 6.0

8 2017年7月10日 10.0

9 2019年5月28日 13.0

10 2020年12月7日 6.0

11 2021年9月2日 7.0

12 2021年9月2日 7.0

13 2021年11月18日 5.0

83.0

2022年5月31日現在

合  計

工　事　名 発　注　機　関

別府山復旧治山工事

24災第136-3号 主要地方道大豊物部線道路災害復旧工事

杉熊林業専用道新設工事

大栃林道63線災害復旧工事（明許）

別府山(52)水源地域整備工事(国債）

道改(特定)第04-102-3号 県道安芸物部線道路改良工事

26災第805号 一級水系一級河川物部河川災害復旧工事

猪野々山(12)災害関連緊急工事外(翌債)

井地山林業専用道新設工事(国債)

桑ノ川山(81)復旧治山工事

高知県中央東土木事務所

高知県中央東林業事務所

高知県中央東土木事務所

高知中部森林管理署

〃

〃
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〃

高知中部森林管理署

〃

〃

〃

〃

東笹林道災害復旧工事(翌債)

桑ノ川山(79)復旧治山工事(明許)

復旧第6号　川口復旧治山工事 高知県中央東林業事務所



10．次年度の取組内容

（１）環境経営目標

①　単年度目標 （ 2022年度）

基準年 2022年度

総量・原単位 単位 2018年度 目標

2018.6-2019.5 2022.6-2023.5

売上高 百万円 197 220

ガソリン使用量 総量 （ℓ） 6,183 5,800

原単位 （ℓ/百万円） 31 26

軽油使用量 総量 （ℓ） 44,523 43,500

原単位 （ℓ/百万円） 226 198

灯油使用量 総量 （ℓ） 438 360

原単位 （ℓ/百万円） 2 2

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 4,785 4,600

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 24 21

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 134,818 133,000

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 684 605

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 121,818 123,000

カーボンオフセット後 原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 618 559

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 39 36

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0 0

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 207 180

原単位 （ｋｇ/百万円） 1 1

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 160 180

原単位 （ｔ/百万円） 1 1

産業廃棄物再資源化率　 総量 （％） 99 100

グリーン購入 総量 （％） 65 80

環境負荷の少ない工事 総量 （％） (25件/25件)100 100

環境美化活動 総量 （回） 11 11

※１．電力のＣＯ2 発生量については、電力事業者のＣＯ₂排出係数(2016年度実績）

　　（2017年12月21日公表）の四国電力の調整後排出係数0.529（ｋｇ－ＣＯ2 ／ｋＷｈ）を使用した。

※２．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（％）

※３．環境負荷の少ない工事

　　○環境負荷の少ない材料（リサイクル材、県産品等）の使用

　　○低騒音、排出ガス対策型重機の使用

　　○型枠、工事看板への間伐材の使用

　　○濁水防止対策の実施

　　○法面緑化工事の実施

※４.　売上高の目標額は、過去7年間（エコアクション21への取組期間）の平均額を設定した。

項目
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②　中長期目標 (2023年度　～　2025年度）

2018年度 2023年度 2024年度 2025年度

総量・原単位 単位 実績（基準年） 目標 目標 目標

2018.6-2019.5 2023.6-2024.5 2024.6-2025.5 2025.6-2026.5

売上高 百万円 197 220 220 220

ガソリン使用量 総量 （ℓ） 6,183 5,600 5,400 5,200

原単位 （ℓ/百万円） 31 25 25 24

軽油使用量 総量 （ℓ） 44,523 43,000 42,500 42,000

原単位 （ℓ/百万円） 226 195 193 191

灯油使用量 総量 （ℓ） 438 330 300 270

原単位 （ℓ/百万円） 2 2 1 1

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 4,785 4,550 4,500 4,450

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 24 21 20 20

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 134,818 132,500 132,000 131,500

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 684 602 600 598

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 121,818 122,500 122,000 121,500

カーボンオフセット後 原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 618 557 555 552

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 39 35 35 35

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0 0 0 0

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 207 170 160 155

原単位 （ｋｇ/百万円） 1 1 1 1

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 160 170 160 155

原単位 （ｔ/百万円） 1 1 1 1

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 99 100 100 100

グリーン購入 総量 （％） 65 80 80 80

環境負荷の少ない工事 総量 （％） (25件/25件)100 100 100 100

環境美化活動 総量 （回） 11 11 11 11

項目
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(2) 環境経営計画 （　2022年度  ）

期間：　　2022年　6月　～　2023年　5月

項　　目 活　　動　　内　　容 担当者 期　限

ＣＯ₂ 排出量 燃料使用量削減 各工事責任者 随時

削減 〃 〃

〃 〃

西野精晃 〃

電力使用量削減 西野　桂 〃

〃 〃

〃 〃

廃棄物削減 一般廃棄物 小松なつ子 〃

〃 〃

〃 〃

西野精晃 〃

各工事責任者 〃

用水使用量削減 （排水量削減） 小松なつ子 〃

各工事責任者 〃

小松なつ子 〃

各工事責任者 〃

（環境配慮資材の使用） 〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

西野　桂 〃

〃 〃

環境教育活動 〃 〃

環境負荷の少ない工事の施工

○型枠、工事看板への間伐材の使用

○事務所内の照明とスイッチを連動させ番号で管理するこ
とで、不要な照明は使用しない

○一般ごみの分別によるリサイクルの推進に努める
紙類は極力シュレッダー処理し、ごみの圧縮に努める

○OA機器は省エネモードに設定し、退社時には電源を切る
ON/OFFの切替付のコンセントを使用する

○コピー用紙の両面使用、ミス印刷の削減に努める
FAX受信、送信をパソコンで管理し不要な物は印刷しない

○低騒音、排出ガス対策型重機の使用

○エアコン適正温度(冷房28℃±1℃、暖房22℃±1℃)に設
定、フィルターは毎月清掃する

○事務用品等グリーン購入適合商品の購入に努める
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環境美化活動

○ごみ拾いやガードレール・交通誘導施設の清掃活動等、
地域の環境美化活動を積極的に行う

○「高知県木質資源エネルギー活用事業」のオフセット・
クレジットの購入(カーボン・オフセット)

○法面緑化工事の実施

産業廃棄物

○使用材料の適正量の購入や型枠、工事看板等の再利用な
どにより削減に努める

〇産業廃棄物はできるだけ再資源化委託業者に委託処理す
る

グリーン購入

○濁水防止対策の実施

○環境研修会、講習会、セミナー等への参加

○不要なアイドリングは行わない

○急発進、急加速など行わず、エコドライブを心がける

○通勤車両には乗り合わせて移動する

○低燃費、排ガス規制機械・車両を購入、使用する

○事務所での節水に努める

○グリーン購入適合商品の目地材の購入

○新聞紙、雑誌、段ボール、空き缶等は地元小学校の廃品
回収に協力する

○環境負荷の少ない材料(リサイクル材、県産品等)の使用



11. 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

点検頻度
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 各工事責任者 〇 2022年7月15日

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12条 ○産業廃棄物の事業者の処理 必要時 小松なつ子 〇 2022年7月15日

産業廃棄物の委託契約

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 小松なつ子 〇 2022年7月15日

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 小松なつ子 〇 2022年7月15日

　　　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 西野精晃 〇 2022年7月15日

見易い箇所に掲示板を設置

（縦60cm以上×横60㎝以上）

資源の有効な利用の促進に関 第4条 ○土砂、コンクリート塊、アスファルト・コン 必要時 各工事責任者 〇 2022年8月20日

する法律(資源有効利用促進法） クリート塊、木材等の減量化及びリサイクル

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 各工事責任者 〇 2022年8月20日

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 〇

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 各工事責任者 ― 対象工事なし

第10条 　解体：床面積80㎡ 以上

　新築・増築：床面積500㎡ 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 ―

大気汚染防止法 第18条の17 〇解体等工事受注者は、石綿使用の有無について 必要時 各工事責任者 ― 対象工事なし

（解体工事） 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、その結果等を解体等工事場所へ掲示

騒音規制法 第5条 ○騒音規制基準の遵守 必要時 各工事責任者 〇 2022年8月20日

第14条 ○特定建設作業の実施の届出

（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5条 ○振動規制基準の遵守 必要時 各工事責任者 〇 2022年8月20日

第14条 ○特定建設作業の実施の届出

（建設作業開始7日前までに市町村長に届出）

消防法 第10条 ○指定数量以上の危険物貯蔵の消防長への許可 必要時 各工事責任者 〇 2022年8月20日

第1石油類 ｶﾞｿﾘﾝ：200ℓ

第2石油類 灯油、軽油：1,000ℓ

第3石油類 重油：2,000ℓ

第4石油類 潤滑油：6,000ℓ

ｷﾞﾔ油、ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ、ﾏｼﾝ油

第31条 ○少量物危険物貯蔵の消防署への届出 必要時 各工事責任者 〇 2022年8月20日

（指定数量の1/5以上指定数量未満の危険物貯蔵）

フロン類の使用の合理化及び 第5条 ○定期点検の実施 西野精晃 〇 2022年9月9日

管理の適正化に関する法律 エアコン：3.7kW以上50kW未満 １回／3年

（フロン排出抑制法） 〇第1種特定製品(建設機械エアコン)の簡易点検 １回／3ヶ月

火薬類取締法 第25条 ○火薬使用許可申請、未使用火薬の返却 必要時 西野　桂 ― 対象工事なし

国等による環境物品等の 第5条 ○グリーン購入適合性商品の購入 必要時 小松なつ子 〇 2022年8月20日

調達の推進等に関する法律

（グリーン購入法）

高知県環境基本条例 第6条 ○事業者の責務 必要時 全従業員 〇 2022年8月20日

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 全従業員 〇 2022年8月20日

香美市環境美化条例 第5条 ○事業者の責務 必要時 全従業員 〇 2022年8月20日

公害防止、自然環境保全、廃棄物の適正処理

（2） 環境関連法規等の遵守状況の違反、訴訟等の有無

2021年6月より2022年5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。
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　法規・条例　名 適用条項 具体的内容 担当者 遵守状況 確認日



12．代表者による全体評価と見直しの結果

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 □有 □無

環境関連法規等への違反、訴訟はありませんでした。 特に変更はありません。

環境経営方針に基づき、継続して環境負荷の

②問題点の是正処置及び予防処置の状況 低減に取り組んでいきます。

特にありませんでした。

③前回までの代表者の指示事項への対応

特にありませんでした。

＜改善提案＞ 【環境経営目標・環境経営計画】

特にありませんでした。 □　有 □　無

産業廃棄物排出量の目標値が、基準年の数値より

【環境経営目標・環境経営計画の達成状況】 高くなっています。目標値の見直しを検討してください。

目標値【総量】 経営計画

達成状況 達成状況

【環境管理実施体制】

□　有 □　無

特に変更はありません。

産業廃棄物排出量削減 〇 〇

☆産業廃棄物再資源化率 △ 〇 【環境経営システム】

□　有 □　無

環境経営システムは有効に機能しています。

【その他】

□　有 □　無

環境経営目標値達成状況　　　 　「○」100%以下、「△」101％～120％未満、「×」120％以上で評価する。

☆の項目については「〇」100％以上、「△」80％～99％以下、

「×」80％未満で評価する。

＜改善提案＞

特にありませんでした。

【周囲の変化の状況】 【総　括】

①外部コミユニケーション記録より

外部からの苦情、要望等はありませんでした。 　化石燃料使用量の増加で二酸化炭素の排出量が

大幅に増えましたが、完成工事高も約4割増となり、

②環境関連法規制等の動向他 原単位では各項目ともに目標達成となりました。

特にありませんでした。 　産業廃棄物再資源化が100％を達成できません

でしたが、使用済大型土のう袋が焼却・埋立という

＜改善提案＞ ことで残念でした。

特にありませんでした。 一昨年から、SGDｓの取り組みが一気に高まり

ましたが、自分たちの身近なものから、コツコツと

代表者が自ら得た情報 地道な環境経営に努め、環境負荷低減のための

特にありませんでした。 活動に取り組んでいきます。

総排水量の削減 △ ○

変更の必要性：

変更の必要性：

目標項目 コメント

二酸化炭素排出量削減 × △
化石燃料での排出量が多くなりましたが、受注
量が増えた結果です。

化石燃料使用削減 × △
受注工事が多く、総量では目標値を大きく上回
わりましたが、原単位では目標達成です。

変更の必要性：

変更の必要性：

変更の必要性：
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☆　環境美化活動 ○ ○
継続して取り組みます。ｶｰﾎﾞﾝｵﾌｾｯﾄの購入も
継続して行います。

☆　環境教育活動 ○ 〇
産業廃棄物処理講習会、エコアクション勉強会
やセミナー等に継続して参加します。

環境経営計画達成状況　　　　　「〇」できている　　「△」もう少し　　「×」できていない

受注工事により変動しますが、継続して取り組
みます。廃プラ処分がリサイクルに繋がらず残
念です。

☆　　グリーン購入 ○

電力使用削減 △ 〇 １％超でしたので、ほぼ目標達成です。

○ 継続して取り組みます。

継続して取り組みます。

環境配慮資材・施工 ○ ○
景観にも環境にも優れた資材・施工方法が増え
てきています。

一般廃棄物排出量削減 〇 ○ 分別、リサイクル活動に取り組みます。

レ

レ

レ

レ

レ
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