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１．組織の概要

【事業所名】 マルワ興業株式会社

【代表者氏名】 代表取締役　宇賀　恒介

【所在地】

　　本社 高知県幡多郡三原村上下長谷140-2

【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 取締役 山﨑　賢

連絡先担当者 取締役 宇賀　忠美

連絡先 ＴＥＬ： 0880-46-2502

ＦＡＸ： 0880-46-2363

Ｅ－ｍａｉｌ： maruwakogyo@shirt.ocn.ne.jp

【事業活動の内容】

主に法面工事をしております

建設業許可

　許可番号 高知県知事許可(般-27)第9856号

　許可年月日 令和3年　2月23日

　建設業の種類 とび・土工工事業、舗装工事業、水道施設工事業、 石工事業

管工事業、解体工事業  石工事業、管工事業、解体工事業

【事業規模】

設立年月日 2017年

資本金 800万円

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

製品生産量・出荷額（売上高）

　　（百万円）

従業員数　　　　　　（名） 9 9 9 9

事業所敷地面積　　　（ｍ2 ） 126 126 126 126

事業所延べ床面積　　（ｍ2 ） 126 126 126 126

従業員数は、　10月　10日現在

会計年度 　　　9月　　～　8月

98 103 110 123

mailto:maruwakogyo@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（認証・登録範囲）】

マルワ興業株式会社　　全社

　　本社 高知県幡多郡三原村上下長谷140-2 （常駐者：　　1名）

対象事業：

【レポートの対象期間】

2021年9月～2022年8月

【環境経営レポートの発行日】

2022年　12月20日

【作成責任者】

環境管理責任者　 山﨑　賢

：土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、水道施設工事業

   石工事業、管工事業、解体工事業



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 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 ○ 寄付、環境教育

対象となる持続可能な開発目標（SDGs）範囲

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


　マルワ興業株式会社は、自然豊かな三原村に位置し、建設事業活動が、
環境負荷を発生しているなど、地球温暖化に関わっていることを認識し、
自然環境を次世代に引き継ぐため、社員一丸となり、持続的に環境負荷の
削減を行い、継続的な改善による環境経営を推進します。

①　環境関連法規等を遵守します。　

②　トラック・重機・車両の燃料使用量の削減による二酸化炭素の
　　排出量を削減します。

③　電力使用量の削減による二酸化炭素の排出量を削減します。

④　建設工事および事務所における廃棄物排出量の削減及びリサイクル
　　に努めます。

⑤　環境に配慮した工事に取り組みます。また環境に優しい資材の使用を
　　促進します。

⑥　水使用量を削減します。

⑦　事務用品および調達資材のグリーン購入を促進します。

⑧　環境方針を全従業員へ周知徹底します。

⑨　ロードボランティアを行い地域に貢献します。

⑩　環境経営レポートを作成し、外部に公表します。

制定日　　　2019年　7月　1日
代表取締役

代表者署名  　宇賀　恒介

3．環境経営方針　　

《 環 境 経 営 理 念 》

《 環 境 経 営 方 針 》



４．環境管理組織体制

代表取締役

宇賀　恒介

環境管理責任者

山﨑　賢

環境事務局

宇賀　忠美

ＥＡ２１委員会

山﨑　賢

事務部門 工事部門 倉庫・車両置き場

宇賀　忠美 山﨑　賢 山﨑　賢

環境管理システム　役割・責任・権限表

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・環境管理組織体制を承認

・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・環境管理組織体制を確認

・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・環境管理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ユ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

役割・責任・権限



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＞

○ガソリン使用量、電力使用量が今年は増えてしまったので、来年度はもっと削減に努めたい

○燃料使用量の削減についてはアイドリングストップや現場にあった重機の選定などを行いましたが

　今年は道路のパトロール業務などがあり削減ができず増えてしまいました。

○電力使用量の削減については、事務所照明のＬＥＤ化を行っています。

○太陽光発電設備については、　令和3年　9月～　令和4年　8月　の１年間の発電量は、2,026.70ｋＷｈとなりました。

○環境美化活動についても、本年度はロードボランティア活動を12回実施しております

　　　　写真



　6.環境経営目標

(１) 単年度目標
基準年 2021年度

　　　　　　　項目 総量・原単位 単位 2017年度 目標

2017.9-2018.8 2021.9-2022.8

売上高 百万円 98 100

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 4,034 3,873

原単位 （ℓ/百万円） 41.2 39

　軽油使用量 総量 （ℓ） 8,577 8,234

原単位 （ℓ/百万円） 87.5 82

　灯油使用量 総量 （ℓ） 423 406

原単位 （ℓ/百万円） 4.3 4

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 4,280 4,109

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 43.7 41

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 35,923 34,486

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 366.6 345

用水使用量 総量 （ｍ
3
 ） 59 57

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.6 0.6

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 0.9 1

原単位 （ｋｇ/百万円） 0.009 0.01

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 575.46 552

原単位 （ｔ/百万円） 5.9 6

産業廃棄物再資源化率　 総量 （％） 96 98

グリーン購入 総量 （％） 100 100

環境負荷の少ない工事 総量 （％） 14件/14件　100 100

環境美化活動 総量 （回） 12 12

＊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（29年度実績）

　　（平成30年9月15日公表）の四国電力の調整後排出係数0.528（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とは

（２）中長期目標

項目 総量・原単位 単位 2017年度 2019年度 2020年度 2021年度

実績（基準年） 目標 目標 目標

売上高 百万円 98 80 80 100

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 4,034 3,973 3,933 3,873

原単位 （ℓ/百万円） 41.2 50 49 39

　軽油使用量 総量 （ℓ） 8,577 8,448 8,363 8,234

原単位 （ℓ/百万円） 87.5 106 105 82

　灯油使用量 総量 （ℓ） 423 417 412 406

原単位 （ℓ/百万円） 4.3 5 5 4

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 4,280 4,216 4,173 4,109

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 43.7 53 52 41

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 35,923 35,384 35,204 34,486

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 366.6 442 440 345

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 59 58 57 57

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.6 0.7 0.7 0.6

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 0.9 0.8 0.8 0.8

原単位 （ｋｇ/百万円） 0.009 0.001 0.0075 0.01

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 575.46 567 561 552

原単位 （ｔ/百万円） 5.9 7 7 6

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 96 100 98 98

グリーン購入 総量 （％） 100 100 100 100

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

環境美化活動 総量 （回） 12 12 12 12

　　◎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・工事看板への県内産間伐材の使用　　◎濁水防止対策の実施　◎法面緑化工事の実施



7.環境経営計画

活動内容 担当者 期間

CO2 排出量 燃料使用量 ○車両・重機のアイドリングストップの推進 2021年9月～2022年8月

削減 削減 ○移動の際は最短経路を心掛ける 2021年9月～2022年8月

○エコ運転を心掛ける 2021年9月～2022年8月

○現場に見合った重機の選定 2021年9月～2022年8月

電力使用量 ○長時間使用しないパソコンの電源は切る 2021年9月～2022年8月

削減 ○退社時、昼休みの消灯確認 2021年9月～2022年8月

○休日は電気製品の電源を切る 2021年9月～2022年8月

○不在時消灯確認 2021年9月～2022年8月

用水使用量削減 ○節水を徹底する 2021年9月～2022年8月

（排水量削減） ○洗車・洗濯時は効率よく行う 2021年9月～2022年8月

○定期的な漏水点検を行う 2021年9月～2022年8月

○ 2021年9月～2022年8月

廃棄物削減 一般廃棄物 ○コピー用紙の両面印刷を心掛ける 2021年9月～2022年8月

○印刷前チェックを行いミスコピーを削減する 2021年9月～2022年8月

○ミスコピーの再利用を心がける 2021年9月～2022年8月

産業廃棄物 ○産業廃棄物の分別を徹底し、排出量を抑制する 2021年9月～2022年8月

2021年9月～2022年8月

2021年9月～2022年8月

グリーン購入 ○エコマーク商品を優先して購入 2021年9月～2022年8月

○詰め替え商品の使用 2021年9月～2022年8月

○ 2021年9月～2022年8月

○ 2021年9月～2022年8月

環境負荷の少ない工事 ○低騒音、排出ガス対策型重機の使用 2021年9月～2022年8月

○濁水防止対策の実施 2021年9月～2022年8月

○粉塵、土砂流出防止対策の実施 2021年9月～2022年8月

○現場周辺の」景観に配慮した施工を実施 2021年9月～2022年8月

期間：　2021年 9 月　～　2022年 8 月 

項目

代表取締役
宇賀　恒介

〇適正な計画、実施による廃棄物の抑制

○できるだけ再資源化処理業者に委託する

代表取締役
宇賀　恒介

　
現場責任者
山﨑　賢

事務部門責任者
宇賀　忠美

環境管理責任者
山﨑　賢

事務部門責任者
宇賀　忠美

現場責任者
山﨑　賢



8.環境経営目標の実績

（１）本年度実績

基準年 2021年度 2021年度 実績値／目標値 評価

　　　　　　　項目 総量・原単位 単位 2017年度 目標 実績 （％）

2017.9-2018.8 2021.9-2022.8 2021.9-2022.8

売上高 百万円 98 100 123

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 4,034 3,873 5,519 143% ×

原単位 （ℓ/百万円） 41.2 39 44.9 116% ×

　軽油使用量 総量 （ℓ） 8,577 8,234 6,053 74% ○

原単位 （ℓ/百万円） 87.5 82 49.2 60% ○

　灯油使用量 総量 （ℓ） 423 406 480 118% ×

原単位 （ℓ/百万円） 4.3 4 3.9 96% 〇

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 4,280 4,109 4,817 117% ×

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 43.7 41 39.2 95% 〇

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 35,923 34,486 30,586 89% ○

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 366.6 345 248.7 72% 〇

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 59 57 19 34% ○

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.6 0.6 0.2 26% ○

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 0.9 1 2.6 325% ×

原単位 （ｋｇ/百万円） 0.009 0.01 0.02 211% ×

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 575.46 552 134 24% 〇

原単位 （ｔ/百万円） 5.9 6 1.1 20% 〇

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 96 98 99.4 101% 〇

グリーン購入量 総量 （％） 100 100 100 100% ○

環境負荷の少ない工事 総量 （〇件/〇件） 14件/14件　100 100 100 100% ○

環境美化活動 総量 （回） 12 12 12 100 ○

＊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（29年度実績）

　　（平成30年9月15日公表）の四国電力の調整後排出係数0.528（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 ○濁水防止対策の実施

　　○低騒音、排出ガス対策型重機の使用 ○法面緑化工事の実施

　　○型枠、工事看板への間伐材の使用

＊４．評価は、「○」、「×」で評価する。

＜環境経営目標未達成等理由＞

電力使用量：照明の消し忘れを心掛けたが、夏場の高温対策でエアコンの稼働時間が増えた。
灯油使用量：事務所に多くいることがあったので、使用量が多くなってしまった。
産業廃棄物排出量：今年度は解体工事を受注しなかったので、昨年に比べると産業廃棄物の量がかなり削減できた。
ガソリン使用量：遠方工事を多く受注したため、ガソリン使用量が多くなった。
一般廃棄物：事務所にあった過去の書類等を整理したため多くなってしまった。
ＣＯ2 排出量削減目標は達成できた。また、環境経営計画についてはおおむね計画通りに活動できていたと思う。



＜過去の実績＞

項目 総量・原単位 単位 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

実績 実績(基準年) 実績 実績

売上高 百万円 99 98 103 103

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 3774 4,034 4668 3,774

原単位 （ℓ/百万円） 38.12 41.2 45 38

　軽油使用量 総量 （ℓ） 10399 8,577 5,701 9,713

原単位 （ℓ/百万円） 105.04 87.5 55 97

　灯油使用量 総量 （ℓ） 454 423 310 514

原単位 （ℓ/百万円） 4.59 4.3 3 5

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 1753 4,280 4,816 3,966

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 17.71 43.7 47 40

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 38414 35,923 29,112 38,289

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 388.02 366.6 283 383

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 59 59 51 61

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.60 0.6 0.5 0.6

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 0.1 0.9 0.8 0.8

原単位 （ｋｇ/百万円） 0.001 0.009 0.0078 0.0078

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 181.69 575.46 287 231.53

原単位 （ｔ/百万円） 1.84 5.9 2.8 2.2

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 100 96 100 100

グリーン購入 総量 （％） 100 100 100 100

環境負荷の少ない工事 総量 （％） 15件/15件　100 14件/14件　100 13件/13件　100 11件/11件　100

環境美化活動 総量 （回） 12 12 12 12



9.環境経営計画の取組結果とその評価

活動内容 評価 取組結果 見直し

ＣＯ2 排出量 燃料使用量 ○車両・重機のアイドリングストップの推進

削減 削減 ○移動の際は最短経路を心掛ける

○エコ運転を心掛ける

○現場に見合った重機の選定

電力使用量 ○長時間使用しないパソコンの電源は切る

削減 ○退社時、昼休みの消灯確認

○休日は電気製品の電源を切る

○不在時消灯確認

用水使用量削減 ○節水を徹底する

（排水量削減） ○洗車・洗濯時は効率よく行う

○定期的な漏水点検を行う

廃棄物削減 一般廃棄物 ○コピー用紙の両面印刷を心掛ける

○印刷前チェックを行い、ミスコピーを削減する

○ミスコピーの再利用を心がける

産業廃棄物 〇産業廃棄物の分別を徹底し、排出量を抑制する

グリーン購入 ○エコマーク商品を優先して購入

○詰め替え商品の使用

環境負荷の少ない工事 ○低騒音、排出ガス対策型重機の使用

○濁水防止対策の実施

○粉塵、土砂流出防止対策の実施

○現場周辺の景観に配慮した施工を実施 〇

概ね活動できている。

消し忘れが目立っていた。

活動が定着してきている。

より一層努力する。

計画通りの活動ができている。

〇

〇

〇

〇

計画通りの活動ができている。○適正な計画、実施による廃棄物の抑制

○できるだけ再資源化処理業者に委託する

〇

〇

△

〇

計画通り

計画通りの活動ができている。

概ね活動できている。

より一層努力する

〇

〇

〇

△

〇

△

計画通りの活動ができている。

計画通りの活動ができている。

計画通りの活動ができている。

〇

〇

再度ミスコピーの再利用について徹底する。

計画通り活動できているので今後も継続していく。

〇

 期間：2021 年 9 月 ～ 2022 年 8 月(令和3年度）

項目

〇

〇

〇

〇

計画通り活動できているので今後も継続していく。

〇

概ね活動できている。

概ね活動できている。

※社内会議において事務部門及び工事部門における、それぞれの取組状況について、確認・評価している。

各現場で低騒音・排出ガス対策型重機の使用を心掛
けている。

計画通り活動ができ、定着してきている。

計画通りで活動できているので今後も継続していく。

外出時などの電気の消し忘れが目立っていたので、
再度、呼びかけ徹底する。

計画通り活動できているので今後も継続していく。



具体的な取組状況

（1）電力使用量削減

　太陽光発電設備設置　　

　太陽光発電設備については、　2021年　9月～　2022年　8月　

　の１年間の発電量は、2026.7ｋＷｈとなった。

.

  グリーンカーテンの設置

（2）ガソリン使用量削減

ガソリン使用量を削減するため社用車をハイブリッド車に更新

（3）用水使用量の削減

　節水シール貼付

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。

窓からの日差しを遮り、室内温度の上昇を抑制するとともに、植物の蒸散作用によって
周囲を冷やすことが期待できるといった、省エネに有効なツールのひとつです。

　社用車をハイブリット車を導入



（4）一般廃棄物の削減

　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再利用します。

また両面コピーを実施することにより使用量を削減しました。

（5）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

（6）環境負荷の少ない工事

　低騒音、排出ガス対策型重機の使用

工事名称：県道宿毛津島線防災・安全交付金工事　

工事期間：令和4年5月27日～令和4年12月12日

工事場所：高知県宿毛市橋上町楠山

低騒音、排出ガス対策型重機を工事で使用しました。

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。

　工事看板への高知県産間伐材の使用

工事名称：県道津島線防災・安全交付金工事

工事期間：令和4年5月27日～令和4年12月12日

工事場所：高知県宿毛市橋上町楠山

工事看板には、高知県産間伐材を使用し、環境負荷低減に

に努めました。



（7）環境美化活動

　ロードボランティア活動

県道中村宿毛線下切及び上下長谷でロードボランティア

活動を行い、道路の清掃活動を行いました。

（年12回実施）

（8）その他環境活動

高知県地球温暖化防止県民会議活動への参加

3万交通エコポイント（CO2削減量30ｔ）相当の寄付を行いました。



１０．次年度の取組内容

（１）環境経営目標

1.単年度目標 《　2022年　》
基準年

項目 総量・原単位 単位 2017年度 2022年度

2017.9-2018.8 目標

売上高 百万円 98 100

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 4,034 3832

原単位 （ℓ/百万円） 41.2 39.1

　軽油使用量 総量 （ℓ） 8,577 8148

原単位 （ℓ/百万円） 87.5 83

　灯油使用量 総量 （ℓ） 423 402

原単位 （ℓ/百万円） 4.3 4

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 4,280 4066

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 43.7 41

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 35,923 34127

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 366.6 348

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 59 56

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.6 0.6

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 0.9 0.9

原単位 （ｋｇ/百万円） 0.009 0.009

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 575.46 547

原単位 （ｔ/百万円） 5.9 5.6

産業廃棄物再資源化率　 総量 （％） 96 98

グリーン購入 総量 （％） 100 100

環境負荷の少ない工事 総量 件/件　（％） 14件/14件　100 100

環境美化活動 総量 （回） 12 12

＊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（31年度実績）

　　（平成30年9月15日公表）の四国電力の調整後排出係数0.528（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

2.中長期目標

項目 総量・原単位 単位 2017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 98 100 100 100

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 4,034 3,832 3,792 3,752

原単位 （ℓ/百万円） 41.2 39.1 38.7 38.3

　軽油使用量 総量 （ℓ） 8,577 8,148 8,062 7,977

原単位 （ℓ/百万円） 87.5 83.1 82.3 81.4

　灯油使用量 総量 （ℓ） 423 402 398 393

原単位 （ℓ/百万円） 4.3 4.1 4.1 4.0

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 4,280 4,066 4,023 3,980

原単位 （ｋＷｈ/百万円） 43.7 41.5 41.1 40.6

ＣＯ2 排出量 総量 （ｋｇ－ＣＯ2 ） 35,923 34,127 33,768 33,408

原単位 （ｋｇ－ＣＯ2/百万円） 366.6 348.2 344.6 340.9

用水使用量 総量 （ｍ3 ） 59 56 55 55

原単位 （ｍ3/百万円 ） 0.6 0.6 0.6 0.6

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 0.9 0.9 0.8 0.8

原単位 （ｋｇ/百万円） 0.009 0.009 0.008 0.008

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 575.46 547 541 535

原単位 （ｔ/百万円） 5.9 5.6 5.5 5.5

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 96 98 98 98

グリーン購入 総量 （％） 100 100 100 100

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

環境美化活動 総量 （回） 12 12 12 12

　　◎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・工事看板への県内産間伐材の使用　　◎濁水防止対策の実施　◎法面緑化工事の実施



（２）環境経営計画

活動内容 担当者 期間

ＣＯ2 排出量 燃料使用量 ○車両・重機のアイドリングストップの推進 2022年9月～2023年8月

削減 削減 ○移動の際は最短経路を心掛ける 2022年9月～2023年8月

○エコ運転を心掛ける 2022年9月～2023年8月

○現場に見合った重機の選定 2022年9月～2023年8月

電力使用量 ○長時間使用しないパソコンの電源は切る 2022年9月～2023年8月

削減 ○退社時、昼休みの消灯確認 2022年9月～2023年8月

○休日は電気製品の電源を切る 2022年9月～2023年8月

○不在時消灯確認 2022年9月～2023年8月

用水使用量削減 ○節水を徹底する 2022年9月～2023年8月

（排水量削減） ○洗車・洗濯時は効率よく行う 2022年9月～2023年8月

○定期的な漏水点検を行う 2022年9月～2023年8月

○ 2022年9月～2023年8月

廃棄物削減 一般廃棄物 ○コピー用紙の両面印刷を心掛ける 2022年9月～2023年8月

○印刷前チェックを行いミスコピーを削減する 2022年9月～2023年8月

○ミスコピーの再利用を心がける 2022年9月～2023年8月

産業廃棄物 ○産業廃棄物の分別を徹底し、排出量を抑制する 2022年9月～2023年8月

2022年9月～2023年8月

○できるだけ再資源化処理業者に委託する 2022年9月～2023年8月

グリーン購入 ○エコマーク商品を優先して購入 2022年9月～2023年8月

○詰め替え商品の使用 2022年9月～2023年8月

○ 2022年9月～2023年8月

○ 2022年9月～2023年8月

環境負荷の少ない工事 ○低騒音、排出ガス対策型重機の使用 2022年9月～2023年8月

○濁水防止対策の実施 2022年9月～2023年8月

○粉塵、土砂流出防止対策の実施 2022年9月～2023年8月

○現場周辺の」景観に配慮した施工を実施 2022年9月～2023年8月

期間：2022 年 9 月 ～ 2023年 8 月(2023年度）
項目

現場責任者
山﨑　賢

代表取締役
宇賀　恒介

代表取締役
宇賀　恒介

　
現場責任者
山﨑　賢

事務部門責任者
宇賀　忠美

環境管理責任者
山﨑　賢

事務部門責任者
宇賀　忠美

○適正な計画、実施による廃棄物の抑制



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

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

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

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

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）

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 環境管理責任者 遵守 8月30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

７項 都道府県知事（高知県知事）への提出 毎年６月末

第１４条 産業廃棄物収集運搬業の都道府県知事の許可

（５年毎に更新）

第１４条の一 産業廃棄物処理基準による収集運搬、処分

１２項

規則第８条 ○保管場所の表示

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関する 第４条 土砂、コンクリート塊、アスファルト・コン

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

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

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日前迄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

（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

（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
（解体工事）

第18条の15第1
項・第4項等

解体工事の元受
け時

環境管理責任者 遵守 8月30日

フロン類の使用の合理化及び 法16 ○簡易点検の実施（重機）、記録の保管 １回／３ヶ月

管理の適正化に関する法律 法16 機器廃棄後3年間

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 環境管理責任者 遵守 8月30日

四万十町環境基本条例 第５条 ○事業者の責務

公害防止、自然環境保全、廃棄物の適正処理

四万十市環境基本条例 第５条 ○事業者の責務

環境負荷の低減、その他環境保全

四万十市四万十川の保全及び 第７条 ○景観保全に関する届出

振興に関する基本条例 ・土石の採取

・盛土、切土による土地の形状変更

・屋外において土石、廃棄物、再生資源、

再生部品の蓄積、貯蔵する行為

・天然林を伐採し、スギ・ヒノキの植樹

・看板、広告板、サーチライト照明等の設置

（２）環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

2021年 9月より2022年 8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。

8月30日
〇点検等の記録の保存等

〇事前調査結果の県知事報告、掲示、下請負人への
説明
〇事前調査結果の記録作成と保存(工事が終了した日
から３年間保存)
〇作業終了後の発注者への報告・報告書面の保存(3
年間)
〇特定粉じん排出等作業の都道府県知事への届出、
記録作成・保存(3年間)

必要時

必要時

必要時

8月30日

遵守

必要時

必要時

必要時

必要時

必要時

遵守

技術者及び環境
管理責任者

環境管理責任者

環境管理責任者 遵守

8月30日

遵守 8月30日

適用条項法規名

必要時

必要時

必要時

必要時

遵守

担当者 遵守状況 確認日具体的内容

3か月前
期限切れ 8月30日

環境管理責任者 遵守

環境管理責任者

必要時

8月30日

技術者及び環境
管理責任者

遵守 8月30日

8月30日

8月30日

8月30日

8月30日

8月30日

8月30日

8月30日

技術者及び環境
管理責任者

遵守

環境管理責任者 遵守

現場責任者及び
環境管理責任者

遵守

環境管理責任者 遵守

8月30日

8月30日遵守

環境管理責任者

現場責任者

環境管理責任者

技術者及び環境
管理責任者

遵守

現場責任者 遵守

遵守

環境管理責任者 遵守



作 成 年 月 日 　　　　2022年　12月　20日

承認（代表者）

１２．代表者による全体評価と見直しの結果

■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

②問題点の是正処置及び予防処置の状況

③前回までの代表者の指示事項への対応

＜改善提案＞ 【環境経営目標・環境経営計画・環境管理組織体制】

変更の必要性： □有 ☑無

【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

達成状況 達成状況

ガソリン使用量 未達成 達成

軽油使用量 達成 達成

灯油使用量 未達成 達成

電力使用量 未達成 未達成

CO2排出量 達成 達成

水使用量 達成 達成 【その他】

産業廃棄物排出量 達成 達成 変更の必要性： □有 ☑無

一般廃棄物排出量 未達成 未達成 特になし

＜改善提案＞

一人ひとりが心掛けることで改善できることがある。

少しの節約が1年を通すと大きな節約になる。

【周囲の変化の状況】

①外部コミュニケーション記録より

苦情なども特になく変化はなかった。 【総括】

②環境関連法規制等の動向他

変化に合わせてしっかり動けていたと思う。

この調子でしっかりと動いていきたい。

＜改善提案＞

特になし

代表者が自ら得た情報

特になし

SDGが掲げる1７のゴールに対して、当社ができることは、エコア
クション21に沿った計画達運用と達成です。社員一人ひとりが活
動をレベルアップさせて、社会への貢献や経営全般に生かしてい
きたい。

引き続き環境経営方針に従い、会社全体で活動を継続させる。

不要な照明を消す
適正温度の維持

継続して取り組む

継続して取り組む

継続して取り組む

ミスコピーの活用を徹底する
ごみの分別をする。

遠方の工事を受注したため目標値を達
成できなかった。

継続して取り組む

事務所にいることが多く、使用量が多
くなった。

全体的に遵守できてる。

問題なし。

それぞれが気にかけ、声掛けをした。

（目標値、活動計画に対するコメント）

環境システムは有効に機能しているので、いずれも変更の必要は
ない。

宇
賀


