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１．　　事業活動の概要

石川県輪島市鳳至町鳳至丁８０番地

　　　　　　　　　　　　FAX　0768-23-0572

４）事業内容

目標：二酸化１.　土木工事業

２.　とび・土工工事業

３.　舗装工事業　　　　　令和3年8月23日　(業種追加)

4.　水道施設工事業　　令和3年8月23日　(業種追加)

5.　解体工事業　　　　　令和元年6月12日　(業種追加)

6.　特定建設業　　　　　令和4年2月4日

５）事業規模

6）情報公開項目

平成２１年４月

　２０，００万円

　３１８，７６６千円（令和３年１０月１日～令和４年９月３０日）

  令和３年１０月１日～令和４年９月３０日

NO. 許認可名 許可者 許可年月日 有効期限

1 建設業(特定建設業) 石川県知事 R4.2.4 R9.2.3

2 産業廃棄物収集運搬業 石川県知事 R1.9.2 R6.9.1

3 一般廃棄物収集運搬業 輪島市長 R4.4.1 R6.3.31

4 輪島市長 R3.8.1 R8.7.31

　　　　ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず（コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片に限る。）

　　　　がれき類（コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片に限る。）

　第１５４号
下水道排水設備工事指
定業者指定証

１）事業社名及び代表社名

事業社名　　　　株式会社　協建設

代表者名　　　　代表取締役　岩崎　協

２）所在地　〒９２８－００７４

３）環境管理責任者及び担当者の連絡先

　２４　名

連絡先　　　　　　　電話　0768-23-0571

　　従業員

令和3年度売上高

事業年度

管理責任者　　岩崎　澄子

設立年月

資本金

E-mail　　         kyo-kensetu-o@bz03.plala.or.jp

１０６.９９ｍ2  (内移転増加部分52.99㎡)　　延べ床面積

担当者　　　　　北島　勝

　第01709150775号

・廃棄物の種類（収集運搬）

ア、許可の内容

許可番号

　第１７０３5号

土木工事業、とび・土工工
事業、舗装工事業、水道
施設工事業、解体工事業

　第１－１２号
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ダンプ　ＱＫG-ＦＶ50ＶＸ　　767×249×348ｃｍ　10ｔ

ダンプ　TKG-FRR90S2　　543×230×249ｃｍ　　4ｔ

ダンプ　TKG-FRR90S1　　542×220×249ｃｍ　　4ｔ

ダンプ　TＰG-ＮＪＲ85ＡＮ　469×169×197ｃｍ　　2ｔ　　計4台

自社排出分のみ・活動の実績なし

目標：二酸化炭素原単位

２.　認証登録範囲

登録組織名 株式会社　協建設

活動 土木工事業、とび・土工工事業、解体工事業

　 エ、積替え保管なし

ウ、処理実績　　　

  収集運搬の量

・事業計画の概要

[全体計画]
産業廃棄物の収集運搬業
　
[主な事業活動]
自社工事で排出される産業廃棄物を中心として、収集の運搬を行う。
当面自社排出のみで運搬受託はなし
　
[産業廃棄物の種類及び取扱量]
　＜収集運搬＞コン殻 １０ｔ／月　アス殻 １０ｔ／月　木くず １０ｔ/月
　
[環境保全措置]
　＜収集運搬＞
積載物が飛散・流出することのないように車両の荷台にシート　をかぶせ、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

①収集運搬業

・車両の種類と台数
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株式会社協建設は、持続可能な資源循環型社会の構築に向けて地球の限りある資源を守り、地球

環境の負荷の低減に努め、環境への影響を配慮して、住みよい社会と豊かな自然の実現に向けて

以下の取組を社員一丸となって継続的に推進します。

１． 全従業員は環境関連法規の遵守を徹底するとともに、環境整備に努めます。

２． 環境経営目標及び行動計画として下記の重点項目を設定し、必要に応じて見直すことによって、環境

   経営方針に整合した活動を行う。

① 廃棄物の徹底的な分別によるリサイクルの推進に努めます。

② 省エネルギーにより、地球温暖化防止に努めます。

③ ５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の徹底に努めます。

④ 廃棄物の削減とリサイクルを進めます。

⑤ 水資源の節約に努めます。

３． 環境コミュニケーションを通じて、環境活動の状況を内外に伝達する。

４． 全従業員に、この環境経営方針を周知する。

目標：二酸化炭素原単位

２．環境経営方針

制定 : 平成２７年１０月１日

株式会社　協　建設　 

代表取締役　岩崎　協　

　　　改定 : 令和３年１０月２日
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　　　     作成年月日：令和４年１０月１日

　　　　   合計　21人

　　　代　表　者

　 環境管理責任者

　エコアクション２１
　　　事　務　局

目標：二酸化炭素原単位

　　　責　任　者 　　　　　　　　　　　　　　役　割　･　責　任　・　権　限

・環境経営方針を策定する

　代　表　者 ・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

・エコアクション２１全体の取組状況を評価し、見直しを実施し、必要な指示

　を行う

・環境経営レポートを承認する。

・環境経営システムを構築・運用する

 環境管理責任者 ・環境経営システムの構築・運用状況を代表者に報告する

・環境関連法規の遵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

ｴｺｱｸｼｮﾝ21事務局 ・環境経営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に関する文書と記録を管理する。

・環境経営目標に関するデータの確認と従業員への周知を行う

　各部門長 ・環境経営活動計画の実施状況の確認と従業員への周知を行う

・環境経営管理責任者を補佐する

・環境経営計画の具体的な取組み内容を実行する

３．エコアクション２１ 実施体制と役割

営業部 工事部 総務部

全　　　従　　　業　　　員

　　　従　業　員
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４．環境経営目標

（１）過去の実績 換算係数　　　0.574㎏-CO2/ｋＷｈ

単位 令和元年度 令和２年度 令和３年度

売　上　高 千円 316,048 284,556 318,766

　内元請高 千円 156,783 167,913 111,710

二酸化炭素排出量 kg－ＣＯ２ 127,202 153,572 155,046

購　入　電　力 ｋｗｈ 15,277 17,616 17,279

軽油 ㍑ 39,564 50,081 47,173

ガソリン ㍑ 6,772 8,113 9,876

廃棄物排出量 トン 909 1,286 447

リサイクル率 ％ 98.9 96.5 96.7

水使用量 ｍ
３ 14 13 13

コピー用紙使用量 枚 21,281 25,828 20,181

グリーン購入の推進 点数 5 5 5

0.40 0.54 0.49

目標：二酸化炭素原
単位

（２）環境への負荷の削減目標

①当社における二酸化炭素排出量・水使用量・コピー用紙使用量の基準を令和元年度の

実績を基準とし、年１％づつ削減していくことにした。

②廃棄物は目標設定せず、実績把握のみとしリサイクル率９５％以上とした。

③購入電力の二酸化排出係数は北陸電力の令和元年度０.５７４kg-CO２/kwhを使用した。

④売上高は前年比で５％増加を目標とします。

（今後の環境経営目標） 換算係数　　　0.574㎏-CO2/ｋＷｈ

基準値
令和３年度

実績

令和４年度
目標

令和５年度
目標

令和６年度
目標

売　　上　　高 千円 318,766 334,700 351,500 369,100

　内元請高 千円 111,710 117,300 123,200 129,400

二酸化炭素排出量　 kg－ＣＯ２ 155,046 153,500 152,000 150,500

購入電力 ｋｗｈ 17,279 17,100 16,950 16,780

軽油 ㍑ 47,173 46,700 46,250 45,800

ガソリン ㍑ 9,876 9,750 9,650 9,550

廃棄物排出量 トン 447 450 450 450

リサイクル率 ％ 96.7 95%以上 95%以上 95%以上

水使用量 ｍ
３ 13 12 12 12

コピー用紙使用量 枚 20,181 20,150 20,100 20,000

グリーン購入の推進 点数 5 5 5 5

0.49 0.46 0.43 0.41目標：二酸化炭素原単位

本業目標：二酸化炭素原単位
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５．令和３年度の環境経営目標、実績及び評価

換算係数　 　0.574㎏-CO2/ｋＷｈ

単位
令和２年度

実績
令和３年度

目標
令和３年度

実績
達成率

実績／目標
評価

売　上　高 千円 284,556 298,780 318,766 1.07 〇

　内元請高 千円 167,923 176,500 111,710 0.63 ×

二酸化炭素排出量 kg－ＣＯ２ 153,572 152,035 155,046 1.02 △

購　入　電　力 ｋｗｈ 17,616 17,440 17,279 0.99 〇

軽油 ㍑ 50,080 49,580 47,173 0.95 〇

ガソリン ㍑ 8,113 8,030 9,876 1.23 ×

廃棄物排出量 トン 1,286 980 447 0.46 〇

リサイクル率 ％ 96.5 95％以上 96.7 1.02 〇

水使用量 ｍ
３ 13 13 13 1.00 〇

コピー用紙使用量 枚 25,828 25,570 20,181 0.79 〇

グリーン購入の推進 点数 5 5 5 1.00 〇

低騒音型重機の使用 ％ 100 100 100 1.00 〇

0.54 0.51 0.49 0.96 〇

①二酸化炭素排出量は、平成３０年度まで廃棄物等も勘案の上計算していましたが、現在は環境への負荷の状況(取りま

とめ表)より転記にて実績と致します。上記表の廃棄物排出量以下は参考資料として今後も併記しますが、元請工事の

減少(解体工事の元請含む)　に伴い廃棄物排出量は大幅な減少となりました。

③軽油及び廃棄物排出量の減少は、完成工事高の増加はありましたが元請工事の:減少及び建設機械の使用料の減少に

より減少しました。

④産業廃棄物はコンクリートがら・アスファルトがら・廃木材であり、これらは処分業者で再生処理されてリサイクル

されています。尚、一部混合廃棄物が埋立てとなります。

⑤水は冬期に於ける融雪として使用し、又夏期に於ける高温による水撒きにての使用した結果です。

⑥コピー用紙使用量は、ペーパレス化に伴い又、全員の意識改革により達成となりました。

⑦グリーン購入の推進に関しては前年並みでした。

⑧本業に関する目標は平成２８年度から二酸化炭素原単位を毎年１％改善していくこととしています。

これは、分母に売上高、分子に二酸化炭素排出量を指標としています。

⑨結果として、未達成項目が見受けられますが最終目標の二酸化炭素原単位の目標達成が良かったと思はれます。

目標：二酸化炭素原単位

〇：達成　 △：目標に対し１０％未満　　×：目標に対して１０％以上

②事務所について令和元年8月一部事務所移転(二カ所)により電気使用量の増加がありありましたが、

令和3年3月の太陽光発電の設備により、発電部分は売電が発生し影響はあります。
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６．環境経営計画とその実施状況及び次年度(令和4年度)の取組

評価
次年度の
取組

担当部署

二酸化炭素排出量の削減 車両の適正運転（空ぶかし、アイドリング） ○ 工事部

空調温度管理（28℃、20℃） ○ 総務部

車両の効率的運行 ○ 工事部

昼休み時及び不要使用時照明の管理（消灯の徹底） ○ 総務部

廃棄物排出量の削減 一般廃棄物の分別回収 ○ 全員

〇 総務部

売上高増加 公共工事の入札獲得 〇 代表者

工事技術の向上、工事改善提案等 ○ 工事部

安全作業とクレームゼロ 〇 工事部

水使用量の削減 洗車で使用する水を減らす 〇

トイレ、洗濯、流し台での節水 〇

コピー用紙使用量 裏面使用 ○

目標：二酸化炭素原単位 パソコン利用拡大 ○

グリーン購入の推進 再生紙、事務用品 ○

エコマーク商品の購入 △

教育訓練 EA２１導入の意義浸透 △

定例会議で進捗報告 △

総務部

代表者

全員

総務部

具体的取組内容

継続

継続

継続

次年度

継続

継続

継続

・産業廃棄物マニフェスト管理
・分別回収の徹底
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７－１　環境関連法規等の順守状況の確認及び評価の結果

法規名 順守事項 当社の順守内容 評価

廃棄物の処理及び清掃に １．産業廃棄物の保管は保管施設で行う。 特になし

関する法律（廃掃法） ２．運搬処分は許可を受けたものが行う。 許可証（番号、有効期限、契約書等）の確認

　依頼する場合 ３．多量排出者（1000t/年）は減量計画書を知事に報告 過去1000ｔ/年を超えたことがない

４．管理票（マニフェスト）の交付 運搬処分は90日、最終処分は180日

５．管理表に関する報告書の提出（県、市） 前年4/1から3/31まで（第12条3第6項）

建設工事に係る資材の 対象工事（80ｍ
2
以上の解体等）は 国の目標：2010年再資源化率95％

再資源化等に関する法律 １．分別（ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄からなる建設資材、木材 当社目標：年率数％増を目標とする

（建設リサイクル法） ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ）　再資源化を行う義務がある。 （分別、処理フロー、マニフェストで量管理）

２．請負物件に関する届出義務 工事届出書

３．解体工事業の届出許可 工事届出書

収集運搬を業として行う場合 １．収集運搬許可 廃棄物の種類、有効期限の確認

(現状は、稼働なし) ２．運搬車、運搬容器、パイプライン：飛散、流出対策 許可申請通りにて行う

目標：二酸化炭素原単位 ３．車両の表示（産廃収集運搬者車、許可番号） 許可申請通りにて行う

４．マニフェストと許可証の携帯 常時携帯する

５．契約の提携（契約書）

６．マニフェスト管理（帳簿記載義務）

７．管理表に関する報告書の提出（県及び市） 前年4/1から3/31までの1年分（第18条第1項）

道路運送車両法 １．車両の管理 走行距離の報告

２．車両の整備 ３ヶ月点検・整備又は１年点検・整備

騒音規制法 １．指定区域の確認 工事現場の指定区域の確認

２．事前届出 指定区域では７日前までに市町村長へ

３．基準の順守 指定区域では基準を超えないこと

振動規制法 １．指定区域の確認 工事現場の指定区域の確認

２．事前届出 指定区域では７日前までに市町村長へ

３．基準の順守 指定区域では基準を超えないこと

浄化槽法 １．浄化槽の維持管理 定期的清掃（管理業者に委託）

１回 / 年点検、水質測定（管理業者に委託）

７－２　.環境関連法規への違反、訴訟等の有無
　　過去３年間、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、関係機関等からの指導、近隣からの苦情等もありませんでした。

　随時見直しを行い、法規等の厳守に努めます。

８．代表者による全体の評価と見直しの結果
エコアクション２１に取組を開始してから７年経過しました。

　二酸化炭素排出量等の環境負荷は毎月集計するようになり、産業廃棄物は都度マニフェストを管理台帳に

　集計するようになり、徐々に仕事が整理されてきました。

　社員の意識も環境改善に向けて、省エネ運転・分別意識・緊急対応等が進んできました。

　令和４年度も、売上高（完工高）の完全目標達成を目指します。

令和４年１０月６日
代表取締役　岩崎　協 以上

R3.10
岩崎

R3.10
岩崎

R3.10
岩崎

R3.10
岩崎

R3.10
岩崎

R3.10
岩崎

R3.10
岩崎
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