
　　対象期間：令和２年１０月　１日～令和３年　９月３０日

エコアクション２１

環境経営レポート
令和３年度版

守田工業株式会社

発行日：令和３年　１２月　８日



  １．事業者及び代表者氏名
　
        守田工業株式会社
        代表取締役　守田　律子

　２．所在地
　 本社

  ３．環境管理責任者及び担当者連絡先
環境管理責任者 専務取締役　守田　幸則
連絡担当者 　　　　　　　　　守田　寛
連絡先
電話 0767-28-3248
ファックス 0767-28-2797
e-mail morita-k@po4,nsk,ne,jp

  ４．事業の規模及び事業内容
        設立 昭和59年10月16日

　　　　資本金 10,000千円

　　　　従業員数 13名

　　　　延べ床面積 218ｍ²

　　　　令和３年度売上 366,364千円 （弊社会計年度　１０／１～９／３０）

　　　　事業内容 解体工事業、とび・土工工事業、産業廃棄物収集運搬業

　　　　産業廃棄物収集運搬量 平成３０年度 ４，２１４ｔ

令和１年度 ４，２５５ｔ

令和２年度 ２，０５５ｔ

令和３年度 ２，４１１ｔ

　５．対象範囲

　１．認証・登録範囲 全組織 守田工業株式会社

全活動

　２．環境活動レポートの 令和２年１０月１日～令和３年９月３０日

　　　対象期間及び発行日 令和３年１２月８日発行

解体工事業、とび・土工工事業、産業廃棄物収集運搬業

　１．事 業 所　の 概 要

〒929-1343　　石川県羽咋郡宝達志水町小川弐-108番地

〒929-1343　　石川県羽咋郡宝達志水町小川弐-108番地
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別紙　優良産廃処理業者認定制度の情報開示項目

（１）事業所の概要

　①法人設立年月日

　②資本金 10,000千円

　③売上金 366,364千円

　④組織図 次頁に掲載

（２）許可の状況

　①許可の内容

積替保管 取得年月日

有無 有効期限

平成31年1月31日

平成36年1月3日

平成30年12月19日

平成35年11月27日

令和3年4月1日

令和5年3月31日

②施設の状況

・運搬車両の種類と台数

最大積載量：ｋｇ

ダンプ 石川　１００ り　１０００ 7,700

ダンプ 石川　１３０ ろ　１００１ 7,700

ダンプ 石川　１００ さ　４５３８ 3,850

ダンプ 石川　１３０ そ　１２０　 3,750

ダンプ 石川　４００ た　８７２２ 2,000

ダンプ 石川　４００ ふ　１１１ 1,800

ダンプ 石川　４３０ て　１３０ 2,000

ダンプ 石川　４３０　さ　１４０ 2,000

ダンプ 石川　４３０ さ　１６０ 2,000

ダンプ 石川　１３０ そ　２００ 3,500

ダンプ 石川　１３０ た　２１０ 3,550

キャブオーバー 石川　１３０ せ　１５０　 2,700

キャブオーバー 石川　４００ た　９２６４ 1,250

キャブオーバー 石川　４８３ う　１９０ 350

・積替え保管　なし

・保有建設機械

移動式クレーン車

〃 313E 　0.45m3 バックホウ

○○

○

備考

○○

収集運搬 無 第15号

○ ○

○ ○

収集運搬 無 第01703012904号

○

-

○

登録番号車両の形式

○

○ ○富山県 収集運搬 無 第01600012904号-

宝達志水町
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メーカー 機種名 性能 備考

コベルコ SK210DLC-9 0.7m3 三つ折れ式ロングブーム型バックホウ

キャタピラー 320D 0.8m3 バックホウ

〃 320D2 0.8m3 バックホウ

〃 320C 0.7m3 バックホウ

〃 320E 0.8m3 バックホウ

〃 312D 　0.45m3 バックホウ

コベルコ SK135 0.5m3 バックホウ

　0.04m3 ミニバックホウ

キャタピラー 308E2CR 0.3m3 バックホウ

〃 303ECR 　0.09m3 ミニバックホウ

〃 910G 1.3m3 タイヤショベル

〃 302CCR 　0.06m3 ミニバックホウ

〃 017CR
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令和３年１０月1日

代表取締役　守田　律子

専務取締役　守田　幸則

守田　寛

工事部 総務部

合計１５名

【責任者の役割】

　　代表者 環境方針の制定

環境管理責任者の任命

環境保全に関する人、もの、金の提供

エコアクションシステムの見直しをする

　　環境管理責任者 エコアクション２１活動責任者

環境活動レポートの作成、公開

環境目標、計画の作成と進捗管理

環境関連法律の順守評価

　　事務局 環境管理責任者の補佐

進捗管理のデータ収集、整理

車両・重機による二酸化炭素排出量削減の取組

工事部 廃棄物排出量削減の取組

洗車による水道水使用削減の取組

事務所における二酸化炭素排出量削減の取組

　総務部 営業活動の強化

代表者

環境管理責任者

２．守田工業株式会社
エコアクション２１　推進体制表

水使用量削減、コピー用紙使用量削減、グリーン
購入、教育訓練、社内コミュニケーションの取組

事務局
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　　当社、守田工業株式会社は環境に配慮をした建築物の解体及び産業廃棄物の

処分等の活動で発生する環境負荷を低減するために

　　　　　『環境と経営の共生』をスローガンとし環境保護活動を推進する。

　　以下の環境方針に基づき全従業員で活動を推進する。

（１）当社の活動及びサービスに係わる環境側面を認識し、エコアクション２１を構築

　　し、継続的改善を図る。

（２）環境に関連する法令、条例及び受入れを決めたその他要求事項を順守する。

（３）建築物の解体工事で発生する廃棄物は分別回収の徹底と、リサイクルを

　　推進する。

（４）車両、重機等で使用する軽油の削減に努め、二酸化炭素の排出量を削減する。

（５）車両の洗車等で使用する水の使用量を削減する。

（６）この環境方針は、当社従業員に周知するとともに、一般の人にも公開する。

平成２７年１０月１日

守田工業株式会社

代表取締役　

守田　律子

　３．環境経営方針
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（過去３年間の実績）

単位 令和1年度 令和2年度 令和3年度

二酸化炭素排出量の削減　 kg-CO2 248,609 251,149 271,387

売上げ百万円あたりの二酸化炭素排
出量

kg-CO2/
百万円

854 778 741

　　　　　　　　　　購入電力 ｋＷｈ 17,877 17,613 17,333

　　　　　　　　　　ガソリン Ｌ 4,045 5,521 5,804

　　　　　　　　　　軽油 Ｌ 87,384 87,331 94,999

自社工事で発生した
産業廃棄物排出量

ｔ 3,110 4,241 1,468

産業廃棄物のリサイクル率 ％ 92.5 90.9 83.7

水使用量の削減 ㎥ 178 120 120

※購入電力の二酸化炭素排出量は北陸電力の平成２５年度実排出係数　0.630kg-CO2/kwhを使用しました。

①　二酸化炭素は重機・車両等で使用する軽油とガソリンの化石燃料が９０％を占めている。

②　自社の解体工事で発生したがれき類等を対象とした。ただし、年間工事請負件数で大きく変動する。

③　水道は町水道であり、主に車両等の洗車で使用する。

　４．環境経営目標とその実績
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（今後３年間の目標）

単位
令和２年度

実績
令和３年度

目標
令和４年度

目標
令和５年度

目標

二酸化炭素排出量の削減　 kg-CO2 251,149 248,638 246,151 243,690

売上げ百万円あたりの二酸化炭素排
出量

ｋｇ-ＣＯ２/
百万円

778 1,000以下 1,000以下 1,000以下

自社工事で発生した
産業廃棄物排出量

ｔ 4,241 4,326 4,412 4,501

産業廃棄物リサイクル率 ％ 90.9 90以上 90以上 90以上

水使用量の削減 ㎥ 120 118 115 113

①令和３年度以降の二酸化炭素排出量は令和２年度の実績を基準として毎年１％削減とする。

②平成31年度以降の売上げ百万円あたりの二酸化炭素排出量は過去４年間の実績を参考に

　　1，000　(kg-CO2/百万円）以下とする。

③自社工事で発生する産業廃棄物排出量は令和１年度の実績を基準として毎年２％増とする。

④産業廃棄物のリサイクル率は９０％以上を目標とする。

⑤水の使用量は令和１年度の実績を基準として毎年２％削減とする。
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評価 次年度の取組 担当部署

二酸化炭素 燃費のよい車両の導入 〇 継続 工事部

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

工程管理による重機の効率的運転 ○ 工事部

空調温度管理（28℃、20℃） ○ 総務部

車両の効率的運行 〇 総務部

照明の管理（消灯の徹底） ○ 総務部

自社工事で発生した 新規顧客の拡大 〇 総務部

廃棄物排出量 公共工事の入札獲得 △ 工事部

建築物解体技術の向上（現場での分別の徹底） ○ 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 全員

トイレ、洗濯、流し台での節水 〇 全員

コピー用紙 裏面使用 ○ 総務部

パソコン利用拡大 〇 全員

グリーン購入 再生紙、事務用品 ○ 総務部

エコマーク商品の購入 〇 総務部

教育訓練及びコミュニケーション エコアクション２１ガイドライン２０１７版の勉強会 ○ 総務部

安全衛生に関する講習会 ○ 総務部

町内会の掃除に参加する ○ 総務部

国家資格、技能資格等の取得 〇 継続 全員

６．令和３年度の目標、実績と評価

目標 実績

二酸化炭素排出量の削減　 kg-CO2 248,638 271,387 1.09 △ ○　：　達成

売上げ百万円あたりの二酸化炭
素排出量

kg-CO2/
百万円

1,000 741 0.74 ○ △：1～１０％未達

自社工事で発生した
産業廃棄物排出量

ｔ 4,326 1,468 0.34 × ☓：10％以上未達

産業廃棄物リサイクル率 ％ 90％以上 83.7 △

水使用量の削減 ㎥ 118 120 1.02 △

①　電力の使用量は減少したが、軽油の使用量は増加した。売上高が増加したので百万円あたりの二酸化炭素排出量は

　　減少した。車両は順次、入れ替えのタイミングで低燃費車両へ移行させていく。

②　　産業廃棄物排出量については、工事件数は前年度と同程度であったが、排出量が前年比で大きく減っていた。

　　構造物の種類によって重量の差は出るので、様子見とする。

　　引き続き営業、自社ホームページによる宣伝等を積極的に行い、大規模工事を受注できるよう努力する。

③　　水は洗車時の流しっぱなしにしない等の注意喚起をしたが目標をわずかに超過した。注意喚起を強化する。

継続

継続

具体的取組内容

令和３年度（10-9） 達成率
（実績／目

標）

継続

継続

　５．環境活動計画、取組、評価及び次年度の取組

評価基準単位 評価

継続

継続
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チェック日

Ｒ3.6　

マニフェスト管理 Ｒ3.6　

収集運搬車両の対策を Ｒ3.6　

建設リサイクル法 Ｒ3.6　

Ｒ3.6　

請負工事毎

請負工事毎

騒音規制法 指定区域の確認、事前届出、基準順守 指定区域の確認、事前届出、基準順守 請負工事毎

振動規制法 指定区域の確認、事前届出、基準順守 指定区域の確認、事前届出、基準順守 請負工事毎

Ｒ3.6　

環境関連法規の違反及び苦情等はありませんでした。

なお、関係当局より違反、訴訟等の指摘は過去には一度もありませんでした。

環境関連法規に関しては自らが定期的に順守状況をチェックしています。

　守田工業株式会社は平成２６年４月よりエコアクション２１認証取得に向けて取組を開始しました。

その間、二酸化炭素排出量の削減においては車両、建設機械の効率的運転、積極的な車両等

の更新による全体的な燃費の向上等により、目標を達成することができました。

　また、工事件数は前年度と同程度でしたが、前年度比で売り上げが増加していたので、引き続き

営業活動に力をいれ、効率的な作業で工期の短縮を図り、売り上げ増加できるように努める。

　環境方針、環境目標に関してはこのまま継続していきます。

令和３年１0月３０日

代表取締役　守田　律子

　７．環境関連法規の順守評価と違反訴訟等の有無

法規名 順守事項 当社の順守内容

廃棄物処理法
（廃掃法）

運搬・処分は許可を受けた
ものが行う

契約書（許可証、有効期限の
チェック）

廃棄物処理状況の報告
（前年度実績を4-3で報告を）

マニフェスト交付状況の報告（電
子マニフェスト）

Ｒ3.6　

解体工事時
フロン類のみだりな放出の禁止

解体工事時
・事前調査を行い専門業者にて抜き
取り・破壊する。

多量排出事業者の処理計画書、
処理計画実施状況報告書

処理計画書、処理計画実施状況
報告書（６/３０まで）

帳簿の作成（90日、180日）
マニフェスト管理台帳

廃棄物飛散防止パイプ、カバー
運搬車両の表示（許可番号等）

建設工事の分別徹底と
リサイクル率向上

マニフェスト管理台帳
リサイクル率向上目標と実績管理

道路運送車両法 業務用車両の運行管理 車検、車両別運行管理

　８．代表者による全体評価と見直しの結果

フロン排出抑制法

自社設置使用分
　　簡易点検の実施

簡易点検実施（１回/３ヶ月）
点検記録の作成・保管

解体工事時
フロン類のみだりな放出の禁止

解体工事時
・事前調査を行い専門業者にて抜き
取り・破壊する。

家電リサイクル法
(ルームエアコン等）
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９．緊急事態の想定及び対応手順

　9-1  緊急事態の想定

①想定される緊急事態

発生場所 工事現場等

発生状況

②対応手順

流出油の囲い込み 砂、砂袋等で囲い込み拡散を防ぐ。

流出油の吸着 吸着剤、吸着マットで吸着する。

③連絡

緊急事態対応ルートに従って連絡し、指示する。

　9-2　緊急事態対応ルート

連絡 　　　連絡

緊 急 事 態 発 生

指示 　　　指示

通報

消　防　署

河川管理者

重機の燃料（軽油）を誤って漏らした。軽油が側溝へ流出した。

環境管理責任者 代表取締役

第一発見者
守田　幸則 守田　律子
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　　10-1  教育訓練実施項目
①環境方針及び環境目標の周知徹底

環境目標の掲示朝礼での発表

教育訓練時の朝礼（写真）
実施日　令和2年10月26日

重機の燃料が流れ出た事態を想定し訓練を実施した。

地元地域の道路愛護参加
会社周辺の花壇草むしり、清掃

草むしり、清掃の様子（写真）　令和2年10月

１０.教育訓練の実施

１１.社会貢献
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