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１．組織の概要

１．事業所及び代表者名

小島建設株式会社

代表取締役　小島　記典

２．所在地

本　社（登記上） 〒788-0783　高知県宿毛市平田町戸内１２６０－５

事　務　所 〒788-0783　高知県宿毛市平田町戸内１６５８－５５

倉　庫（無人） 〒788-0783　高知県宿毛市平田町戸内１２６２－７

３．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 小島　記典

連絡先担当者 小島　記典

連絡先 ＴEＬ：0880-66-1588

ＦAＸ：0880-66-1503

E－mail：ojima-kk@aq.wakwak.com

４．事業活動の内容

建設業（土木工事業）

○許可番号 高知県知事許可（般－３０）　第００３５４３号

○許可年月日 平成３０年４月５日

○建設業の種類 土木工事業、とび・土工工事業、解体工事業

産業廃棄物収集運搬許可　（自社施工分対象）

○許可番号 高知県知事許可　第　３９０００５０１７４　号

○許可年月日 平成２９年　９月１３日

○事業区分 収集・運搬　（　積替え又は保管を除く。　）

○廃棄物種類 廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を除く）

木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、

コンクリートくず及び

陶磁器くず（石綿含有産業廃棄物を除く）、

がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く）

５．事業の規模

設立年月日：昭和５２年　５月２５日

資本金：１０００万円

令和３年度完成工事高：６６００万円

従業員数：７人（令和４年５月現在）

事務所敷地面積：２２０㎡

倉庫敷地面積：１２６㎡

会計年度：８月１日～７月３１日
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２．対象範囲・レポートの対象期間及び発行日

１．対象範囲（認証・登録範囲）

小島建設株式会社　　全社

本　社（登記上） 〒788-0783　高知県宿毛市平田町戸内１２６０－５

事　務　所 〒788-0783　高知県宿毛市平田町戸内１６５８－５５

倉　庫（無人） 〒788-0783　高知県宿毛市平田町戸内１２６２－７

事業活動　　建設業（土木工事業、とび・土工工事業）

２．レポートの対象期間

令和３年　５月　　～　　令和４年　４月

３．環境経営レポートの発行日

令和４年　５月　１３日

４．次回環境経営レポートの発行日

令和５年　６月　予定

５．作成責任者

環 境 管 理 責 任 者

小島　記典
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３．環境経営方針

環境理念

小島建設株式会社は、安全な国土・社会の形成を礎に、従業員一同建設

工事業において、高知県西部地区の自然豊かな環境を次世代に残すこと

を目標に、人と自然とが共生する社会の創造と環境への負荷の少ない低

炭素で持続可能な循環型社会の実現のための環境保全活動等を行い、

地元意識を大切にした事業活動を推進します。

基本方針

（１） 事業活動に伴う環境への負荷の低減に努め、環境経営の継続的改善を推進します。

１． 建設機械、車両等の燃料使用量の削減、また事務所における

電気使用量の削減により二酸化炭素の排出量削減に努めます。

２． 事務所・作業場にて廃棄物の発生抑制・削減及びリサイクルに努めます。

３． 事務所・倉庫での水の節水活動により使用量の削減に努めます。

４． 事務用品及び現場調達資材等は特定調達品目及びエコラベル商品の

優先使用に努めます。

５． 環境に配慮した工法・材料の使用を推進します。

６． 地域のボランティア等に積極的に参加します。

（２） 事業活動に関連する環境関連法規・条例を厳守します。

（３） 環境経営方針は全従業員に周知徹底します。

（４） 環境経営レポート等環境情報について外部公表します。

制定日 平成２６年　１月３１日

改定日 令和　２年　５月　１日

代表者署名 小島建設株式会社

代表取締役　
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４．環境管理組織体制

代表者 環境経営に関する統括責任。

環境経営の実施に必要なインフラの整備。

環境管理責任者の任命を行う。

環境経営方針の制定、見直し及び全社員への周知。

環境経営目標・環境経営計画書を承認。

全体の評価と見直しを実施する。

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、実施及び運用管理。

環境活動の取組結果を代表者へ報告。

環境目標・環境経営計画書を確認。

環境経営レポートの確認。

環境関連法規等の取りまとめ表を承認。

環境事務局 環境管理責任者の補佐。

環境経営目標・環境経営計画書の作成。

環境関連法規等取りまとめ及び順守状況の確認。

環境経営レポートの作成、公表。

全従業員に対する具体的な活動の周知及び教育訓練の実施。

各種データの取りまとめ、取組のチェック。

各種文書・記録の作成管理。

グリーン購入の促進。

外部とのコミュニケーションの窓口。

部門長 自部門における環境経営方針の周知。

自部門に関する環境経営計画の実施及び達成状況の報告。

自部門の問題点の把握と是正・予防処置の実施。

自部門の手順書を作成し文章化して運用。

従業員 環境経営方針の理解と環境活動への自主的、積極的な参加。

関連法規、規則の遵守。
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代表取締役

小島　記典

環境管理責任者

東　孝幸

倉庫

環境事務局

小島　記典

全従業員

役割・責任・権限

環境経営システム　役割・責任・権限表

工事部

東　孝幸

総務部

小島　光子 車庫



５．環境経営目標

（１）１年間の目標

「事務所・現場」

電力使用量 kWh -7
化石燃料使用量

軽油 ℓ -7
ガソリン ℓ -7
総排出量 kg-CO2 -7
原単位 kg-CO2/百万円 -7

水使用量 m3 -
一般廃棄物排出量 t -
産業廃棄物排出量 t -7

再資源化率 %
環境配慮工事及び資材 件 -
グリーン購入率 ％ -
社会貢献活動 回 -

（２）中長期目標（　３　～　５年先　）
「事務所・現場」

電力使用量 kWh
化石燃料使用量

軽油 ℓ
ガソリン ℓ
総排出量 kg-CO2

原単位 kg-CO2/百万円

水使用量 m3

一般廃棄物排出量 t
産業廃棄物排出量 t

再資源化率 %
環境配慮工事及び資材 件
グリーン購入率 ％
社会貢献活動 回

・電力のCO2排出係数は四国電力実排出係数0.700kg-CO2/kWhを使用。
・グリーン購入は事務用品及び現場調達資材の購入品目数に占めるグリーン商品購入品目数の割合を示す。
・環境配慮工事は受注工事全体を対象とします。
・産業廃棄物排出量のデータは平成26年度完成工事での実績。
・一般廃棄物排出量は秤で重さの計測とする。
・社会貢献活動は事務所・現場の合同で行うボランティア活動にて算出する。
・CO2排出量原単位（売上高百万円当りのCO2排出量）
　H26年度=34301.2kg-CO2÷25百万円＝1372.0
・水使用量・一般廃棄物排出量の目標値は基準値（平成26年度）を固定値として使用する。
・電力使用量の目標値は平成３０年度に見直し、平成２９年度の使用量を基準値として使用する。

40.6
100.0
全件
52.0
4.0

令和６年度
R6年5月～R7年4月

目標　-10%

2399.4

7639.2
4092.8

30871.1
1234.8

令和５年度
R5年5月～R6年4月

目標　-9%

2426.1

7724.1
4138.3

31214.1
1248.5

CO2排出量
1372.0

34301.2

令和３年度

8488.0
4547.6

2666.0

項目 単位
基準値

平成２６年度
R3年5月～R4年4月

目標　-7%

2479.4

項目 単位
基準値 １年間の目標

　平成２６年５月～ 　令和３年５月～

　　　平成２７年４月 　　　令和４年４月

0.24 0.24
27.0

2666.0 2479.4

8488.0 7893.8
4547.6 4229.3

31900.1
CO2排出量

1372.0
34301.2

27.0

- 5 -

100.0

3.0

27.0
0.24
41.5

100.0
全件
52.0
4.0

-
-

27.0
0.24
45.1

27.0
0.24
41.0

100.0
全件
52.0
4.0

27.0
0.24

- 全件
- 52.0

4.0

45.1 41.9
100.0 100.0

3.0

削減率
-7%

1276.0

52.0
4.0

7893.8
4229.3

31900.1
1276.0

27.0
0.24
41.9

100.0
全件

7809.0
4183.8

31557.1
1262.2

令和４年度
R4年5月～R5年4月

目標　-8%

2452.7



６．環境経営計画

期間　：　令和３年　５月　～　令和４年　４月

事務所 現場

排出ガス対策型建設機械の使用

定期検査、作業開始前点検の実施

不必要なアイドリングの禁止

急発進・急加速運転の禁止

省エネ運転の推進

不要な照明の消灯

OA機器の電源オフによる待機電力の削減

軽装、重ね着等による冷暖房機器の使用抑制

エアコン設定温度（冷房28℃暖房20℃）の徹底

節水活動の推進

蛇口の締め忘れの確認

マニフェストに基づき適正に処理

建設副産物の分別、リサイクルの徹底

再生材の積極的な使用

コピー用紙両面使用の徹底

ゴミの分別徹底

エコマーク商品を優先的に購入

トナー等のリサイクルの徹底

環境に配慮した製品の使用促進

県内産資材を優先的に活用

低騒音、低振動型機械の使用徹底

環境配慮工法の協議・提案・施工

環境配慮工事チェックシートによる工事前の点検

ロードボランティア活動の実施

現場周辺の美化活動
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小島　記典

建設機械・車両の
燃料使用量の削減

電力使用量の削減

小島　記典

環境配慮工事及び資材 小島　記典

社会貢献活動の実施

小島　記典一般廃棄物排出量の削減

水使用量の削減

産業廃棄物排出量の削減 小島　記典

グリーン購入の推進 小島　記典

現場責任者

項目 具体的な取組内容

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減

小島　記典

小島　記典

担当責任者

現場責任者

現場責任者

現場責任者

小島　記典

東　孝幸

現場責任者

現場責任者



７．環境経営目標の実績

「事務所・現場」

電力使用量 kWh 76.6% ×
化石燃料使用量

軽油 ℓ 72.0% ×
ガソリン ℓ 125.2% ○
総排出量 kg-CO2 83.1% ×
原単位 kg-CO2/百万円 219.3% ○

水使用量 m
3 87.1% ×

一般廃棄物排出量 t 0.2% ×
産業廃棄物排出量 t 30.7% ×

再資源化率 % 100.0% ○
件 83.3% ×

グリーン購入率 ％ 100.0% ○
社会貢献活動 回 100.0% ○
・電力のCO2排出係数は四国電力実排出係数0.700kg-CO2/kWhを使用。
・グリーン購入は事務用品及び現場調達資材の購入品目数に占めるグリーン商品購入品目数の割合を示す。
・環境配慮工事は受注工事全体を対象とします。
・産業廃棄物排出量のデータは完成工事での実績。
・一般廃棄物排出量は秤で重さの計測とする。
・社会貢献活動は事務所・現場の合同で行うボランティア活動にて算出する。
・達成率は目標÷実績×100とする

※　環境目標の達成状況

○：達成（100%以上）　　△：不十分（99～90%）　　×：未達成（90%以下）

環境目標達成度に対する評価と今後の対応

目標を達成出来なかった。緊急依頼工事があったため、事前に計画を立てられなかった。ただ、
その他の工事では実施出来ていた。今後も工事前に環境配慮工事ﾁｪｯｸｼｰﾄ等による点検を行
いたい。

目標を達成出来た。今後もグリーンマーク商品を優先購入する。

目標を達成出来た。引き続き継続する。
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グリーン購入率

社会貢献活動

環境配慮工事及び資材

コメント項目

水使用量

一般・産業廃棄物排出
量及び再資源化

電力使用量

化石燃料使用量

CO2排出量

目標を達成出来なかった。昨年度同様に基準年度より受注工事量の増加に伴い事務仕事が増
えているので、電気使用量も増加したと思われる。節電意識を持ち今後も継続していく。

軽油使用量のみ目標を達成出来なかったが、昨年度に比べれば約54.2％の減となっている。大
型の重機を使用する現場では、軽油使用量が増加傾向になると思われる。　受現場が近隣で
あったためガソリン使用量は抑制出来た。今後も継続していく。

総排出量では目標に届かなかったが、原単位では目標を達成出来た。今後も継続していく。

目標を達成出来なかった。節水意識は浸透している。今後も今まで以上に節水に努める。

一般廃棄物・産業廃棄物共に未達成であった。流木・刈草処理工事が多かった事や、コンクリー
ト殻が大量に発生したため大幅な増加になった。ただし、再資源化率では目標100%を達成して
いる。今後も分別処理及び排出量削減を徹底して行う。

評価令和３年度

達成率
%

達成状況
１年間の実績 １年間の目標 １年間の実績

　令和３年５月～

　　　　令和４年４月

　令和３年５月～

　　　　令和４年４月

　平成２６年５月～

4.0
52.0

環境配慮工事及び資材

項目 単位

CO2排出量

2479.4

1372.0

　　　　平成２7年４月

基準年実績

34301.2

全件

27.0
0.24

27.0
0.24

136.6
100.0

全件(5/6）

38401.0
581.8
31.0

128.38

31900.1
1276.0

3.0

100.0
-
- 52.0

100.0

4.0

41.945.1

3236.02666.0

10968.4
3378.2

8488.0
4547.6

7893.8
4229.3



CO2排出量の実績推移

CO2排出量 kg-CO2 46,964.3 48,862.9 62,296.3 38,401.0
産業廃棄物排出量 ｔ 20.9 160.5 105.0 136.6

水使用量 ｍ3 32.0 26.0 25.0 31.0
電力使用量 kWh 2,272.0 2,511.0 2,905.0 3,236.0

令和2年度 令和3年度単位年度 平成30年度 令和元年度

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

産業廃棄物排出量 ｔ
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CO2排出量 kg-CO2
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水使用量ｍ3

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

電力使用量 kWh



８．環境活経営画の取組結果とその評価

環境経営計画の取組結果とその評価
期間　：　令和３年５月　～　令和４年４月

項目 担当者 取組内容 評価 取組結果と見直し
重機・車輌の燃料使用 小島　記典 排出ガス対策型建設機械の使用 ○

によるCO2排出量削減 現場責任者 定期検査、作業開始前点検の実施 ○

不必要なアイドリングの禁止 ○

急発進・急加速運転の禁止 ○

省エネ運転の推進 ○

電気使用によるCO2の 小島　記典 不要な照明の消灯 ○

排出量削減 OA機器の電源オフによる待機電力の削減 ○

軽装、重ね着等による冷暖房機器の使用抑制 ○

冷暖房の設定温度（冷房28℃暖房20℃）の徹底 ○

水使用量の削減 小島　記典 節水活動の推進 ○

（事務所） 蛇口の締め忘れの確認 ○

一般廃棄物排出量の削減 小島　記典 コピー用紙両面使用の徹底 ○

ゴミの分別徹底 ○

産業廃棄物排出量の削減 現場責任者 マニフェストに基づき適正に処理 ○

建設副産物の分別、リサイクルの推進 ○

再生材の積極的な使用 ○

グリーン購入 小島　記典 エコマーク商品を優先的に購入 ○

トナー等のリサイクルの徹底 ○

環境配慮型工事及び資材 小島　記典

社会貢献活動 東　孝幸 ロードボランティア活動の実施 ○

現場周辺の美化活動 ○

※　達成状況の評価 ○：達成　　△：不十分　　×：未達成

環境に配慮した製品の使用促進 ○

県内産資材を優先的に活用 ○
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環境配慮工事チェックシートによる工事前の点検 ○
チェックシートによる工事前の点検が出
来ていたので今後も継続していく。

低騒音、低振動型機械の使用徹底 ○
低騒音、低振動型機械の使用徹底が出
来ていたので今後も継続していく。

環境配慮工法の協議・提案・施工 ○
環境配慮工法の協議・提案・施工が出来
ていたので今後も継続していく。

県内産資材を優先的に活用が出来てい
たので今後も継続していく。

エコマーク商品を優先して購入出来てい
たので今後も継続していく。

環境に配慮した製品の使用が出来てい
たので今後も継続していく。

ロードボランティア活動の実施は出来て
いたので今後も継続していく。

ダンプトラックのアイドリングストップが出
来ていた。今後も継続していく。

照明・OA機器の電源オフ等は出来てい
たので今後も継続していく。

日常の節水活動は出来ていたので今後
も継続していく。

分別・用紙の両面使用等は出来ていた
ので今後も継続していく。

マニフェストの管理等は出来ていたので
今後も継続していく。



９．次年度の環境経営計画の取組内容

期間　：　令和４年５月　～　令和５年４月

項目 担当者 取組内容
重機・車輌の燃料使用 小島　記典 　排出ガス対策型建設機械の使用

によるCO2排出量削減 現場責任者 　定期検査、作業開始前点検の実施

　不必要なアイドリングの禁止

　急発進・急加速運転の禁止

　省エネ運転の推進

電気使用によるCO2の 小島　記典 　不要な照明の消灯

排出量削減 　OA機器の電源オフによる待機電力の削減

　軽装、重ね着等による冷暖房機器の使用抑制

　冷暖房の設定温度（冷房28℃暖房20℃）の徹底

水使用量の削減 小島　記典 　節水活動の推進

（事務所） 　蛇口の締め忘れの確認

※漏水点検（メーターをチェック）

一般廃棄物排出量の削減 小島　記典 　コピー用紙両面使用の徹底

　ゴミの分別徹底

産業廃棄物排出量の削減 現場責任者 　マニフェストに基づき適正に処理

　建設副産物の分別、リサイクルの推進

　再生材の積極的な使用

グリーン購入 小島　記典 　エコマーク商品を優先的に購入

　トナー等のリサイクルの徹底

環境配慮型工事及び資材 小島　記典

社会貢献活動 東　孝幸 　ロードボランティア活動の実施

　現場周辺の美化活動

(注)※は追加の取組

　環境配慮工事チェックシートによる工事前の点検
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　低騒音、低振動型機械の使用徹底

　環境配慮工法の協議・提案・施工

　環境に配慮した製品の使用促進

　県内産資材を優先的に活用



１０．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

評価 確認者 確認日
事業者の責務：事業活動に伴って生じた廃棄物

廃棄物の処理及び を自らの責任において適正に処理

清掃に関する法律

（廃棄物処理法）

産業廃棄物管理表（マニフェスト）の交付、交付

状況報告書作成及び提出

第８条 保管する廃棄物の種類等の表示 ○ 小島記典 5月11日

建設工事に係る資材の 第９条

再資源化等に関する法律 第１０条

（建設リサイクル法）

資源の有効な利用の促進に 指定副産物の発生を抑制、再利用、

関する法律（リサイクル法） 再生利用、再資源化

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提出）

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提出）

建設工事計画の届出

（作業開始３０日前までに所轄労働基準監督署に提出）

建設工事計画の届出

（作業開始１４日前までに所轄労働基準監督署に提出）

第８８条第４項 参画者の資格 資格の確認 ○ 小島記典 5月11日

国等による環境物品等

の調達の推進等に関する

法律（グリーン購入法）

排出ガス対策型建設機械の 工事用建設機械等の排出ガス対策型使用を確認 適合証明、ステッカー

普及促進に関する規定 建設機械の操作方法の統一

低騒音型・低振動型建設 工事用建設機械等の排出ガス対策型使用を確認 適合証明、ステッカー

機械の指定に関する規定

水質汚濁防止法 第１４条２の２ 事故等により油を含む水が公共用水域に排出、又は

地下等に浸透した場合の対応

（事故の状況及び講じた措置の概要を県知事に提出）

宿毛市廃棄物の処理 事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において

及び清掃に関する条例 適正に処理。廃棄物の再生利用等を行うことによりその

削減に努める。

第４条 四万十川又は流域の保全を将来に残すように努める

第７条 四万十川の保全及び地域振興

第１種特定製品（エアコン）の管理者は3ヶ月に1回以上

簡易点検を実施し、記録する。

（２）環境関連法規等の違反、訴訟の有無

環境関連法規等の厳守状況の定期評価の結果、環境法規規則等の逸脱はありませんでした。
また、過去３年間にわたり、関係機関及び近隣住民からの環境関連訴訟等に関して、１件も発生しておりません。
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遵守状況
確認項目

小島記典

届出書

届出書等

小島記典

小島記典

小島記典

小島記典

小島記典

小島記典

小島記典

小島記典

小島記典

小島記典

小島記典

小島記典

小島記典

小島記典

小島記典マニフェストの管理

○

環境物品等の調達の推進 エコマーク等 ○

○

○

○

○

委託契約書・許可証

第３条 マニフェストの管理

第１１条 事業者はその廃棄物を自ら処分すること マニフェストの管理

第１２条３ マニフェストの管理状況

規制内容法規名

第１６条 再資源化の実施義務

第４条

分別解体等の実施義務

産業廃棄物の委託契約第１２条５，６

第３５条
ごみの分別・指定ごみ
袋の使用・収集日確認
等

第１４条 対象作業の届出書

第１４条 対象作業の届出書

対象作業の届出書

対象作業の届出書

第８８条第２項

第８８条第３項

第５条１００号

○

○

○

○

○

騒音規制法

振動規制法

労働安全衛生法

○

該当なし

該当なし

該当なし

○

COBRIS作成

5月11日

5月11日

5月11日

5月11日

5月11日

5月11日

5月11日

5月11日

5月11日

5月11日

5月11日

5月11日

5月11日

5月11日

5月11日

5月11日

高知県四万十川条例

5月11日フロン排出規制法 第５号 点検簿 ○ 小島記典



１１．代表者による全体評価と見直しの結果

手順：代表者はエコアクション２１全体の見直しに必要な情報を収集し、あるいは環境管理

責任者に報告を求め環境経営システムが有効に機能しているかどうかを経営的視点から定期

的に評価し見直す。

代表者による見直し

変更の必要性の有無・指示事項

前回指示への取組結果 環境方針

変更の必要性： □有 ☑無

十分取り組めているように思えるが、現場の環境や場所 コメント

ごとに環境にやさしい施工を考える事も必要だと思われる。

環境目標・環境活動計画

変更の必要性： □有 ☑無

電力使用量の削減 コメント

化石燃料使用量の削減

二酸化炭素排出量削減

水使用量削減

一般廃棄物排出量削減

産業廃棄物排出量削減 環境経営システム

変更の必要性： □有 ☑無

コメント

環境配慮工事及び資材

実施体制

変更の必要性： □有 ☑無

グリーン購入 コメント

社会貢献活動

環境関連法規等遵守状況

厳守できた。 総括

外部からの環境に関する苦情や要望

各関係先や住民との打ち合わせが十分に行われていたため

苦情や要望等は無かった。

代表者自ら得た情報

全員の意識向上によって取り組む。 小島建設株式会社

使用機械には排出ガス対策型を積極的に使用する。 代表取締役
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○ ○
・全社員が道路ボランティア等
に参加できていた。今後も継続
していく。

・受注工事量や内容によって燃料消
費量や廃棄物処理量の増減等が見込
まれるが、今後も活動を継続して社
員全員の環境意識を高め、評価の向
上に繋げていきたい。

・事業活動に大きな変化はない。
現状の体制で実施する。

× ○

・緊急依頼工事では取り組めな
かったが、その他の現場では取
組が実施されていた。

・各工事で今後も環境意識を高
め継続していく。

○ ○
・エコマーク商品等を優先購入
することが出来た。今後も継続
していく。

・環境経営システムは有効に機能し
ており、現在変更の必要性は無いと
思われる。

× ○

・受注工事量の増加により排出
量は増えたが、今後も総排出量
及びCO2排出原単位での評価を行
い継続していく。

・昨年に続き燃料使用量や二酸化炭
素排出量の削減は目標に達成出来な
かった。廃棄物の大幅な増加はあっ
たが、適正に処分されていた。今後
も環境目標に向かって活動計画を行
う事が重要だと思われる。

・工事の内容により目標達成が困難
な場合もあるが、会社全体で目標が
達成出来るように取り組んで行く。

× ○

× ○
・事務所では削減に向けて積極
的な取組が行われた。今後も削
減に努めていく。

× ○

・重機使用による軽油使用量が
大幅に増えたため、目標の達成
が出来なかった。今後も取り組
みを社員に周知徹底して継続し
ていく。

・節水への取組は出来ていたの
で、今後も意識の啓発により活
動を推進する。

×

見直しに必要な情報（環境管理責任者からの報告）

・取組活動は継続しており、現在変
更の必要性は無いと思われる。

環境目標及び環境活動計画の達成状況

　項　目
環境目標
達成状況

環境活動
計画達成
状況

　コメント

代表者による全体の取り組む状況の評価及び見直しの結果の記録

作成年月日 令和４年　５月１２日 作成者 小島　記典

○ ・処分量は増加したが適切に処分出来た。

× ○

・搬出量が大幅に増加したが分
別や適正処理は出来ている。

・総排出量では目標に未達成だ
が、再資源化率は目標（100%）
を達成出来た。



１２.　環境活動等
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道路ボランティア

県道土佐清水宿毛線平田地区

排出ガス対策重機

排出ゴミ分別

節水活動




