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１．組織の概要

１）事業者名 金山建設工業株式会社

　　代表者氏名 代表取締役　金山　幸司

２）所在地 本店  〒661-0033　尼崎市南武庫之荘３丁目３番８号

　

３）環境管理責任者 安茂　　弘

　　環境事務局 小島　正史

　　連絡先 TEL　　０６－６４３６－３４５０　　　

FAX　　０６－６４３８－５６８９

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 　kk0428@e-kanayama.co.jp　　

４）事業活動

　　建設業許可 兵庫県知事　許可（特ー1）第２０４１９９号

　　建設業の種類 土木工事業 とび・土工工事業

石工事業 鋼構造物工事業

ほ装工事業 しゅんせつ工事業

水道施設工事業 解体工事業

５）事業の規模

活動規模 単位

工事等の件数 件 16

売上高 百万円 1,614

従業員 人 35

事務所床面積 ㎡ 468

倉庫床面積 ㎡ 89

資機材置場面積 ㎡ 1,144

作業所床面積 ㎡ 260

　　事業年度　　４９月期（令和３年１０月～令和４年　９月）

２．認証・登録の対象範囲

　　建設業（土木工事主体）

４９期

P　１





４．実施体制組織図及び役割・責任・権限表 

                代表者（社長） 

                 

 

                環境管理責任者 

                 

                           環境事務局 

                           

 

 

    総 務 部    土 木 部     作 業 所      営 業 部 

 

 

   役職名          役割・責任・権限 

代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任者 

 ・環境経営方針の制定・見直し及び全従業員への周知 

 ・環境管理責任者の任命 

 ・環境経営に必要な資源の確保 

 ・環境経営目標、環境経営計画の承認 

 ・代表者による全体の評価と見直し・指示 

 ・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 

 ・環境法規制等最新版の管理 

 ・環境関連法規等の取りまとめ及び評価 

 ・環境経営目標、環境経営計画の作成 

 ・環境経営計画の取組結果を代表者に報告 

 ・環境経営レポートの作成・確認 

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐 

 ・環境負荷・環境への取り組みの自己チェックの実施 

 ・各部門のデータのまとめ 

 ・文書・記録の管理 

各部門長 ・自部門における環境経営システムの実施 

 ・自部門における環境経営方針の周知 

 ・部門の従業員に対する教育訓練の実施 

 ・自部門に関連する環境経営計画の実施及び達成状況の報告 

 ・自部門の特定された緊急事態への対応訓練の実施 

 ・自部門の問題点の発見、是正処置、予防処置の実施 

従業員 ・環境経営方針を理解し、環境への取組の重要性を自覚 

 ・決められたことを守り、自主的、積極的に環境経営に参加する 

  

                  Ｐ ３ 

 



　　（１） 中長期目標（47期～49期）

４４期実績 ４５期実績 ４６期実績 基準値
目　　標

（削減率１％）
４７期

目　　標
（削減率２％）

４８期

目　　標
（削減率３％）

４９期

平成２８年１０月
～平成２９年９月

平成２９年１０月
～平成３０年９月

平成３０年１０月
～令和１年９月

４４期～４６期
３年間の平均

令和１年１０月
～令和２年９月

令和２年１０月
～令和３年９月

令和３年１０月
～令和４年９月

501,555 619,153 286,565 469,091 464,400 459,700 455,000

23,763 39,707 20,408 27,959 27,700 27,400 27,100

(4.7%) (6.4%) (7.1%) (6.0%) (6.0%) (6.0%) (6.0%)

本社 28,673 34,636 32,658 31,989 31,700 31,300 31,000

建設現場 28,174 60,355 16,165 34,898 34,500 34,200 33,900

477,792 579,446 266,157 441,132 436,700 432,300 427,900

(95.3%) (93.6%) (92.9%) (94.0%) (94.0%) (94.0%) (94.0%)

本社 38,039 35,222 29,430 34,230 33,900 33,500 32,200

建設現場 11,776 13,353 9,294 11,474 11,400 11,200 11,100

本社 5,480 4,128 51 3,220 3,190 3,160 3,120

建設現場 130,480 168,757 66,947 122,061 120,800 119,600 118,400

排出量 kg 本社 280 280 560 373 370 370 360

排出量 ｔ 建設現場 3,222 5,388 899 3,170 3,140 3,110 3,070

リサイクル率 ％ 建設現場 99% 98% 95% 97% 97% 97% 97%

本社 601 637 638 625 620 610 610

建設現場 391 1,605 544 847 840 830 820

事務用品 ％ 本社 75 67 89 77 78 79 79

％ 建設現場 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

％ 建設現場 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

％ 全社 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

購入電力のCO２排出係数は２０１７年度関西電力（株）の調整後排出係数０．４１８kg-CO２/kWhを使用

４４期～４６期実績の二酸化炭素排出量は排出係数０．５０９を０．４１８に換算して算出

５．環境経営目標

項目 単位 部門

環境配慮資材

二酸化炭素排出量の削減（kg-C02)

電力

電力による二酸化炭素削減
                          （kg-C02)

化石燃料による二酸化炭素削減
                          （kg-C02)

令和１年10月作成

P　４

kwh

ガソリン ℓ

軽油 ℓ

一般廃棄物の削減（紙くず）

環境配慮工事

地域貢献活動の推進

産業廃棄物の削減

水道水の削減

水量 ｍ
３

グリーン購入の推進

建設現場の環境配慮資材、環境配慮工事の％は「実施現場/対象現場」の率

化学物質は使用しないので目標設定はしない



６．環境経営計画

二酸化炭素排出量の削減

電力による二酸化炭素削減

本社 空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃）

建設現場 不要な空調機器の停止

空調フィルターの清掃

不要照明の消灯

ロッカー室、トイレ、洗面所は必要時のみ点灯

不在時にPCの電源オフ

クールビズ、ウォームビズの徹底

化石燃料による二酸化炭素削減

本社 アイドリングストップ

効率的なルートでの運行

法定速度の遵守

エコドライブの励行

車内冷暖房機器の適正使用

車輌整備による燃費の向上

公共交通機関の利用促進（営業活動）

建設現場（車輌） アイドリングストップ

効率的なルートでの運行

法定速度の遵守

エコドライブの励行

車内冷暖房機器の適正使用

車輌整備による燃費の向上

過積載の防止（ダンプ）

タイヤ空気圧の適正化

現場への相乗り

建設現場（重機） 不要なアイドリングストップ

急発進、急加速、空ぶかしの禁止

高速走行の禁止

重機整備の励行

ハイブリッド重機の優先使用

無駄のない施工の見直し

現場の作業規模に応じた機械の使用

期間　令和３年１０月１日～令和４年９月３０日

項　　　　目 取組内容

P　５



一般廃棄物の削減

本社 ペーパーレス化の推進

コピーのミスプリント防止

使用済用紙の資源化（廃品回収）

ゴミ分別の徹底（再利用可能品と焼却ゴミ）

建設現場 マニフェストによる適正処理・保管

委託先の許可の確認及び契約の徹底

分別を徹底しリサイクル率の向上

水道水の削減

本社 節水の呼びかけ

建設現場 漏水を定期的にチェック

洗車の効率化

グリーン購入の推進

本社 エコ商品を優先的に購入

省エネ性能の高い電気製品の購入

環境配慮資材

建設現場 環境負荷の少ない材料（リサイクル品等）の使用

県内産資材の優先使用

環境配慮工事

建設現場 工事着手前に環境配慮について検討

騒音・振動・粉塵・濁水防止対策の実施

排出ガス対策型建設機械の使用

低騒音型建設機械の使用

地域貢献活動の推進

本社 近隣の清掃活動の実施

建設現場 ボランティア活動に積極的参加

ペットボトルのキャップ回収

環境経営目標を達成するための責任者 ・本社　　　　　各部門長

・建設現場　　作業所所長

P　６

産業廃棄物の削減

項　　　　目 取組内容



（１） 環境経営目標の実績 

基準期間 目標（削減率３％）

H28/10～R1/9 R3/10～R4/9

469,091 455,000 244,224 186% ◎

本社・営業所 31,989 31,000 49,353

建設現場 34,898 33,900 26,255

本社・営業所 34,230 32,200 32,361

建設現場 11,474 11,100 981

本社・営業所 3,220 3,120 1,781

建設現場 122,061 118,400 48,236

排出量 kg 本社・営業所 373 360 340 106% 〇

排出量 ｔ 建設現場 3,170 3,070 684 449% ◎

リサイクル率 ％ 建設現場 97 97 98 101% 〇

本社・営業所 625 610 1,120

建設現場 847 820 698

事務用品 ％ 本社・営業所 77 79 63 80% ×

％ 建設現場 100 100 100 100% 〇

％ 建設現場 100 100 100 100% 〇

％ 全社 100 100 100 100% 〇

二酸化炭素排出量には電力及び化石燃料によるものを含む

建設現場の環境配慮資材、環境配慮工事の％は「実施現場/対象現場」の率

購入電力のCO２排出係数は平成２７年度関西電力（株）の実排出係数０．４１８kg-kWhを使用

評価は　◎ 大幅に達成(150％以上）、　○ 達成(150％未満～100％以上）、　△ ほぼ達成（100％未満～90％以上）、
　　　　　 × 未達成(90％未満）

×

〇

◎

130%

243%

７．環境経営目標の実績

化石燃料による二酸化炭素削減
                               (kg-C02)

項目 単位 部門 ４９期 実績

二酸化炭素排出量の削減   (kg-C02)

電力による二酸化炭素削減 (kg-C02)

電力 kwh

運用期間　令和３年１０月１日～令和４年９月３０日

86%

達成率

×

P　７

判定

地域貢献活動の推進

ガソリン ℓ

軽油 ℓ

一般廃棄物の削減(紙くず）

産業廃棄物の削減

水道水の削減

水量 ｍ
３

グリーン購入の推進

環境配慮工事

環境配慮資材

79%



　　（２） 実績の推移

４５期実績 ４６期実績 ４７期実績 ４８期実績 ４９期実績

平成２９年１０月
～平成３０年９月

平成３０年１０月
～令和１年９月

令和１年１０月
～令和２年９月

令和２年１０月
～令和３年９月

令和３年１０月
～令和４年９月

619,153 286,565 304,111 180,812 244,224 135%

39,707 20,408 32,294 31,409 31,604 101%

(6.4%) (7.1%) (10.6%) (17.4%) (12.9%)

本社・営業所 34,636 32,658 39,770 42,503 49,353

建設現場 60,355 16,165 37,488 32,637 26,255

579,446 266,157 271,817 149,403 212,620 142%

(93.6%) (92.9%) (89.4%) (82.6%) (87.1%)

本社・営業所 35,222 29,430 31,628 32,871 32,361

建設現場 13,353 9,294 8,020 3,882 981

本社・営業所 4,128 51 6,491 2,631 1,781

建設現場 168,757 66,947 60,486 18,577 48,236

排出量 kg 本社・営業所 280 560 360 260 340 131%

排出量 ｔ 建設現場 5,388 899 887 3,205 684 21%

リサイクル率 ％ 建設現場 98 95 99 99 98

(2,242) (1,182) (3,959) (2,039) (1,818) 89%

本社・営業所 637 638 861 1,213 1,120

建設現場 1,605 544 3,098 826 698

事務用品 ％ 本社・営業所 67 89 93 93 63 68%

％ 建設現場 100 100 100 100 100 100%

％ 建設現場 100 100 100 100 100 100%

％ 全社 100 100 67 100 100 100%

建設現場の環境配慮資材、環境配慮工事の％は「実施現場/対象現場」の率

購入電力のCO２排出係数は平成２７年度関西電力（株）の実排出係数０．４１８kg-CO２/kWhを使用

４４期～４６期の実績は二酸化炭素排出係数０．５０９を０．４１８に換算して算出

P　８

環境配慮工事

地域貢献活動の推進

産業廃棄物の削減

水道水の削減

水量

環境配慮資材

項目 単位 部門 前期比

令和４年10月作成

二酸化炭素排出量の削減 (kg-CO2)

電力

ｍ３

グリーン購入の推進

電力による二酸化炭素削減
                           (kg-CO2)

化石燃料による二酸化炭素削減
                          (kg-CO2)

kwh

ガソリン ℓ

軽油 ℓ

一般廃棄物の削減（紙くず）



45期 46期 47期 48期 49期

2,381 1,633 1,324 1,247 1,614

619,153 286,565 304,111 180,812 244,224

260 175 230 145 151

電力による二酸化炭素排出量（kg－CO2） 39,707 20,408 32,294 31,409 31,604

売上高百万円当たりの指標 17 12 24 25 20

  使用電力（ｋWｈ） 94,991 48,823 77,258 75,140 75,608

化石燃料による二酸化炭素排出量（kg－CO2） 579,446 266,157 271,817 149,403 212,620

売上高百万円当たりの指標 243 163 205 120 132

  ガソリン（L） 48,575 38,724 39,648 36,753 33,342

  軽油（L） 172,885 66,998 66,977 21,208 50,017

45期 46期 47期 48期 49期

5,388 899 887 3,205 684

2.26 0.55 0.67 2.57 0.42

購入電力のCO２排出係数は２０１７年関西電力（㈱）の調整後排出係数０．４１８ｋｇ－CO２/kWhを使用

４５期、４６期実績のCO２排出量は排出係数０．５０９を０．４１８に換算して算出

45期   ・産業廃棄物排出量1000トン以上の工事 3件    産業廃棄物排出量大    

46期   ・大型工事の浄水場工事、河川工事2件が最終段階   ダンプの軽油使用量、使用電力 大幅減   

          ・産業廃棄物排出量1000トン以上の工事なし     産業廃棄物排出量 大幅減    

47期   ・元請工事、下請工事共ダンプ運搬作業減少     軽油の使用量 大幅減

          ・産業廃棄物排出量1000トン以上の工事なし     産業廃棄物排出量 大幅減    

48期   ・元請工事、下請工事共ダンプ運搬作業減少     軽油の使用量 大幅減

          ・産業廃棄物排出量1000トン以上の工事 2件     産業廃棄物排出量 増    

49期   ・元請工事、下請工事共ダンプ運搬作業減少     軽油の使用量 大幅減

          ・産業廃棄物排出量1000トン以上の工事なし     産業廃棄物排出量 大幅減    

P ９

工事内容の特徴

化

石

燃

料

（３）二酸化炭素排出量、産業廃棄物排出量（45期～49期）

売上高百万円当たりの指標

産業廃棄物排出量（t）

売上高百万円当たりの指標

売上高（百万円）

二酸化炭素総排出量（kg－ＣＯ2)

売上高百万円当たりの指標

電

力



  （４）考察 

 

① ４７期～４９期の中長期目標について 

    建設業の特徴として、受注した工事の量、工事の内容（工種）によって環境負荷に関す

る数値が著しく変動する。 

    売上高当りの指標も考慮してみたが、受注工事の工種の違いによるバラツキの要素

が大きく、確たる目標の設定はむつかしい。とりあえず４７期～４９期の中長期目標は直

近３年間の平均を基準値とした。 

 

② ４９期実績について 

・二酸化炭素排出量 

    目標 455，000kg－CO2 に対して、実績は 244,224kg－CO2、達成率は 186％であった。

又、前期比は 135％で増加した。これは前期の数値が低すぎたことによる。 

  ・使用電力 

    目標 64,900ｋｗｈに対して、実績は 75,608ｋｗｈ、達成率は 86％で未達成であったが、前

年比は 101％で横ばいであった。 

  ・軽油使用量 

    目標121,520ℓに対して、実績は50,017ℓ、達成率は243％であった。これはダンプによる

土砂運搬工事が例年と比較すると大巾に減少したことによる。 

  ・産業廃棄物排出量 

    目標 3,070ｔに対して、実績は 684ｔ、達成率は 449％で、目標を大巾に上まわった。 

   これは南芦屋浜作業所以外排出量はほとんどなかったことによる。 

  ・水道水使用量 

    目標 1,430 ㎥に対して、実績は 1,818 ㎥、達成率は 79％で未達成であったが、前年比

は 89％で下まわった。 

  ・現場配慮資材・環境配慮工事 

    建設現場における再生材の使用、兵庫県産品の使用等及び低騒音・低振動・排ガス

対策機械の使用、ダンプの過積載対策等について、現場パトロールでチェックしたが、す

べての現場で計画通りであった。 

  

③ ５０期～５２期の中期目標について 

    中長期目標設定に当たって、過去５年間の電力、化石燃料による二酸化炭素排出量

及び産業廃棄物排出量の実績（次頁）を比較してみた。工事量（売上高）、工事の内容 

   （工種）によって環境負荷に関する数値は著しく変動している。 

    売上高百万円当りの指標も算出してみたが、受注工事の工種の違いによるバラツキ

の要素が大きく、確たる目標の設定はむつかしい。 

    ５０期から５２期の中期目標はとりあえず直近３年間の平均を基準値とした。 

 

                            Ｐ １０ 



　　 中長期目標（50期～52期）

４7期実績 ４8期実績 ４9期実績 基準値
目　　標

（削減率１％）
50期

目　　標
（削減率２％）

51期

目　　標
（削減率３％）

52期

令和１年１０月
～令和２年９月

令和２年１０月
～令和３年９月

令和３年１０月
～令和４年９月

４４期～４６期
３年間の平均

令和４年１０月
～令和５年９月

令和５年１０月
～令和６年９月

令和６年１０月
～令和７年９月

298,935 175,777 239,158 237,957 235,600 233,200 230,800

27,118 26,374 26,538 26,677 26,400 26,100 25,900

(9.1%) (15.0%) (11.1%) (11.2%) (11.2%) (11.2%) (11.2%)

本社 39,770 42,503 49,353 43,875 43,400 43,000 42,600

建設現場 37,488 32,637 26,255 32,127 31,800 31,500 31,200

271,817 149,403 212,650 211,290 209,200 207,100 204,900

(90.9%) (85.0%) (88.9%) (88.8%) (88.8%) (88.8%) (88.8%)

本社 31,628 32,871 32,361 32,287 32,000 31,600 31,300

建設現場 8,020 3,882 981 4,294 4,250 4,210 4,170

本社 6,491 2,631 1,781 3,634 3,600 3,560 3,520

建設現場 60,486 18,577 48,236 42,433 42,000 41,600 41,200

排出量 kg 本社 360 260 340 320 320 310 310

排出量 ｔ 建設現場 887 3,205 684 1,592 1,580 1,560 1,540

リサイクル率 ％ 建設現場 99% 99% 98% 99% 99% 99% 99%

(3,959) (2,039) (1,818) (2,606) (2,580) (2,550) (2,520)

本社 861 1,213 1,120 1,065 1,050 1,040 1,030

建設現場 3,098 826 698 1,541 1,530 1,510 1,490

事務用品 ％ 本社 93% 93% 63% 83% 84% 85% 85%

％ 建設現場 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

％ 建設現場 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

％ 全社 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

購入電力のCO２排出係数は２０２０年度関西電力（株）の調整後排出係数０．３５１kg-CO２/kWhを使用

４７期～４９期実績の二酸化炭素排出量は排出係数０．４１８を０．３５１に換算して算出

P　１１

kwh

ガソリン ℓ

軽油 ℓ

一般廃棄物の削減（紙くず）

環境配慮工事

地域貢献活動の推進

産業廃棄物の削減

水道水の削減

水量 ｍ
３

グリーン購入の推進

建設現場の環境配慮資材、環境配慮工事の％は「実施現場/対象現場」の率

環境経営目標

項目 単位 部門

環境配慮資材

二酸化炭素排出量の削減(kg-CO2)

電力

電力による二酸化炭素削減
                         (kg-CO2)

化石燃料による二酸化炭素削減
                        (kg-CO2)

令和４年10月作成



内容

二酸化炭素排出量の削減

電力による二酸化炭素削減

本社・営業所 空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃） ○ ｽﾃｯｶｰ表示、実施されている 継続

建設現場 不要な空調機器の停止 ○ 実施されている 継続

空調フィルターの清掃 ○ ８月に実施 継続

不要照明の消灯 ○ 実施されている 継続

ロッカー室、トイレ、洗面所は必要時のみ点灯 ○ 実施されている 継続

不在時にPCの電源オフ ○ 実施されている 継続

クールビズ、ウォームビズの徹底 ○ 実施されている 継続

化石燃料による二酸化炭素削減

本社・営業所 アイドリングストップ ○ 実施されている 継続

効率的なルートでの運行 ○ 実施されている 継続

法定速度の遵守 ○ 守られている 継続

エコドライブの励行 ○ 実施されている 継続

車内冷暖房機器の適正使用 ○ 実施されている 継続

車輌整備による燃費の向上 ○ 定期点検の実施 継続

公共交通機関の利用促進（営業活動） △ 推進中 継続

建設現場（車輌） アイドリングストップ ○ 実施されている 継続

効率的なルートでの運行 ○ 実施されている 継続

法定速度の遵守 ○ 守られている 継続

エコドライブの励行 ○ 実施されている 継続

車内冷暖房機器の適正使用 ○ 実施されている 継続

車輌整備による燃費の向上 ○ 定期点検の実施 継続

過積載の防止（ダンプ） ○ 守られている 継続

タイヤ空気圧の適正化 ○ 実施されている 継続

現場への相乗り ○ 実施されている 継続

建設現場（重機） 不要なアイドリングストップ ○ 実施されている 継続

急発進、急加速、空ぶかしの禁止 ○ 実施されている 継続

高速走行の禁止 ○ 実施されている 継続

重機整備の励行 ○ 定期点検の実施 継続

ハイブリッド重機の優先使用 △ 検討中 継続

無駄のない施工の見直し ○ 施工検討会で検討 継続

現場の作業規模に応じた機械の使用 ○ 施工検討会で検討 継続

８．環境活動計画の取組結果とその評価
　　次年度の環境活動計画の取組内容

評価
取組内容項　　　　目

次年度の
取組内容

P　１２

期間　令和３年１０月１日～令和４年９月３０日



内容

一般廃棄物の削減

本社・営業所 ペーパーレス化の推進 △ 推進中 継続

コピーのミスプリント防止 △ 推進中（ｽﾃｯｶｰ表示で喚起） 継続

使用済用紙の資源化（廃品回収） ○ 実施されている 継続

ゴミ分別の徹底（再利用可能品と焼却ゴミ） ○ 実施されている 継続

建設現場 マニフェストによる適正処理・保管 ○ 実施されている 継続

委託先の許可の確認及び契約の徹底 ○ 実施されている 継続

分別を徹底しリサイクル率の向上 ○ 実施されている 継続

水道水の削減

本社・営業所 節水の呼びかけ △ 推進中（ｽﾃｯｶｰ表示で喚起） 継続

建設現場 漏水を定期的にチェック ○ 実施されている 継続

洗車の効率化 ○ 実施されている 継続

グリーン購入の推進

本社・営業所 エコ商品を優先的に購入 ○ 推進中（ｺﾋﾟｰ用紙、再生紙購入） 継続

省エネ性能の高い電気製品の購入 △ 推進中(照明器具、一部LEDに交換） 継続

環境配慮資材

建設現場 環境負荷の少ない材料（リサイクル品等）の使用 ○ 実施されている 継続

県内産資材の優先使用 ○ 実施されている 継続

環境配慮工事

建設現場 工事着手前に環境配慮について検討 ○ 実施されている 継続

騒音・振動・粉塵・濁水防止対策の実施 ○ 実施されている 継続

排出ガス対策型建設機械の使用 ○ バックホウ全機種で使用 継続

低騒音型建設機械の使用 ○ バックホウ全機種で使用 継続

地域貢献活動の推進

本社・営業所 近隣の清掃活動の実施 ○ 実施されている 継続

建設現場 ボランティア活動に積極的参加 ○ 実施されている 継続

ペットボトルのキャップ回収 ○ 実施されている 継続

（１）令和３年１０月１日～令和４年９月３０日（１年間）の実績の評価である。

（２）評価判定は、〇、△、×の３段階で行った。

（３）環境目標を達成するための責任者　　・本社　　　　　各部門長　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・建設現場　　作業所所長
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産業廃棄物の削減

項　　　　目 取組内容
評価 次年度の

取組内容



規制内容
点検頻度
点検時期

遵守状況 確認日

第３条
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するこ
と（事業者の責務）

１回/年
適宜 ○ 2022/9/30

第１１条
事業者はその廃棄物を自ら処理する
こと

１回/年
適宜 ○ 2022/9/30

第１２条２項
産業廃棄物が運搬されるまでの間の
保管（保管基準）

工事毎
その都度 ○ 2022/9/30

第１２条５項
産業廃棄物の委託契約（収集運搬業
者、処分業者との契約）

工事毎
その都度 ○ 2022/9/30

第１２条９項
多量排出事業者　減量その他その処
理に関する計画の作成及び提出

１回/年
６月末

該当なし 2022/9/30

第１２条10項
多量排出事業者　前項の計画の実
施状況について報告

１回/年
６月末

4月に報告 2022/9/30

産業廃棄物管理票（マニフェスト）の
交付

工事毎
その都度 ○ 2022/9/30

産業廃棄物の運搬又は処分が終了
したことの確認

工事毎
その都度 ○ 2022/9/30

マニフェスト交付状況報告書の作成
及び報告

１回/年
６月末

4月に報告 2022/9/30

規則第８条２６
マニフェストは５年間保存（Ａ・B２・D・
E票）

１回/年
６月末 ○ 2022/9/30

規則第８条２８
マニフェストはB・D票が９０日以内、E
票が１８０日以内に返送

工事毎
その都度 ○ 2022/9/30

資源の有効な利用の促
進に関する法律（資源有
効利用促進法）

第４条
廃棄物の発生抑制、資材の再利用、
再資源化

工事毎
その都度 ○ 2022/9/30

第９条 分別解体等の実施義務
工事毎
その都度 ○ 2022/9/30

第１３条 請負契約に係る書面の記載事項
工事毎
その都度 ○ 2022/9/30

第１６条 再資源化の推進
工事毎
その都度 ○ 2022/9/30

第１８条
発注者に書面で実施報告、記録を保
存

工事毎
その都度 ○ 2022/9/30

騒音規制法 第１４条
特定建設作業の実施の届出（建設作
業実施の７日前までに市町村長に届
出）、規制値の遵守

工事毎
その都度 ○ 2022/9/30

P　１4

廃棄物の処理及び清掃
に関する法律（廃棄物処
理法）

建設工事に係る資材の
再資源化等に関する法
律（建設リサイクル法）

法　規　名

９．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

　　　　　　　　　　対象期間　令和３年１０月１日～令和４年９月３０日

（１）環境関連法規制等の遵守状況の確認及び評価の結果

確認者　安茂　弘

第１２条の３



規制内容
点検頻度
点検時期

遵守状況 確認日

振動規制法 第１４条
特定建設作業の実施の届出（建設作
業実施の７日前までに市町村長に届
出）、規制値の遵守

工事毎
その都度 ○ 2022/9/30

第１２条
事業場の排水口において排水基準
に適合しない排出水を排出してはな
らない

工事毎
その都度

該当なし 2022/9/30

第１４条の２

事故等により有害物質等を含む水が公
共用水域に排出、浸透したことにより人
の健康又は生活環境に係る被害を生ず
るおそれがある時は、直ちに応急の措置
を講ずるとともに、速やかに事故の状況
及び講じた措置の概要を県知事に届出

工事毎
その都度

該当なし 2022/9/30

排出ガス対策型建設機
械の普及促進に関する
規程

国土交通省告示
第３４８号

工事用建設機械等の排出ガス対策
型使用及び指定建設機械には、その
表示を貼り付けること

工事毎
その都度 ○ 2022/9/30

低騒音型・低振動型建
設機械の指定に関する
規程

国土交通省告示
第４８７号

対策型ステッカー表示の建設機械を
使用する

工事毎
その都度 ○ 2022/9/30

国等による環境物品など
の調達の推進等に関する
法律（グリーン購入法）

第５条
物品の購入時にはできる限り環境物
品等を選択する

適宜 ○ 2022/9/30

第１７条
基準適合表示を貼付けした車両の使
用

工事毎
その都度 ○ 2022/9/30

第２８条
抑制指針の遵守（適正燃料の使用、
点検整備の実施）

工事毎
その都度 ○ 2022/9/30

フロン類の使用の合理化
及び管理の適正化に関す
る法律（フロン排出抑制法）

第１６条
簡易点検（３ケ月に１回）の実施
フロン類の漏えい時の措置
管理者　小島正史

１回/３ケ月 ○ 2022/9/30

消防法 第１０条
指定数量以上の危険物を貯蔵又は
取り扱ってはならない

適宜 該当なし 2022/9/30

第２２条
車輌は政令で定める最高速度を超え
る速度で進行してはならない

適宜 ○ 2022/9/30

第５７条
制限を超えて乗車をさせ、又は積載
をして車両を運転してはならない

適宜 ○ 2022/9/30

尼崎市の環境をまもる
条例

第２０条
公害防止等に関する基本的施策（騒
音、振動の規制）

工事毎
その都度 ○ 2022/9/30

西宮市環境基本条例 第２８条関連
生活環境の保全（騒音、振動の規
制）

工事毎
その都度 ○ 2022/9/30

芦屋市条例 第４条関連
生活環境の保全（騒音、振動の規
制）

工事毎
その都度

該当なし 2022/9/30

宝塚市まちづくり基本条例 第３条関連
騒音規制法、振動規制法に係る特定
施設について

工事毎
その都度 ○ 2022/9/30

　　　　令和３年１０月より令和４年９月まで、環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果、環境法規等の

　　　　違反はありませんでした。また過去３年間にわたって環境関連法規等の違反、訴訟はありませんでした。
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（２）環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

法　規　名

水質汚濁防止法

道路交通法

特定特殊自動車排出ガ
ス規制等に関する法律
（オフロード法）



１０．代表者による全体の評価と見直・指示 

 

 エコアクション２１の環境経営活動をスタートして７年が経過した。会議、朝礼等での意

識啓発により環境配慮に関する意識は徐々に高まってきて、環境経営活動、環境経営システ

ム等も浸透してきたが、まだ十分に機能するまでには至っていない。 

今後も引き続き、環境経営方針に基づき目標達成に向けて全社員で取組んでいきたい。 

  

   環境経営方針     ☑ 変更なし  □ 変更あり 

   環境経営目標・計画  □ 変更なし  ☑ 変更あり 実績を踏まえて見直す 

   実施体制       ☑ 変更なし  □ 変更あり 

 

【環境経営目標への取組】 

  新たに設定した中長期目標に対する第３期目である。目標に対する実績は使用電力、水

道水使用量とグリーン購入が未達成であったが、二酸化炭素排出量（達成率１８６％）に

ついては目標を大巾に上まわった。前期と比べて１３５％と増加したが、これは前期の数

値が低すぎたことによる。 

 

【環境経営計画への取組】 

  社員一人一人の環境に対する意識は徐々に高まっていると思われるがシステムの運用に

ついてはまだ不十分であると思われるので、今後の推移も注視し、継続していきたい。 

 

【環境関連法規等の遵守】 

  環境関連法規等は遵守されているが、今後も継続して行う。 

 

                          

                           令和４年１０月１日 

                           代表取締役 金山幸司 
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 １１．環境経営活動等 

① エコアクション２１環境経営方針の周知   ② 災害時対応の訓練 

南芦屋浜作業所朝礼において          災害対応の確認訓練(令和 4 年 6 月 20 日) 

  

 

安否確認と参集訓練（令和 4年 7月 25 日）   ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾀ利用訓練(令和 4年 9 月 5日) 

  

 

③  大庄Ｂ幹線作業所 避難訓練（令和 4年 5 月 26 日）   
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④ 新型コロナウィルス対策         ⑤ エコ活動 

本社 パーテーション設置          使用済用紙の資源化（古紙回収） 

  

     ⑥ ボランティア 武庫川河川敷 

  エコキャップ運動に協力           清掃活動に参加（令和 3 年 10 月 28 日） 

  

⑦ 南芦屋浜作業所 環境活動状況 

  低騒音型・排出ガス適合機械の使用        
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