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≪ご挨拶≫

(株)湯川工務店は創業以来、地元に密着した土木・建築業として歩んでまいりました。

地元に信頼される企業を目指して邁進しております。事業活動を推進して行く中で各々の事業が

いろいろな環境状態に影響を与えることを重く受け止め、この対策として環境方針を作成しその方針

を元に環境活動を展開し、地球に優しい企業として環境に配慮することも企業活動の役割と捉え、

環境活動を展開し約１年が経過しました。

以下、活動の結果を環境活動レポート」として取組みをまとめましたので、活動状況をご

高覧のうえ、ご指導を頂き次の環境活動に生かして行きたいと思います。
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Ⅰ-1、環境経営方針
　
　経営環境理念

制定　：　平成　27年　10月　1日

改定　：　令和　　4年　7月　1日

株式会社　湯川工務店
　　代表取締役　　湯川　嘉昭　　

―  1  ―

建設業の事業活動を通じて、全社員が地球環境の重要性を認識し自然環境に

配慮した施工や資源の有効活用と環境負荷の軽減に努め、自然環境の保全活動に

積極的に取り組み貢献します。また、常に地域の未来を見つめ信頼される環境活動

を推進します。そして、次の世代へ伝えて行きます。

環境経営基本方針

1．当社の事業活動を通じて、技術的・経済的な事情を考慮し、環境に与える影響を

低減するとともに循環型社会の実現に努めます。

2．エコアクション２１活動を推進するにあたり、環境活動スローガンを掲げ活動をすすめます。

スローガン

『 社員一人ひとりが環境保全活動を推進してかけがえのない地球を守ろう 』

主な環境活動目標を掲げ取組みます。
① 環境活動をすすめるにあたり、環境関連法規等を遵守します。

② 創意工夫等による省エネルギーにより、二酸化炭素排出量の低減のため、使用電力の

低減・使用化石燃料 の低減（省電力・省化石燃料）を図ります｡

（ 日常において節電・省エネに心がける ・ ゆとり運転・安全運転を心掛ける ）

③ 一般廃棄物は分別･再利用を促進し､単純焼却の削減に努めます。

事業活動で発生する産業廃棄物を抑制するとともに､ﾘｻｲｸﾙ率の向上に努めます。

④ 水資源の有効活用のため、水使用量の節水に努めます。

⑤ 環境に配慮した工事に積極的に取組みます｡

⑥ 省エネルギー機器を検討し、導入を検討・促進する（例：ＬＥＤ照明等）

⑦ 上記活動を通じて原価低減をすすめます｡

3．環境活動の継続的改善を推進するため、環境目標・環境活動を策定し取組 みます。

4．環境保全活動を通じ地域社会とのコミュニケーションを図り、社会貢献活動に協力します。

5．環境に関する法規制を遵守し、環境マネジメントシステムを有効に活用する

上記基本方針を全社員に周知徹底し、自らの役割を認識させ環境活動計画を推進できる

よう環境教育を進めます。



事業活動の規模

７-1、組織の概要

社名 株式会社　湯川工務店　
代表取締役湯川嘉昭

　　「全組織及び全活動範囲」

1、土木部 〒370-2452
群馬県富岡市一ノ宮1530

Tel 　0274-62-2015
Fax 　0274-64-3180

2、建築部 〒379-0114
群馬県安中市野殿180

Tel 　027-381-3393

資本金 48,000,000円
従業員数 24名

事業内容 総合建設業

土木建築工事の施工
建設工事及び工事管理業務

対象範囲（認証・登録範囲）

　株式会社湯川工務店　 全組織　及び　全活動範囲
　1、富岡本社（土木部）
　2、安中営業所（建築部）

事業の内容
許可登録

(土)(建)(と)(石)(鋼)(ほ)(しゅ)(園)(水)
(大) (管) (防) (内) (塗) （解） 
一級建築士事務所登録
群馬県知事3608号

指定建設業監理技術者資格者(有する資格)
一級土木施工管理技士 4名
二級土木施工管理技士 3名
二級管工事施工管理技士 1名
一級造園施工管理技士 1名
一級建築士 2名
二級建築士 2名
一級建築施工管理技士 3名
二級建築施工管理技士 2名
一級建設機械施工管理技士 1名

建築積算資格者 1名
群馬県知事許可（特-26）第2334号

決算期 6月

資材置場 群馬県富岡市岡本1346
群馬県富岡市田篠兎渕1160-1

―  ２  ―



平成27年9月18日作成

平成30年7月5日変更

令和１年7月5日変更 承　認 作　成
令和3年7月5日変更

Ⅰ-5、エコアクション２１に取組む運営組織図 令和4年7月5日変更

環境管理事務局

経理部 業務部

ISO委員会 安全部

環境管理委員会メンバー　
最高責任者 湯川　嘉昭
環境管理責任者 湯川　嘉昭
土木部担当者 小林　健二 
建築部担当者 島津　一哉、
環境管理事務局 金田　具壽

ページ-３

環境管理委員会

全社員

各工事現場

職　　名 役　　　　割
最高責任者

環境管理責任者

環境管理事務局

土　木　部 　建　築　部 安全品質事業本部 管理本部

各建設現場 人事・総務部

環境管理責任者

湯　川 金　田

最　高　責　任　者　
環境管理委員会

【代表取締役 湯川 嘉昭】

①環境管理責任者をはじめ、必要な責任者を任命する。該当責任者 には、

現在の責務に関わりなく、兼任で責任と権限を明示する。

②エコアクション21の構築・運用･維持に必要な経営諸資源（人材・資金・機器

・設備・技術・技能を含む）を準備する。

③環境経営方針を制定する。

④エコアクション21の構築･運用に関する情報を収集し、環境経営方針・ 環境目標

をはじめシステム全体の見直しを行い、必要に応じ改訂を指示する。

【湯川 嘉昭】

①エコアクション21に関する経営諸資源の合理的･効果的な運用を 図り、目的を

達成するために環境管理委員会を運営する。

②エコアクション21の構築と運用を円滑に行い、最高責任者による見直しのため

の情報として、構築･運用に関する情報を最高責任者 に提供する。

【金田 具壽】

①事務局として、環境管理責任者を補佐し、エコアクション21に 関する実務全般

を所管する。

最高責任者･環境管理責任者･事務局･部門長で構成し、6か月に１回環境管理

責任者が召集する。環境目標の設定、環境活動計画の策定及び進捗 管理につ

いて協議する。環境管理責任者が必要と認めた者は出席する ことができる。

①環境活動計画書を遵守し、実行する

②環境改善の提案を行なう

③協力会社への指導助言を行なう
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単　位

①温室効果ガス排出量の削減（ＣＯ２排出量の削減）CO2排出量
削減目

標
CO2排出量

前期比
実績

次年削
減目標

CO2排出
量

削減目
標

CO2排出
量

削減目
標

CO2排出
量

削減目
標

kg-CO2 7,434 -2% 7,193 96.8% -2% 7,049 -2% 6,908 -1% 6,839 -1%

kg-CO2 14,387 -2% 14,038 97.6% -2% 13,757 -2% 13,482 -2% 13,212 -1%

kg-CO2 17,057 -2% 16,846 98.8% -2% 16,509 -2% 16,179 -2% 15,855 -1%
一般車両のガソリン消費は目標-2％に対して-1％となった。安全運転・
ゆとり運転の促進をすすめた。

kg-CO2 728 -2% 563 77.2% -2% 551 -2% 540 -1% 535 -1%
完成工事高が前期比90.3％と減少したため、その影響により前期比77％
で終了した。燃料消費意識の高揚が減少につながった

kg-CO2 11,070 -2% 8,257 74.6% -2% 8,092 -2% 7,930 -2% 7,772 -1%

kg-CO2 164,230 -3% 125,984 76.7% -3% 122,205 -3% 118,539 -2% 116,168 -1%

kg-CO2 90 -1% 127 141.7% -1% 126 -1% 124 -1% 123 -1% 現場事務所の暖房燃料であり､消費は少ない｡

214,997 173,008 80% 168,289 163,703 160,504
全ｴﾈﾙｷﾞｰ消費合計は前期比80%と減少した。これは工事完成高の減少（前
期比90.3％）の影響によるものである。

単　位 排出量
削減目

標
排出量/Ｋｇ 前期比

次年削
減目標

排出量/Ｋｇ
削減
目標

排出量/Ｋｇ
削減目

標
排出量/Ｋｇ

削減目
標

kg 300 -1% 341 114% -1% 338 -1% 334 -1% 331 -1%

kg 1,348,195 -3% 555,170 41% -3% 538,515 -3% 522,359 -3% 506,689 -3%

単　位 排出量
削減目

標
排出量/ｍ3 前期比

次年削
減目標

排出量/ｍ3
削減
目標

排出量/ｍ3 目標 排出量/ｍ3 目標

総排水量の削減 /ｍ3 621 -1% 597 96% -1% 591 -1% 585 -1% 579 -1% 変動要素が少ない

水使用量の削減 /ｍ3 621 -1% 597 96% -1% 591 -1% 585 -1% 579 -1% 変動要素が少ない

　①社会地域貢献活動への取組み 173,008

　②建設現場内の整理整頓 69,175

　③再生資源材料の使用の推進と実施

平成30/7～令和1/6　温室効果ガスの総排出量

令和1/7～令和2/6　温室効果ガスの総排出量

4 -- 1

242,183

52,561ｋｇ/Ｃｏ2 電気の排出係数＝0.474を適用（ｋｇ-Ｃｏ2/ｋＷｈ）

123,646ｋｇ/Ｃｏ2 　　　　* 排出係数は東京電力ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ(株)の  平成24年度を利用

取扱い化学物質を特定し、SDSを収集・管理する

　⑤本業に付随する目標
①地域貢献活動は建設協会の活動（2回/年）に参加している（草刈りやゴミ拾い）。また、一部工事に
おいても地域活動を実施したが、活動は不十分である。②整理整頓は現場毎に状況が異なるため、同
様な整理・整頓ができていない。  ③公共事業は再生資源の利用が設計に組込まれている為、再生品
の利用は進んでいると思われる。

令和3年度　二酸化炭素排出総量

土木部

建築部

　③水使用量水使用量及び総排出量

　④化学物質使用量
化学物質の使用量は工事を下請け会社に依頼しているため使用量の
把握は　難しい状況（実際の使用量は非常に少ないと思われる）

取扱い化学物質について調査継続中（ＳＤ
Ｓを取寄せ安全について確認すみ）

①地域貢献活動は、１現場に 1活動実施することを目標として取組む必要がある。 ②整理整頓につい
ては適宜に現場責任者が確認しすすめること。 合計

現場事務所の暖房用燃料

電力　2
各工事現場の事務所・ 仮設
電気使用量

合計（エネルギー）

②一般廃棄物　及び　産業廃棄物の削減

一般廃棄物総排出量 （事務所内の一般ご
み）

1,事務所の一般ごみは大きな変動要素はない。ごみは分別して富岡市のご
みの収集に委ねている｡　 2,産業廃棄物は前期比41% と大きく減少した。 こ
れは前期のほ場整備工事の影響と工事完成高が減少したことによるであ
る。この産業廃棄物は工事内容･規模により大きく 変動するため予測が困
難である

産業廃棄物総排出量（工事からの廃棄物）

軽油　1
工事用車両の燃料（ダンプ
等）

軽油合計削減目標(-2～3%)に対し､前期比76.5%　と減少した。軽油は
工事関連車両（ダンプトラック、重機車両）の燃料として使用する。工事完成
高が前期比90.3％と減少した以上の影響を受けた。　この軽油は工事内容
や工事規模に影響を受けるため、削減計画に対して大きく変動してしまう軽油　2 建設現場等の燃料（重機等）

ガソリン　2 　工事関連の燃料

灯油

ガソリン　1 　一般車両の燃料

令和6年度目標
令和6/7～令和7/6
（2024/7〜2025/6）

目標に対する状況
環　境　目　標

電力　1 本社事務所用　電気使用量
　削減目標（-2％）に対して達成はできた。今後も節電の意識改革を継続・
促進を図る。また、事務所照明をLED化も必要となる。
現場電力は工事件数が減少したため、現場事務所の設置も減少したため
仮設電力の使用も減少した

令和3年7月～令和4年6月までの活動

Ⅱ-8、環境目標 と 実績　及び　中期目標

（1）土　木　部　 基準年
令和2年度実績

令和2/7～令和3/6
（2020/7〜2021/6）

今年度
令和3年度実績

令和3/7～令和4/6
（2021/7〜2022/6）

令和4年度目標
令和4/7～令和
5/6（2022/7〜

2023/6）

令和5年度目標
令和5/7～令和6/6

（2023/7〜
2024/6）
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単　位

①温室効果ガス排出量の削減（ＣＯ２排出量の削減）
CO2排出

量
削減目

標
CO2排出量

前期比
実績

次年削
減目標

CO2排出
量

削減
目標

CO2排出
量

削減目
標

CO2排出
量

削減目
標

kg-CO2 12,018 -2% 12,844 106.9% -2% 12,587 -2% 12,335 -1% 12,212 -1%

kg-CO2 4,239 -3% 244 5.7% -2% 239 -2% 234 -2% 229 -1%

kg-CO2 32,025 -2% 27,914 87.2% -2% 27,356 -2% 26,809 -2% 26,273 -1%

建設現場等の燃料 kg-CO2 2,912 -2% 162 5.6% -2% 159 -2% 156 -1% 154 -1%

kg-CO2 22,874 -3% 14,371 62.8% -2% 14,083 -2% 13,801 -2% 13,525 -1%

建設現場等の燃料 kg-CO2 9,817 -3% 12,501 127.3% -2% 12,251 -2% 12,006 -2% 11,766 -1%

kg-CO2 2,104 -2% 931 44.3% -2% 913 -2% 894 -1% 885 -1% * 事務所用の暖房用燃料は大きく減少した

kg-CO2 2,213 -2% 194 8.8% -2% 190 -2% 187 -1% 185 -1% * 現場管理事務所が大きく減少したため、現場暖房費の減少になった

事務所の湯沸し kg-CO2 25.5 -1% 13.8 54.1% -1% 13.7 -1% 13.5 -1% 13.4 -1% * 事務所の流し台に設置の湯沸器のみの使用で変動要素はない。

88,229 69,175 78.4% 67,792 66,436 65,243

単　位 排出量
削減
目標

排出量/Ｋｇ 前期比
次年削
減目標

排出量/Ｋｇ
削減目

標
排出量/Ｋｇ

削減目
標

排出量/Ｋｇ
削減目

標

kg 176 -1% 166 94% -1% 164.3 -1% 162.7 -1% 161.1 1% 変動要素が少ない

kg 1,643,510 -2% 393,969 24% -2% 386,090 -2% 378,368 -2% 370,800 -2%

産業廃棄物（特別管理）総排出量 kg 800 0% ----- -----

単　位 排出量
削減目

標
排出量/ｍ3 前期比

次年削
減目標

排出量/ｍ3
削減目

標
排出量/ｍ3

削減目
標

排出量/ｍ3
削減目

標

総排水量の削減 /ｍ3 225 -1% 160 71.1% -1% 158 -1% 157 -1% 155 -1% 変動要素が少ない

水使用量の削減 /ｍ3 225 -1% 160 71.1% -1% 158 -1% 157 -1% 155 -1% 変動要素が少ない

　①社会地域貢献活動への取組み 173,008

　②建設現場内の整理整頓 69,175

　③再生資源材料の使用の推進と実施

平成30/7～令和1/6　温室効果ガスの総排出量

令和1/7～令和2/6　温室効果ガスの総排出量

4 -- 2

72,523ｋｇ/Ｃｏ2
　　　　* 排出係数は東京電力ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ(株)の  平成24年度を利用

③建築物材料は再製品の利用は困難 建築部

①地域貢献活動は、１現場に 1活動実施することを目標として取組む必要がある。 ②整理整頓につい
ては適宜に現場責任者が確認しすすめること。 合計 242,183

71,503ｋｇ/Ｃｏ2 電気の排出係数＝0.474を適用（ｋｇ-Ｃｏ2/ｋＷｈ）

③水使用量水使用量及び総排出量

　④化学物質使用量 化学物質の使用量は工事を下請け会社に依頼しているため使用量の
把握は　難しい状況（実際の使用量は非常に少ないと思われる）

取扱い化学物質について調査継続中（ＳＤ
Ｓを取寄せ安全について確認すみ）

取扱い化学物質を特定し、SDSを収集・管理する

灯油 2 現場事務所の暖房用燃料

　⑤本業に付随する目標 ①地域貢献活動は各建設現場毎に行うよう指導・実践を行う。また、実際の活動は不十分 令和3年度　二酸化炭素排出総量

②整理整頓は現場毎に状況が異なる 土木部

一般廃棄物総排出量 （事務所内の一般ご
み）

産業廃棄物総排出量（工事からの廃棄物）
* 前期は東邦亜鉛のスラグ回収が非常に多かった。今期の回収は激減
した。また、工事現場も少なく廃棄物の発生も非常に少なかった。
この産業廃棄物は工事内容や規模により廃棄物の排出量も大きく変動
する。　削減計画の設定が難しい

ＬＰＧ

合計（エネルギー）
削減目標をー2％としたが、受注工事内容や規模により大きく変動するため
目標設定が難しい。日常の活動として、夏のｸｰﾙﾋﾞｽﾞ、冬のｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞ活動、
など節電意識を向上を推進する、また、環境に配慮したゆとり運転等を推進
する。今後は社員の環境意識の向上を高める活動を推進する。

②一般廃棄物　及び　産業廃棄物の削減

軽油 2

灯油 1 安中事務所の暖房用燃料

電力 2
各工事現場の事務所・ 仮設
電気使用量

ガソリン 1 一般車両・工事用車両の燃料
①、削減目標-2％に対して-13％の減少となった。工事完成高が前期比
49％と減少したため、活動が減少した。この削減は当然であり、喜べるもの
ではない。　②、工事完成高が大きく減少したため現場関連の燃料も大きく
減少となったガソリン 2

目標に対する状況
環　境　目　標

電力 1 安中事務所用　電気使用量
①、事務所電力の変動要素は少ない。削減目標-2％に対して約7％の
増加となった。消費電力の削減を推進するため啓蒙活動を継続する。
また、事務所照明のLED等に変更することも課題となる。②、現場事務所の
設置する工事が減少したため消費電力も大きく減少した（前期比の5.7％）

軽油 1 工事用車両の燃料
①工事関連の車両の燃料（軽油）は工事完成高の減少により-38％の
減少となったが　②建設現場の燃料（軽油）は建築で請負った土木工事
での重機の燃料の消費が多く前期比127％と増加した。
土木工事を除外すれば減少している

（2）　建築部 基準年
令和2年度実績

令和2/7～令和3/6
（2020/7〜2021/6）

今年度
令和3年度実績

令和3/7～令和4/6
（2021/7〜2022/6）

令和4年度目標
令和4/7～令和
5/6（2022/7〜

2023/6）

令和5年度目標
令和5/7～令和6/6

（2023/7〜
2024/6）

令和6年度目標
令和6/7～令和7/6
（2024/7〜2025/6）

Ⅱ-8、環境目標 と 実績　及び　中期目標



＊令和3年7月～令和4年6月まで1年間の活動と取組みを評価をしております。

1．二酸化炭素排出量の削減

①

②

③

④ 現場における建設車両の適正運転(燃費改善)

⑤

2．廃棄物排出量の削減

① 分別ルールの徹底

② 廃棄物置場の整備

③ 産廃業者との契約書の確認

④ 裏紙使用ルールの徹底

3．水資源投入量の削減
① 毎月のメータの確認(漏水防止)
② 節水表示(洗面台・手洗場・トイレ)
③ トイレの節水

5．化学物質取扱及び管理の徹底
① 取扱商品の把握

② 取扱商品一覧表の作成

6．本業に付随する目標
① 社会地域貢献活動への取組み

② 建設現場内の整理整頓

③ 再生資源材料の使用の推進と実施

―  ５  ―

水道の蛇口近辺に節水表示を貼付し啓蒙活動を継続中である。事務所の水使用量は大
きな変動要素がなく、社員の節水意識に委ねるところが多い。節水意識の維持継続をす
すめる。

次年度の取組内容

令和4年6月までの活動結果を確認して次年度の取組内容を確認と目標を掲示し､環境
意識をさらに促進させ目標の達成を目指す。　今後、省力化機器等の検討・導入も必要と
なってくる。　また、建設重機の影響を大きく受けるので効率の良い運転を目指す。環境
意識の高揚継続も必要である。

一般ごみは分別表示し市の収集に搬出、産業廃棄物は分別を明確にして搬出した。土
木部の工事廃棄物は前期比の41％となリ、大きく減少した。　これは、ほ場整備工事が終
了したためである。　　　廃棄物はほぼ100％ﾘｻｲｸﾙしている。　建築部は前期比24％と大
きく減少した｡これは東邦亜鉛依頼分の敷きスラグの回収が終了したためである。 廃棄物
処分の適正化を図るため廃棄物業者との契約は重要である｡　産業廃棄物は工事の内容
や下請関係等により、工事量に準じた廃棄量とならず、廃棄数量の把握が困難となること
がある。一般用紙の節約はミスコピーの防止や裏紙等の再利用について継続をおこなっ
ている。

次年度の取組内容

令和4年6月までの活動結果を確認し、廃棄物の分別とリサイクルを継続し廃棄物の量を
削減させてゆく。　産業廃棄物は工事規模・内容により大きく変動する要素があるので、計
画の策定を慎重に進める

次年度の取組内容
①１現場に１活動実施することを目標に決めて取組む。②整理整頓は現場の安全対策の
中に織込み活動をすすめる。③土木部は設計の中に織込まれている。　建築部は再生資
源の活用を調査し対応する。

次年度の取組内容

令和4年6月までの活動結果を確認して次年度の取組内容は決るが、節水の啓蒙活動を
継続する。

建築・土木現場において使用されている主要な溶剤等の確認をおこない、その溶剤のＳ
ＤＳを取寄せ安全性が確認できた。（弊社では化学物質等の管理は下請会社に委ねてい
るため、その調査も含め完了した）特別新しい化学物質は採用されていない。

次年度の取組内容
使用化学物質について、継続的に把握し管理する｡

①地域貢献活動は一部工事において見られたが十分とは言えない。貢献活動の不足が
見られる。　②整理整頓は現場毎に異なるが結果は今一歩である。　③公共事業は再生
資源の利用が設計に組込まれているため再生品の利用は進んでいる。民間工事のリサイ
クルは処分を下請けに依頼しているところが多く不透明な部分があった。

消費電力の低減･燃料の低減を図り､CO2排出
量の削減と原価の低下を実現させる｡

５．環境活動計画の取組みと評価と次年度の取組

環境活動計画 環境活動計画の取組結果とその評価

　環境目標に対する活動結果として､CO2の排出は80％と減少した。土木部は前期比80%
と減少し、建築部も78％の減少となった。土木部は工事完成高が前期比90％と減少した
ため、工事現場における電力･燃料消費も少なくCO2排出量は前期比80％と減少した｡
（工事完成高の減少は災害復旧工事が終了したためである）。　建築部は工事完成高が
前期比半減した状況で、CO2排出量は前期比78％と減少したが、これは大きな工事が減
少し小規模で多種の工事を施工した結果である。　　　左記の③､④の取組を　　実施した
が工事の内容や規模、場所により影響を受けている｡ 　土木部、建築部ともにＣＯ２削減
に向けて環境を意識した活動は実施した。
全体的な 活動として ①冬季はｳｵｰﾑﾋﾞｽﾞ・夏季はｸｰﾙﾋﾞｽﾞ活動を取入れ空調温度の適
正化と表示を徹底した。②ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞは意識の高揚を図る掲示を車輌内に掲示した｡また、
ゆとり運転を推奨した　③事務所の照明は不要な場所は消灯など実施し二酸化炭素削減
に向けて 啓蒙活動等を継続した。　また、工事内容や規模によりCO2排出量は一定では
なく削減計画作成が困難なところがある。

空調温度適正化と照明不要場所の消灯

　事務所関係の照明のLED化を推進する

エアコン保守点検と清掃による負荷の軽減

社有車両の点検･整備及びｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞの推進



６．環境関連法規制の遵守

1．当社に適用となる主な環境関連法規 2022/7/30　確認

浄化槽
法

2．環境関連法規への違反、訴訟等の有無

　　2021年7月～2022年6月の1年間、上記関連法規の遵守状況の確認において、

　　2022年6月30日現在、環境に関する違反と訴訟はありませんでした。

７．代表者による全体の評価と見直し

―  6  ―

フロン排出抑制法 法律に遵守 遵法

法律に遵守 遵法

富岡市・甘楽町における土
砂埋立条例

対象物件はなかったが状況を注視した 遵法

騒音規制法
届出対象外だが騒音に配慮して工事を進
めた 遵法

振動規制法
届出対象外だが振動に配慮して工事を進
めた 遵法

大気汚染防止法
建設機械・重機の排気ガスの対応　（工事指定
された基準に沿った機械を使用） 遵法

建築基準法 法律に遵守 遵法

労働安全衛生法
解体作業に伴う石綿の飛散防止と適切な囲い
込み防止と運搬 遵法

建設リサイクル法
建設廃材（土砂・ｺﾝｸﾘｰﾄの塊・ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの塊、木材）についてはﾏﾆﾌｪｽﾄ管理にて対応 遵法

以下は--令和3年７月～令和4年6月までの　1年間の取組と評価と次年度の取組

法規制等の名称 遵守事項 遵守状況

廃棄物処理法
委託基準（契約書・許可証）、マニフェスト交付・
保存及び交付状況報告 遵法

環境活動計画に基づいて全社員が行動した。工事完成高は前期比で土木部90％、建築部49％と

減少した。従って、工事現場のCO2排出量は工事完成高に応じ土木部（前期比80％）・建築部（前期比78％）

ともに減少した。目標達成に向け各種活動したが、工事の種類・規模・内容により大きく変動がある。

工事内容により排出量の変化する要因が多々含まれており、ｺﾝﾄﾛｰﾙが難しく目標達成すること

はできたが計画に対して全く対応できなかった。 しかし､環境活動に対して少しでも改善要素があれば

その要素に対する改善を社員に周知と啓蒙活動を行い、目標達成に向け活動を実行する｡

CO2排出量や産業廃棄物の排出は工事内容や規模により大きく変動する要素があるので、計画作成が

難しいところがある。

地域貢献等の活動については、１ 現場 1 活動を目標に活動を進める。

全体的にエコアクション21に取組んだ活動は当社における財産になった。今後はCo2排出抑制が

経営コストの削減に繋がることを念頭に､環境活動と経営方針を合体させることとする｡ 例として､

二酸化炭素排出量の削減に効果のあるＬＥＤ照明機器等の導入検討することも必要となる。

また､効率の良い建設機械の使用や導入を検討する｡

環境経営方針・環境経営目標・環境活動計画に従来の考え方を反映させ更なる発展をするものと

するが、年次によって変化する状況を把握し、その状況を活動に反映させるものとする。

代表取締役 湯川 嘉昭


