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１．組織の概要

【事業所名】

【代表者氏名】

【所在地】

【環境管理責任者氏名】 田所 慎二

【連絡先担当者】 田所 明子

【連絡先】 TEL：0887－38－5437

FAX：0887－38－5618

E‐mail：tadokoro@grace.ocn.ne.jp

【事業活動の内容】 建設業（主に道路、河川等の土木工事を行っています。）

【建設業許可】

　　許可番号 高知県知事　許可（特-3）第9948号

　　許可年月日

　　建設業の種類

解体工事業

　　許可番号 高知県知事　許可（般-3）第9948号

　　許可年月日

　　建設業の種類 管工事業

【事業規模】

　　設立年月日 昭和57年 7月設立

　　資本金 2,000万円

　　完成工事高 5億1700万円 (決算時期　令和3年7月1日～令和4年6月30日）

　　従業員数 27人 (令和4年6月現在）

　　敷地面積 本社 　   400㎡

第１倉庫 　 1,917㎡

第２倉庫 　　　　 　410㎡

資材置場 　 1,000㎡

    床面積 本社 　204.88㎡

第１倉庫 　　　　　450㎡

第２倉庫   257.61㎡

令和3年11月22日

第１倉庫　　高知県安芸郡北川村野友乙423-2

資材置場　　高知県安芸郡北川村長山655-1

土木工事業　とび・土工事業　舗装工事業　鋼構造物工事業

有限会社　田所建設

田所 謙二

本　　社　　高知県安芸郡北川村野友乙530-1

第２倉庫　　高知県安芸郡北川村野友乙813-7

令和3年11月22日

しゅんせつ工事業　水道施設工事業　石工事業　塗装工事業



２．対象範囲、レポートの対象期間及び発行日

【対象範囲（認証・登録範囲）】 有限会社　田所建設　　

    本社、第１倉庫、第２倉庫、資材置場

【レポートの対象期間】 令和3年7月　～　令和4年6月

【環境経営レポートの発行日】

【次回環境経営レポートの発行予定日】 令和5年8月予定

【作成責任者】 環境管理責任者 田所　慎二

令和  4年　7月　1日



３．環境経営方針　　

【環 境 理 念】

【環 境 経 営 方 針】

　　代表取締役　

　　制定日　　平成28年 1月　1日

　　有限会社　田所建設

4. 北川村の基幹産業である柚子を守る為にも、環境への負荷に配慮した機械・

5. ロードボランティア・社会貢献活動に積極的に参加し、地域環境保全に努めます。

6. 環境関連法規及び条例等を遵守します。

7. 全社員にこの環境方針を周知徹底すると供に、環境経営レポートを外部に公表しま
す。

　 工法の推進により周辺地域に配慮します。

　　改定日　　令和元年 7月　1日

2. 本社・倉庫及び建設現場における廃棄物の3R（減量・再利用・再生利用）の推進。

3. 節水による水使用量の削減。

　当社は、自然豊かな高知県の北川村で建設業を行っている企業として、地域の

環境保全に自主的・積極的に取り組み、継続的に環境負荷の削減を推進し広く地

域社会に貢献してまいります。

1. 電力・車両及び重機等の燃料消費削減により、二酸化炭素排出量の削減。



代表取締役

田所 謙二

環境管理責任者

田所 慎二

工務部門 総務部門

浜渦 英一 田所 明子

工務部門

総務部門

倉庫・資機材置場

全従業員

全 　従　 業　 員

環境管理システム　役割・責任・権限表

代表取締役

環境管理責任者

環境事務局

・環境経営目標・環境経営計画書を承認

・環境管理責任者を任命

・環境経営目標・環境経営計画書を確認

・環境経営計画の取り組み結果を代表者へ報告

・環境経営システムの構築・実施・管理

・環境経営レポートの確認

・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

倉庫・資機材置場

田所 正弥

環境事務局

長岡　冬花

・環境経営システムに関する経営資源の確保

下請業者

役割・責任・権限

・環境経営に関する統括責任

４．環境管理組織体制

・環境経営方針の策定・見直し、及び全従業員へ周知

・決められたことを守り、自主的、積極的に環境活動に参加

・環境関連法規等の取りまとめ表の作成

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

・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

・自部門における環境経営方針の周知

・環境経営計画の実績集計

・EA21全体の評価・見直し

・環境関連法規等の取りまとめ表の承認

・環境管理責任者の補佐

・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェック実施

・自部門における環境経営システムの実施

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・環境経営レポートの作成



５．環　境　経　営　目　標

《全　体》

（１）単年度目標

  軽  油 ℓ

  ガソリン ℓ

  電力使用量 ｋＷｈ

  ＣＯ2 排出量 kgｰCO２

  水使用量 ㎥

  産業廃棄物排出量 ％

  一般廃棄物排出量 ｋｇ

  環境配慮工事 件

  社会貢献活動 回

（２）中長期目標

基　準　値
（4年平均値）

目　　標
(基準値より -4% )

目　　標
(基準値より -5% )

目　　標
(基準値より -6% )

Ｈ26.7～Ｈ30.6 R3.7～R4.6 R4.7～R5.6 R5.7～R6.6

　軽油 ℓ 72,301 69,409 68,686 67,963

　ガソリン ℓ 14,111 13,547 13,405 13,264

　電力使用量 ｋＷｈ 23,762 22,812 22,574 22,336

　ＣＯ2 排出量 kgｰCO２ 239,113 229,548 227,157 224,766

　水使用量 ㎥ 1,685 1,618 1,601 1,584

　産業廃棄物排出量 ％ 再資源化率95％以上 再資源化率95％以上 再資源化率95％以上 再資源化率95％以上

　一般廃棄物排出量 ｋｇ 410 394 390 385

　環境配慮工事 件 全件 全件 全件 全件

　社会貢献活動 回 12 12 12 12

381

全件

12

R6.7～R7.6

目　　標
(基準値より -7% )

67,240

13,123

22,099

222,375

410 394

1,567

再資源化率95％以上

全件 全件

12 12

・電力のＣＯ２排出係数は、電気事業者別のCO2排出係数の四国電力調整後排出係数0.408kgｰCO2/ｋWhを使用。
・環境配慮工事：受注工事の全件を対象とし、環境負荷の少ない工事。

項　目 単位

239,113 229,548

1,685 1,618

再資源化率95％以上 再資源化率95％以上

72,301 69,409

14,111 13,547

23,762 22,812

項　目 単位

基  準  値 目　　標

（ 4 年 平 均 値 ） ( 基準値より -4% )

Ｈ26.7～Ｈ30.6 R3.7～R4.6



（１）単年度目標

  軽  油 ℓ

  ガソリン ℓ

  電力使用量 ｋＷｈ

  ＣＯ2 排出量 kgｰCO２

  水使用量 ㎥

  一般廃棄物排出量 ｋｇ

（２）中長期目標 

基　準　値
（4年平均値）

目　　標
(基準値より -4% )

目　　標
(基準値より -5% )

目　　標
(基準値より -6% )

目　　標
(基準値より -7% )

Ｈ26.7～Ｈ30.6 R3.7～R4.6 R4.7～R5.6 R5.7～R6.7 R6.7～R7.6

　軽油 ℓ ― ― ― ― ―

　ガソリン ℓ 3,793 3,641 3,603 3,565 3,527

　電力使用量 ｋＷｈ 23,762 22,812 22,574 22,336 22,099

　ＣＯ2 排出量 kgｰCO２ 25,416 24,399 24,145 23,891 23,637

　水使用量 ㎥ 1,685 1,618 1,601 1,584 1,567

　一般廃棄物排出量 ｋｇ 410 394 390 385 358

項　目 単位

・電力のＣＯ２排出係数は、電気事業者別のCO2排出係数の四国電力調整後排出係数0.408kgｰCO2/ｋWhを使用。

《事　務　所》

25,416 24,399

1,685 1,618

項　目 単位

基  準  値 目　　標

（ 4 年 平 均 値 ） ( 基準値より -4%  )

Ｈ26.7～Ｈ30.6 R3.7～R4.6

410 394

― ―

3,793 3,641

23,762 22,812



（１）単年度目標

  軽  油 ℓ

  ガソリン ℓ

  ＣＯ2 排出量 kgｰCO２

　産業廃棄物排出量 ％

　環境配慮工事 件

　社会貢献活動 回

（２）中長期目標 

基　準　値
（4年平均値）

目　　標
(基準値より -4% )

目　　標
(基準値より -5% )

目　　標
(基準値より -6% )

目　　標
(基準値より -7% )

Ｈ26.7～Ｈ30.6 R3.7～R4.6 R4.7～R5.6 R5.7～R6.6 R6.7～R7.6

　軽油 ℓ 72,301 69,409 68,686 67,963 67,240

　ガソリン ℓ 10,318 9,905 9,802 9,699 9,596

　ＣＯ2 排出量 kgｰCO２ 213,697 205,149 203,012 200,875 198,738

　産業廃棄物排出量 ％ 再資源化率95％以上 再資源化率95％以上 再資源化率95％以上 再資源化率95％以上 再資源化率95％以上

　環境配慮工事 件 全件 全件 全件 全件 全件

　社会貢献活動 回 12 12 12 12 12

 ・環境配慮工事：受注工事の全件を対象とし、環境負荷の少ない工事。

項　目 単位

《現　場》

再資源化率95％以上 再資源化率95％以上

全件 全件

12 12

72,301 69,409

10,318 9,905

213,697 205,149

項　目 単位

基  準  値 目　　標

（ 4 年 平 均 値 ） ( 基準値より -4%  )

Ｈ26.7～Ｈ30.6 R3.7～R4.6



期 間：　令和3年7月 ～ 令和4年6月

【　事　務　所　】

・エコドライブの推進 常時

・車両の定期的な点検整備 月1回

・アイドリングストップの徹底 常時

・エアコンの温度設定管理 常時

・エアコンの定期的な清掃 年4回

・昼休み、不要時の消灯 常時

・パソコン不使用時の電源オフ 常時

・ＯＡ機器の省電力設定 常時

・両面印刷・両面コピー・使用済み用紙の利用促進 常時

・ゴミの分別によるリサイクルの促進 常時

・ミスプリントを減らす 常時

・データ保存の実施 常時

・節水の啓発 常時

・漏水のチェック 年4回

・事務所周辺の清掃活動 月1回

・地域行事への参加 月1回

【　現　場　】

・エコドライブの推進 常時

・重機・車両の定期的な点検整備 月1回

・アイドリングストップの徹底 常時

・同一現場への乗合せでの移動 常時

・資機材の運搬の効率化 常時

・ICT施工の推進 必要工事時

・廃棄物の分別の徹底 常時

・産業廃棄物の適正処理・リサイクルの促進 常時

・再生品の利用促進 常時

・環境に優しい資材 （自然石・ブロック）の使用 注文時

・低騒音・排出ガス対策型機械の使用 現場使用時

・環境配慮の工夫 （濁水対策・粉塵対策等）を行う 必要工事時

・ロードボランティア活動の実施 月1回

・現場周辺の清掃活動 月1回

・地域住民の要望の聞き取りを行う。 現場作業時

具 体 的 な 取 り 組 み 日 程 責 任 者

社会貢献活動 工務部　田所慎二

産業廃棄物
排出量の削減

工務部　浜渦英一

環境配慮工事 工務部　田所正弥

重機・車両の使用による
CO2排出量削減

工務部　浜渦英一

車両の使用による
CO2排出量削減

総務部　長岡冬花

電気使用における
CO2排出量削減

総務部　長岡冬花

一般廃棄物
排出量の削減

総務部　長岡冬花

総排水量の削減 総務部　田所明子

社会貢献活動 総務部　田所明子

６．環 境 経 営 計 画

具 体 的 な 取 り 組 み 日 程 責 任 者



７.環 境 経 営 目 標 の 実 績

《全　体》
基準年 目標（-3％） 実績

　　軽油 Ｌ 72,301 69,409 78,456 ☓

　　ガソリン Ｌ 14,111 13,547 13,801 ☓

電力使用量 ｋＷｈ 23,762 22,812 20,949 ○

ＣＯ2 排出量 kgｰCO２ 239,113 229,548 243,167 ☓

水使用量 ｍ３ 1,685 1,618 1,334 〇

産業廃棄物排出量 ％
再資源化率
95％以上

再資源化率
95％以上

100% ○

一般廃棄物排出量 ｋｇ 410 394 393 〇

環境配慮工事 件 全件 全件 全件 ○

社会貢献活動 回 12 12 12 ○

電力のCO2排出係数は、四国電力調整後排出係数0.408kgｰCO2/kWhを使用。

現場までの乗り合わせや、講
習の受講をなるべくオンライ
ン講習にしていく等、目標達
成に向けて対策していく。

ほ場整備工事を含めて重機主
体の工事が多かった。

令和3年7月から令和4年6月

項目 単位 目標達成状況
Ｈ26.7～Ｈ30.6 R3.7～R4.6 R3.7～R4.6

エアコンの温度管理、不要な
時の消灯が行えた。

バックホウの稼働時間が長
かった。

車の洗車等、現場で行えるも
のは谷の水を汲み上げ、なる
べく現地で行った。

現場毎に適正に処分できた。

※判定：〇達成できている　×未達成

残土運搬時には散水車を待機さ
せ、適宜散水を行い地域環境に配
慮した。工事場所に合わせてバッ
クホウのエンジン回転数を下げる
よう徹底した。

ロードボランティア活動や事
務所、現場周辺の清掃活動が
できた。

提出書類のチェックシートに
より、確認を行うことで、再
提出によるミスプリントを減
らすことができた。



《事　務　所》
令和3年7月～令和4年6月

基準年 目標（-4％） 実績

軽油 Ｌ ― ― ― ―

ガソリン Ｌ 3,793 3,641 4,296 ×

電力使用量 ｋＷｈ 23,762 22,812 20,949 ○

ＣＯ2 排出量 kgｰCO２ 25,416 24,399 18,698 ○

水使用量 ｍ３ 1,685 1,618 1,334 〇

一般廃棄物排出量 ｋｇ 410 394 393 〇

令和3年7月～令和4年6月

基準年 目標（-4％） 実績

軽油 Ｌ 72,301 69,409 78,456 ×

ガソリン Ｌ 10,318 9,905 9,506 〇

ＣＯ2 排出量 kgｰCO２ 213,697 205,149 224,468 ×

産業廃棄物排出量 ％ 再資源化率95％以上 再資源化率95％以上 100% ○

環境配慮工事 件 全件 全件 全件 ○

社会貢献活動 回 12 12 12 ○

電力のCO2排出係数は、四国電力調整後排出係数0.408kgｰCO2/kWhを使用。

《現　場》

　　　※判定：〇達成できている　×未達成

項　目 単位 目標達成状況

項　目 単位 目標達成状況

Ｈ26.7～Ｈ30.6 R3.7～R4.6 R3.7～R4.6

Ｈ26.7～Ｈ30.6 R3.7～R4.6 R3.7～R4.6



【　事　務　所　】

コ メ ン ト

・エコドライブの推進
ミーティングやポスターで啓発を行い、

運転日誌にチェック項目を設け、各自実施できた。

・車両の定期的な点検整備
毎月15日に実施し、オイル交換の遅れやタイヤの溝が

あるかなどの点検をして車両を確認した。

・アイドリングストップの徹底 会社全体で各自実施できた。

・エアコンの温度設定管理
啓発ｼｰﾙなどにより意識向上ができ、概ね実施できた。

事務所内ではサーキュレーターを使用し快適な温度で作業することができ
た。

・エアコンの定期的な清掃 年4回実施できた。

・昼休み、不要時の消灯 昼休み時、最後に事務所を出る者が
消すように徹底してできていた。

・パソコン不使用時の電源オフ 使用者が電源を切るようにした。

・ＯＡ機器の省電力設定 実施できている。

・両面印刷・両面コピー・使用済み用紙の利用促進
シールの添付や口頭で啓発を行い、

利用者に周知した。

・ゴミの分別によるリサイクルの促進 ごみ箱にシールを添付し徹底できた。

・ミスプリントを減らす
ミスがないか一度確認して印刷をすることでミスプリントを

減らすことができた。

・データ保存の実施 こまめに保存をしデータの消失を防止した。

・節水の啓発 啓発シールを貼ったことで意識を向上できた。

・漏水のチェック 定期的に確認し問題はなかった。

・事務所周辺の清掃活動 定期的に草刈り、掃除をして清掃することができた。

・地域行事への参加 新型コロナウイルスの為、地域行事がなかった。

【　現　場　】

コ メ ン ト

・エコドライブの推進
概ね、各自実施できていたが、こまめにエアコンの調整、

不要なものは積まない等の工夫を行う。

・重機・車両の定期的な点検整備
月1回、重機・車両を全員で点検した。使用中は細

かな故障でも放置せず修理をした。

・アイドリングストップの徹底 ミーティングやポスターで啓発を行った。

・同一現場への乗合せでの移動 ミーティングにより周知を行った。乗り合わせでの移動の
意識がまだ低く感じられる。

・資機材の運搬の効率化 現場で不要になった資材は放置せず、その都度持ち帰
ることができている。

・ICT施工の推進 1件取り入れた。

・廃棄物の分別の徹底 各現場で適正に分別できた。

・産業廃棄物の適正処理・リサイクルの促進 マニフェスト管理など適正に実施できた。

・再生品の利用促進 再生砕石などを利用している。

・環境に優しい資材 （自然石・ブロック）の使用 環境と景観に適した資材の利用を今後も進めていく。

・低騒音・排出ガス対策型機械の使用 工事全体で使用した。重機の高速走行や無駄な移動を
行わないように指導し徹底できた。

・環境配慮の工夫 （濁水対策・粉塵対策等）を行う 散水による粉塵対策ができた。

・ロードボランティア活動の実施 毎月、ゴミ拾い、カーブミラーなどの清掃活動ができた。

・現場周辺の清掃活動 各現場、作業場周辺の草刈清掃を行い、作業環境の改
善が行えた。

・地域住民の要望の聞き取りを行う。 各現場工事着手前に工事説明を行った。作業時もコミュ
ニケーションを取りながら工事を行った。

○
引き続き、現場毎に

聞き取りを行い実施する。

社会貢献活動

　　　報告担当：総務部 令和3年7月～令和4年6月

具 体 的 な 取 り 組 み
達成
状況 次年度取組

○

車両の使用による
CO2排出量削減

○

ポスターや口頭などで
各自の意識をさらに

向上していく。
○

○

電気使用における
CO2排出量削減

○

引き続き、ポスターや
口頭などで

各自の意識をさらに
向上していく。

電灯のＬＥＤ化を積極的
に進めていきたい。

○

○

○

一般廃棄物
排出量の削減

○

継続して実施する

○

○

○

総排水量の削減
○ 洗車時の節水を

ミーティングなどで、
さらに啓発していく。○

社会貢献活動
○ 継続して 実施する

－
地域行事が開催することがで
きたら積極的に参加をしてい

く。

○

産業廃棄物
排出量の削減

○

　　報告担当：工務部 令和3年7月～令和4年6月

△

○

△

△

○

重機・車両の
使用による

CO2排出量削減

ミーティングなどで指
導し、CO2削減活動を
周知徹底していく。

○

※判定：〇達成できている　△一部達成できている　×未達成

８.環境経営計画の取組計画と評価・及び次年度の取組み内容

具 体 的 な 取 り 組 み
達成
状況 次年度取組

○ 継続して 実施する。

○ 継続して実施する。

今後も適正に処理し、リ
サイクルや再生品利用の

促進をはかる。
○

○

環境配慮工事

○

創意工夫を提案し、環境
に配慮した現場になるよ

う継続して実施する。
○



期 間：　令和4年7月 ～ 令和5年6月

【　事　務　所　】

・エコドライブの推進 常時

・車両の定期的な点検整備 月1回

・アイドリングストップの徹底 常時

・エアコンの温度設定管理 常時

・エアコンの定期的な清掃 年4回

・昼休み、不要時の消灯 常時

・パソコン不使用時の電源オフ 常時

・ＯＡ機器の省電力設定 常時

・両面印刷・両面コピー・使用済み用紙の利用促進 常時

・ゴミの分別によるリサイクルの促進 常時

・ミスプリントを減らす 常時

・データ保存の実施 常時

・節水の啓発 常時

・漏水のチェック 年4回

・事務所周辺の清掃活動 月1回

・地域行事への参加 月1回

【　現　場　】

・エコドライブの推進 常時

・重機・車両の定期的な点検整備 月1回

・アイドリングストップの徹底 常時

・同一現場への乗合せでの移動 常時

・資機材の運搬の効率化 常時

・ICT施工の推進 必要工事時

・廃棄物の分別の徹底 常時

・産業廃棄物の適正処理・リサイクルの促進 常時

・再生品の利用促進 常時

・環境に優しい資材 （自然石・ブロック）の使用 注文時

・低騒音・排出ガス対策型機械の使用 現場使用時

・環境配慮の工夫 （濁水対策・粉塵対策等）を行う 必要工事時

・ロードボランティア活動の実施 月1回

・現場周辺の清掃活動 月1回

・地域住民の要望の聞き取りを行う。 現場作業時

一般廃棄物
排出量の削減

総務部　長岡冬花

具 体 的 な 取 り 組 み 日 程 責 任 者

８-1.次年度の取組み内容

具 体 的 な 取 り 組 み 日 程 責 任 者

産業廃棄物
排出量の削減

工務部　浜渦英一

総排水量の削減 総務部　田所明子

社会貢献活動 総務部　田所明子

車両の使用による
CO2排出量削減

総務部　長岡冬花

電気使用における
CO2排出量削減

総務部　長岡冬花

重機・車両の使用による
CO2排出量削減

工務部　浜渦英一

環境配慮工事 工務部　田所正弥

社会貢献活動 工務部　田所慎二



＊法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通り

適用される法規制 状況

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

水銀廃棄物ガイドライン 遵守

資源有効利用促進法 遵守

遵守

遵守

遵守

家電リサイクル法 遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

排出ガス対策型建設機械の
普及促進に関する規定

遵守

低騒音型・低振動型建設機械の
指定に関する規程

遵守

騒音規制法 該当無し

振動規制法 該当無し

水質汚濁防止法 遵守

河川法 遵守

浄化槽法 遵守

高知県環境基本条例 遵守

北川村廃棄物の処理及び
清掃に関する条例

遵守

大気汚染防止法 該当無し

環境関連法規等の遵守状況

　過去３年間、違反はありませんでした。

評価日　　令和　4年　6月　30日

評価者　　田所慎二

・再資源化の実施義務

９.環境関連法規等への遵守状況の確認、評価結果

適用される事項（施設、物質、事業活動等）

・事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任におい
　て適正に処理しなければならない。

・全ての産業廃棄物に産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付

・産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ａ票、Ｂ２票、Ｄ票、Ｅ票を５
　年保存

・対象工事における再資源化の実施

・知事の許可を受けた収集運搬業者又は処理業者のそれぞれと契約
・委託契約は書面で
・委託処理内容など必要事項記載
・収集運搬業又は処理業の許可証添付
・水銀使用製品産業廃棄物を含む

・保管は混合しないように分ける。収集運搬での粉砕禁止

廃 棄 物 処 理 法

・マニフェスト交付状況の報告書の作成、都道府県知事へ提出

・多量排出事業者は産業廃棄物処理計画書および計画実施状況報告
　書を都道府県知事へ提出

・エアコンの3ヶ月に1回の簡易点検及び記録

・対策型ステッカー貼付の建設機械使用

・重機の3ヶ月に1回の簡易点検及び記録

・対策型ステッカー貼付の建設機械使用

 ・適正燃料の使用

・解体工事前に特定工事に該当するか否かの調査・説明
・特定工事施工時には作業基準を遵守

　当事務所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

・分別解体等の実施義務

フロン排出抑制法

・年3回の保守点検
・年1回の法定検査及び清掃

・不法投棄を誘発しないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整
　理に努めなければならない。

・自然環境の適正な保全

・特定家庭用機器の適正処分

・特定建設作業の実施の届出

・基準適合機械の使用

・河川区域内で作業する場合、河川管理者への届け出

・特定建設作業の実施の届出

オフロード法

・事業者の排水口において排水基準に適合しない排水を排出しては
　ならない

建設リサイクル法

・事業者の責務



 

　　　　　目標値達成ができるように努力をしていく。

　　　　　今後も全社員が環境理念・環境経営方針に基づいて、見直し改善を行いながら

　　　　　地域環境の向上に向けて継続的に見直しを行いながら取り組んでいきます。

（６）改善事項

　　　　特になし。

（７）総合評価及び見直し指示

　　　　　燃料、CO2排出量増加は重機主体工事の影響が大きいと考えられる。

　　　　　ICT施工の技術を各現場で検討し、少ない重機・人数で工事を行う等の対策を講じて

　　　　①環境配慮工事

           残土運搬工事では、工事車両出入口近くの住民に対して工事の理解と協力を得るため

　　　　②社会貢献活動

           地域の清掃活動とロードボランティアの実施、現場では地域住民への

          工事説明を徹底し、工事を円滑に進めることができた。

          工事説明やチラシを配布し、苦情もなく工事ができた。散水車を待機させ、

          すぐに道路の洗浄が行えたことも良かった。

           ほ場整備工事が1年間に渡り、多くの重機が必要であったため、

          軽油使用量が目標値を超え、CO2排出量が増加した。

　　　　　違反もなく遵守できている。

（４）変更の必要性

　　　　　なし。

（５）前回指示事項に対する対応

　　　　　計画に基づき行われていた。継続していく。

（２）環境活動取組の実施状況について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　環境理念・環境経営方針に基づいて実施できているが、今後も目標

　　　　　達成に向けて取り組んでいく。

（３）環境関連法規等の遵守について

　　　④一般廃棄物排出量削減

　　　　　電子化及びメールでの書類提出により紙ベースでの提出が減少し達成できた。

　　　⑤環境配慮工事

　　　　　現場周辺の環境に配慮しながら施工が出来ていた。

　　　⑥社会貢献活動

　　　　目標に近づけていく。

　　　②電力使用削減

　　　　　昼休み中の事務所内の消灯及び事務所内の温度管理が徹底されていた。

　　　③産業廃棄物排出量削減

　　　　　各現場で適正に処理できた。

実施日　　令和4年6月30日

１０．代表者による全体評価と見直しの結果

（１）環境目標達成状況について

　　　①二酸化炭素排出量削減

        　建設機械・工事車両の不要時のエンジンストップ及びアイドリングストップを徹底して



〇　消火訓練・油漏れ

〇　重機点検作業

11．環境活動取組状況

〇　ロードボランティア

〇　排ガス対策型・低騒音型重機使用



〇　廃棄物削減啓発シール

〇　環境配慮工事　散水による粉塵対策

〇　節電・節水対策

〇　高知県産間伐材を使用した工事看板


