
２０２１年度環境経営レポート

（対象期間：２０２１年５月 1日～２０２２年４月３０日）

桜井建設株式会社

発行日 ２０２２年　８月　１日



◇組織概要

（１） 名称及び代表者名

桜井建設　株式会社 

代表取締役　柴折　宏一 

（２） 所在地

本　　社　　　　　徳島県鳴門市北灘町折野字桜井２４－７

資材倉庫　　　　徳島県鳴門市北灘町折野字桜井２３－１

（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　柴折　宏一 TEL:０８８－６８２－０５５４

FAX：０８８－６８２－０５４５

　　 環境事務局　　　原田　かおり E-mail：shibaori@55web.jp

（４） 事業内容

一般建設業許可 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 

土木事業、とび･土木工事業、石工事業

鋼構造物事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業

水道施設工事業

事業規模

（５）

売上高 ７，９００万円／年（２０２１年度） 完成工事高

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

８名 ９名 ９名 ９名 ９名

766㎡ 766㎡ 766㎡ 766㎡ 766㎡

478㎡ 478㎡ 478㎡ 478㎡ 478㎡

85 58 88 82 79

◇認証・登録の対象組織及び活動

認証・登録事業者名：  桜井建設　株式会社

対象事業所：　本社、資材倉庫

事業活動範囲：　土木工事業、とび・土木工事業、石工事業、

　鋼構造物事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、

　水道施設工事業

３．環境に関する苦情等の受付窓口

環境管理責任者　柴折　宏一 TEL:０８８－６８２－０５５４

FAX：０８８－６８２－０５４５

環境事務局　　　原田　かおり E-mail：shibaori@55web.jp

資材倉庫延べ面積

売上（百万円）

従業員

本社延べ面積



　　　桜井建設株式会社は、環境保全の重要性を認識し、資源の有効利用、エネルギーの消費

制定日　2015年　 9月　　24日

改定日　2021年　 6月　　25日

桜井建設　株式会社

代表取締役　柴折　宏一

　　　また定期的に見直し、環境経営システムを推進し、全従業員に周知します。

　　　上記の方針達成のために目標を設定し、環境経営計画に従って実施します。

（２）事業活動に関わる環境関連法規、条例、その他の要求事項を遵守します。

⑤再生資源の積極的利用の推進

④グリーン購入の推進

③水使用量の削減

②廃棄物の削減及びリサイクルの推進

①二酸化炭素排出量の削減（総エネルギー使用量の削減）

　　　続的な環境負荷の低減を目指し、以下の項目を環境管理重点テーマとして取り組みます。

　　　従業員一丸となり各部署との連携を密にし、全体プロセスの最適化を図り環境への取組と継

（１）当社の事業活動 総合建設業に関わる環境影響を常に認識・理解し、長期的ビジョンに立って

方　　　針

　　地域の環境保全ひいては地球全体の環境保全に貢献出来るよう努力をします。

　　及び二酸化炭素排出量の削減等、日々の事業活動における環境活動を行うことにより、

基　本　理　念

環境経営方針



　　　　　　

・問題点の発見、是正、予防処置の実施

土木部 総務部

環境管理
責任者

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

・環境経営レポートの確認

全従業員 ・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
・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

・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

・自部門における環境経営方針の周知

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

部門長 ・自部門における環境経営システムの実施

・環境活動の実績集計

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、EA21の事務局

・環境経営目標、環境経営計画原案の作成

・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の実施

・環境関連項目の手順書作成及び運用管理

・緊急事態への対応のための手順書作成試行、訓練を実施、記録の作成

・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・環境経営レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

・環境関連法規等取りまとめ表の作成

・環境経営目標、環境経営計画を確認

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

・環境関連法規等の取りまとめ表を承認

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理

・代表者による全体の評価と見直し・指示を実施

・環境経営レポートの承認

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境経営目標、環境経営計画を承認

・環境管理責任者を任命

役割・責任・権限

　　　従業員一丸となり各部署との連携を密にし、全体プロセスの最適化を図り環境への取組と継 代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任

（１）当社の事業活動 総合建設業に関わる環境影響を常に認識・理解し、長期的ビジョンに立って

環境事務局

原田かおり

柴折　宏一

社長

柴折　宏一

代表者

実施体制図及び役割・責任・権限表



　　　　　　

2019年度実績 2020年度 2021年度 2022年度

(基準値) 　 目　標 　 目　標 　 目　標
基準比１％削減 基準比２％削減 基準比３％削減

48,695 48,208 47,721 47,234

15,404 15,250 15,096 14,942

5,103.73 5,052.69 5,001.66 4,950.62

10,894.11 10,785.17 10,676.23 10,567.29

22.158 21.936 21.715 21.493

406.5 402.44 398.37 394.31

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

94 93 92 91

9 10 11

100 100 100 100

年3回 年3回 年3回 年3回

評　価

(達成率(％))

47,721 69,866 68% ×

15,096 13,766 110% 〇

5,001.66 7,140.70 70% ×

10,676.23 17,720.04 60% ×

21.715 139.809 16% ×

398.37 146.06 273% 〇

100.00% 100.00% 100.00% 〇

92 87 106% 〇

注：環境経営目標は事務所と現場を同時に記載する。

項　　　　　　目

　燃料使用量

一般廃棄物（ｔ／年）

産業廃棄物（ｔ／年）

グリーン商品（品目/年）

評価

廃棄物

8

目標　(2021.5.1～
2022.4.30)

　 燃料使用量

○

○

○

100

取組み期間実績　(2021.5.1
～2022.4.30)

1010

100

3回社会貢献活動（清掃活動）（回数/年） 3回 100%

環 境 負 荷 低 減 の 取 組
再生資源の積極的利用の推進、再生砕石の
購入(％)

グリーン購入
100%

100%

再資源化率（％／年）

水使用量（排水量）　　（m3／年）

グリーン商品（品目/年）

軽油　　（L／年）

  電力使用量　　　 （ｋＷｈ／年）

ガソリン（L／年）

二酸化炭素排出量　　(kg-CO2／年)

【２０２１年度の環境経営目標とその実績】　(期間　２０２１年５月１日～２０２２年４月３０日)

　備考　電力の調整後排出係数　0.528kg-CO2/kWh（2018年度四国電力）

社会貢献活動（清掃活動)(4人/月)

環境負荷低減の取組(再生砕石)

水使用量　　　　　　（m3／年）

グリーン購入

一般廃棄物（ｔ／年）

産業廃棄物（ｔ／年）

再資源化率（％／年）

廃棄物

ガソリン（L／年）

軽油　　（L／年）

二酸化炭素排出量(kg-CO2／年)

  電力使用量　 （ｋＷｈ／年）

（2019.5.1～2020.4.30）

項　　　　　　目

中長期目標

【　環境経営目標（事務所、現場）　】
2019年度実績を基準として、3年間で二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、水使用量を3％削減する。



◇環境経営計画及び取組結果とその評価、次年度の計画

通年

達成状況

○ 取組継続 良好

○ 取組継続 良好

◎ 取組継続 良好

○ 取組継続 良好

○ 取組継続 良好

◎ 取組継続 良好

○ 取組継続 良好

◎ 取組継続 良好

○ 取組継続 良好

○ 取組継続 良好

◎ 取組継続 アドプト事業は3回達成できた。

◎ 取組継続

○ 取組継続 良好

◎ 取組継続 良好

◎優良　○良　△可　×不可

取組計画

・日常的な節水の励行

・建設副産物の再資源化に基づく

再生資源の積極的利用の推進

・再生砕石を積極的に利用する

・出来る限り環境物品を選択

社会貢献活動
・可能な限り、井戸水や河川水の使用

・アルミ資源回収運動

水使用料の削減

・ｱﾄﾞﾌﾟﾄ事業の実施

・建設副産物の分別保管

　再資源化の管理

廃棄物再資源化

・使用済み封筒の再利用

・両面印刷、両面ｺﾋﾟｰの徹底

一般廃棄物の削減

・現場移動時に車の乗り合わせの

　実施

・重機から離れる場合のｴﾝｼﾞﾝ

　停止の励行

・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの励行

・空調の適温化

　冷房28℃　暖房20℃に設定

二酸化炭素排出量の削減

次年度の
計画

取組結果とその評価
（総括）



◇ 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果

法規制等名称

廃棄物処理法

リサイクル法

再生資源利用省令

建設リサイクル法

騒音規制法

振動規制法

浄化槽法

徳島県環境基本条例

鳴門市環境基本条例

なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去3年間ありませんでした。

◇代表者による全体の評価と見直し・指示

◇環境活動の紹介

･アドプト事業

　上記の事柄は、重機やダンプトラックを多く使用する工事の特性によるもので、例年よりも燃料使用量が増加した。
これは工事特性による増加であるため、必要な使用であり、アイドリングストップや移動時の乗り合わせは日常化して
いる。廃棄物排出も同様で、分別は徹底できているが、工事特性の影響が大きい。

環境関連法規への違反はありません。

　今年度は、現場における電力消費は無く、会社事務所での環境活動の成果により、全体の電力消費量は減少し
た。しかし、化石燃料の消費量が増加しており、二酸化炭素排出量目標は未達成となった。

　今年度は、電力消費や廃棄物の再資源化、節水、グリーン購入において、良い結果を出せた。環境経営方針及
び実体体制の変更は行わず、引き続き次回も良い結果が出せるよう努力する。

条例に従う

設置の届出、定期検査・保守清掃の実施、記録の保管

条例に従う

市町村へ事前確認届出書（規則様式第9、但し条例等上乗せ規定有り）

市町村へ事前確認届出書（規則様式第9、但し条例等上乗せ規定有り）

再資源利用計画書・実施書の作成，再資源利用促進計画書・実施書の作成

発注者への計画等説明書と完了報告書，知事への届出書

遵守事項

委託契約の締結，マニフェストの交付・管理
再資源利用計画書・実施書の作成，再資源利用促進計画書・実施書の作成



◇環境活動の紹介

･四国遍路道清掃活動


