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１．組織の概要

【事業所名】 有限会社　山崎建設

【代表者氏名】 代表取締役　山﨑 芳夫

【所在地】

本社 〒786-0077 高知県高岡郡四万十町桧生原48番地

倉庫 〒786-0077 高知県高岡郡四万十町桧生原24番地1

【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 取締役 山﨑 紀恵

連絡先担当者 取締役 山﨑 紀恵

連絡先 ＴＥＬ： 0880-22-2503

ＦＡＸ： 0880-22-3836

Ｅ－ｍａｉｌ： n-yamasaki@isaigawa.com

【事業活動の内容】

建設業（主に公共工事等の工事を行っています。）

建設業許可

　許可番号

　許可年月日

建設業の種類

舗装工事業　管工事業　水道施設工事業)

【事業規模】

設立年月日

資本金

　　　R元年度 　　　R2年度 　　　R3年度

売上高

　　（百万円）

従業員数　　　　　　（名） 8 9 8

事務所面積　　　（ｍ2 ） 59.1 59.1 59.1

倉庫面積　　（ｍ2 ） 418.7 418.7 418.7

会計年度 　　　6月　　～　　5月

従業員数は、　　8月　　1日現在

昭和30年4月1日

2,100万円

般－30　第 6 号

建設業(土木工事業　とび・土工工事業　

高知県知事許可

71 89 67

平成30年7月17日

- 1 -

mailto:n-yamasaki@isaigawa.com


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　山崎建設

全組織・全活動・全従業員

【レポートの対象期間】

～

【環境経営レポートの発行日】

【作成責任者】

環境管理責任者 山﨑 紀恵

令和 4 年 5 月 31 日

令和 4 年 8 月 5 日

令和 3 年 6 月 1 日
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３．環境経営方針

【環境経営理念】

【基本方針】

1．建設工事において、環境負荷の少ない工事(設計・施工)を行います。

2．トラック・重機・車輌の燃料使用量削減により、二酸化炭素排出量を削減します。

3．事務所・現場における電力使用量の削減により、二酸化炭素排出量を削減します。

4．建設工事及び事務所における廃棄物発生量の削減、再利用及びリサイクルを行います。

5．事務所における水使用量の削減により排水量を削減します。

6．環境関連法規及び条例等を遵守します。

7．生物多様性を配慮します。

8．環境経営方針は広く従業員に周知徹底します。

9．環境経営レポート等環境情報について広く外部公表いたします。

改定日 令和 2 年 5 月 25 日

有限会社山崎建設は、高知県高岡郡四万十町で土木関係の建設工事を行っていま
す。地域の自然環境を守り、地元を流れる四万十川支流の井細川の環境保全の為、
建設工事におけるあらゆる場面において環境保全を意識し、継続的改善による環境
経営を行っていきます。

山﨑　芳夫
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４．環境管理組織体制

環境管理システム　役割・責任・権限表

役割・責任・権限

代表者 ・環境経営に関する統括責任

・環境経営システム実施に必要な人、設備、費用、時間、技能・技術者を準備

・環境管理責任者を任命

・経営における課題とチャンスの明確化

・環境経営方針の策定・見直し・指示及び全従業員へ周知

・環境経営目標、環境経営計画・環境管理組織体制を承認

・代表者による全体評価と見直し・指示実施

・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

・環境関連法規等の取りまとめ表を承認

・環境経営目標、環境経営計画・環境管理組織体制を確認

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの確認

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、ＥＡ２１委員会の事務局

・環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施

・環境経営目標、環境経営計画・環境管理組織体制原案の作成

・環境活動の実績集計

・環境関連法規等取りまとめ表の作成及び最新版管理

・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・環境関連の外部コミユニケーションの窓口

・環境経営レポートの作成、公開

EA21委員会 ・環境経営計画の審議

・環境経営活動の確認、評価

部門長 ・自部門における環境経営方針の周知、従業員への環境教育訓練実施

・自部門に関係する環境経営計画の実施、達成状況報告

・自部門に関係する緊急事態訓練の実施

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

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

・決められた事を守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

工務部門
長浦永司

環境事務局
長浦恵里香

倉庫
長浦永司

事務部門
長浦恵里香

代表取締役
山﨑芳夫

環境管理責任者
山﨑紀恵

ＥＡ２１委員会
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５．環境経営目標 （　令和　3年度　）

（１）単年度目標

項目

売上高 百万円

燃料使用量

　ガソリン使用量

　軽油使用量

電力使用量

ＣＯ2 排出量

一般廃棄物排出量

産業廃棄物排出量

産業廃棄物再資源化率　

環境負荷の少ない工事

環境美化活動

＊1．電力のＣＯ2 排出量については、電気事業者別のＣＯ2 排出係数（27年度実績）

　　(平成29年12月21日公表)の四国電力の調整後排出係数0.529（kg-CO2/kWh)を使用した。

＊2．環境負荷の少ない工事

　　○低騒音、排出ガス対策型重機の使用

　　○濁水防止対策の実施

　　○工事中の騒音、粉塵対策をする

＊3．水の使用については代表者宅で使用しているため数量把握はなし

総量・原単位 単位

R3年度の環境負荷の目標は、R2年度の環境負荷を基準とし、削減目標(△1％)を設定すること
により算出した。

原単位

総量

総量

―

5,120

―

―

（ℓ）

（ℓ）

（ｋＷｈ）

（kg-CO2 ）

（kg-CO2/百万円）

（ｋｇ）

（ｔ）

（％）

（％）

（回）

総量

総量

R3年度

R3.6.-R4.5

5,172

41,595

467

基準年

R2.6-R3.5

R2年度

89 -

目標

41,179

-

47

6,680

9,055

6,613

8,964

総量

総量

46

31

100

100

12

30

100

100

12
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（２）中長期目標

項目

売上高(想定)

燃料使用量

　ガソリン使用量

　軽油使用量

電力使用量

ＣＯ2 排出量

一般廃棄物排出量

産業廃棄物排出量

産業廃棄物再資源化率

環境負荷の少ない工事

環境美化活動

　R3年度からR5年度の環境負荷の目標はR2年度の実績を考慮し、R3年度からR5年度の売り上
げをそれぞれ前年度の数値より削減目標(△1％)を設定することにより算出した。

R2年度

総量 （ℓ） 6,680 6,613 6,546 6,480

目標実績

89

R3年度 R4年度 R5年度

目標総量・原単位

（基準年）

単位 目標

（ｔ）総量

-

総量

総量

8,964 8,874 8,785

- -

（ℓ） 9,055

―

―

― （回）

（％）

（％）

5,120

41,179

-

100

100

12

46

30

100

100

12

総量

原単位

総量

（ｋＷｈ）

（kg-CO2 ）

（kg-CO2/百万円）

（ｋｇ）

12

5,172

41,595

467

47

31

12

5,068

40,767

-

46 45

30

100 100

29

100 100

5,017

40,359

-
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６．環境経営計画

期間：　令和　3年　6月　～　　令和　4年　5月

項目 活動内容 責任者 期間

ＣＯ2 排出量 燃料使用量 ○急発進、急加速をしない 長浦永司 令和4年5月

削減 削減 ○効率のよい運行計画を立てる 長浦永司 令和4年5月

○過積載をしない 長浦永司 令和4年5月

電力使用量 ○エアコンの適正な温度設定 長浦恵里香 令和4年5月

削減 ○パソコンの電源を退社時に切る 長浦恵里香 令和4年5月

○エアコンフィルターの定期的な清掃 長浦恵里香 令和4年5月

用水使用量削減(排水量削減) ○こまめな止水を行う 長浦恵里香 令和4年5月

廃棄物削減 ○集約コピー、両面コピーの推進 山﨑紀恵 令和4年5月

○使用済み封筒の再利用 山﨑紀恵 令和4年5月

○コンパネ等材料のミスカット低減 長浦永司 令和4年5月

○再生材の積極的使用 長浦永司 令和4年5月

社会貢献活動 ○四万十川一斉清掃への参加 山﨑紀恵 令和4年5月

○倉庫周辺の県道の清掃 山﨑紀恵 令和4年5月

環境負荷の少ない工事 ○低騒音・排出ガス対策型機械の使用 長浦永司 令和4年5月

○汚濁防止対策の実施 長浦永司 令和4年5月

○工事中の騒音、粉塵対策をする 長浦永司 令和4年5月

○環境負荷の少ない材料を使用 長浦永司 令和4年5月

一般廃棄物

産業廃棄物
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７．環境経営目標の実績

（１）本年度実績

基準年 R3年度 R3年度
　　　　　　　項目 総量・原単位 単位 R2年度 目標 実績 評価

R2.6-R3.5 R3.6-R4.5 R3.6-R4.5 （％）
売上 百万円 89 - 67

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 6,680 6,613 4,089 62% ○
　軽油使用量 総量 （ℓ） 9,055 8,964 12,320 137% ×
電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 5,172 5,120 5,463 107% ×
ＣＯ2 排出量 総量 （kg-CO2 ） 41,595 41,179 44,162 107% ×

原単位 （kg-CO2/百万円） 467 - 659 - -
一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 47 46 46 100% ○
産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 31 30 118 393% ×
産業廃棄物再資源化率 ― （％） 100 100 100 - ○
環境負荷の少ない工事 ― （％） 100 100 100 - ○
環境美化活動 ― （回） 12 12 12 100 ○
＊１．電力のＣＯ2 排出量については、電気事業者別のＣＯ2 排出係数（平成27年度実績）

　　（平成29年12月21日公表）の四国電力の調整後排出係数0.529（kg-CO2/kWh）を使用した。

＊２．環境負荷の少ない工事

　　○低騒音、排出ガス対策型重機の使用

　　○濁水防止対策の実施

　　○工事中の騒音、粉塵対策をする

＊３．水の使用については代表者宅で使用しているため数量把握はなし

＊４．評価は、「○」、「△」、「×」で評価する。

【環境経営目標・環境経営計画取組結果の評価】
・ガソリン使用料は、近場の現場が多かった事により大幅に削減できた。

・構造物の取り壊しが多い工事であったため排出量が増加した。

実績値／目標値

・軽油使用料は、規模の小さい工事が多く受注金額当たりの環境負荷が高くなり未達成となった。

・CO2排出量は、現場での軽油使用料の増加及び事務所での電力使用量の増加により削減できなか

　った。

・電力使用量は、11月から1月の期間で冬季寒波により電力使用量の増加が見られたため。
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＜過去の実績＞

項目 総量・原単位 単位 R2年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度

実績（基準年） 実績 実績 実績 実績 実績

売上高 89 109 76 71 89 69

燃料使用量

　ガソリン使用量 総量 （ℓ） 6,680 8,345 6,447 5,801 6,679 4,089

　軽油使用量 総量 （ℓ） 9,055 15,963 22,889 8,784 9,055 12,320

電力使用量 総量 （ｋＷｈ） 5,172 4,192 4,343 4,840 5,172 5,463

ＣＯ2 排出量 総量 （kg-CO2 ） 41,595 62,763 76,308 38,681 41,595 44,162

原単位 （kg-CO2/百万円） 467 576 1,004 545 467 659

一般廃棄物排出量 総量 （ｋｇ） 47 85 45 48 47 47

産業廃棄物排出量 総量 （ｔ） 31 549 287 161 31 118

産業廃棄物再資源化率 総量 （％） 100 100 100 100 100 100

環境負荷の少ない工事 総量 （％） 100 100 100 100 100 100

環境美化活動 総量 （回） 12 12 12 12 12 12
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８．環境経営計画の取り組み結果とその評価

期間：　　令和　3年　6月　～　令和　4年　5月

項目 活動内容 取組結果 評価 見直し

ＣＯ2 排出量 燃料使用量 ○急発進、急加速をしない

削減 削減
○効率のよ運行計画を立てる

○過積載をしない

電力使用量 ○エアコンの適正な温度設定

削減
○パソコンの電源を退社時に切る

○退社時、昼休みの消灯

○エアコンフィルターの定期的な清掃

○こまめな止水を行う 実施できている 〇 次年度以降
も継続

一般廃棄物 ○集約コピー、両面コピーの推進

○使用済み封筒の再利用

産業廃棄物 ○コンパネ等、材料のミスカット低減

○産業廃棄物の分別徹底

○再生材料を使用する

○四万十川一斉清掃への参加

○倉庫周辺の県道の清掃

環境負荷の少ない工事 ○低騒音、排出ｶﾞｽ対策型機械の使用

○汚濁防止対策の実施

○工事中の騒音、粉塵対策をする

○環境負荷の少ない材料を使用

全ての項目で実施できているが、小規模
工事により軽油使用料が増えた為、引き
続きエコ運転への心がけを励行すること

全ての項目で実施できていが、冬季にエ
アコン使用料が増えため達成はできな
かったが、今後も更なる節電に努めるよ
う努力する

全ての項目で実施できている

工事内容等により廃棄物排出量は大きく
変動するが、今後とも廃棄物の排出量削
減を心掛けるよう努力する

実施できている

毎月の社内会議において、事務部門及び工事部門におけるそれぞれの取組状況を確認評価している。

用水使用量削減
(排水量削減)

×

〇

次年度以降
も継続

全ての項目で実施できている

社会貢献活動

× 次年度以降
も継続

次年度以降
も継続

次年度以降
も継続

〇 次年度以降
も継続

次年度以降
も継続〇

×
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９．次年度の取組内容

（１）環境経営目標
次年度の環境経営目標は「５.環境経営目標」に記載の通りである

（２）環境経営計画

期間：　　　　　令和　4年　6月　～　令和　5年　5月

項目 活動内容 担当者 期限

ＣＯ2 排出量 燃料使用量 〇タイヤの空気圧チェック 各現場担当者 令和4年5月

削減 削減 ○タイヤの摩耗チェック 山﨑芳夫 令和4年5月

○複数の人数で行く場合は相乗りをする 各現場担当者 令和4年5月

電力使用量 ○昼休み、帰宅時の消灯 長浦恵里香 令和4年5月

削減 〇パソコン不使用時は電源OFF 長浦恵里香 令和4年5月

○不在箇所の消灯 長浦恵里香 令和4年5月

エアコンの温度管理 長浦恵里香 令和4年5月

用水使用量削減(排水量削減) ○こまめな止水を行う 長浦恵里香 令和4年5月

廃棄物削減 一般廃棄物 ○印刷前の誤字脱字チェック 山﨑紀恵 令和4年5月

○コピー用紙の裏紙使用 山﨑紀恵 令和4年5月

産業廃棄物 ○工事の端材の再生をできるだけ抑制する 各現場担当者 令和4年5月

○分別徹底とリサイクル 各現場担当者 令和4年5月

○再生材料を使用する 各現場担当者 令和4年5月

社会貢献活動 ○四万十川一斉清掃への参加 各現場担当者 令和4年5月

〇ロードボランティア活動に参加する 各現場担当者 令和4年5月

環境負荷の少ない工事 ○低騒音、排出ガス対策型機械の使用 各現場担当者 令和4年5月

○汚濁防止対策の実施 各現場担当者 令和4年5月

○工事中の騒音、粉塵対策をする 各現場担当者 令和4年5月

○環境負荷の少ない材料を使用 各現場担当者 令和4年5月
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（１）環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果

点検頻度

測定時期

廃棄の処理及び清掃 第３条 事業者の責務 必要時

に関する法律 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

第１２条 産業廃棄物の事業者の処理 必要時

産業廃棄物の委託契約

第１２条の 多量排出事業者（年間１，０００ｔ以上） 必要時

10、11項 の計画の都道府県知事への提出・報告

第１２条 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付 廃棄物排出時

の三

第１２条 マニフェスト交付状況報告書の作成及び 年１回

の三７項 都道府県知事（高知県知事）への提出 毎年６月末

第１４条 産業廃棄物収集運搬業の都道府県知事の許可 期限切れ

（５年毎に更新） ３ケ月前

第１４条 産業廃棄物処理基準による収集運搬、処分

の一12項

規則第８条 ○保管場所の表示 必要時

見易い箇所に掲示板を設置

（縦６０ｃｍ以上×横６０ｃｍ以上）

資源の有効な利用の 第４条 土砂、コンクリート塊、アスファルト・コン 必要時

促進に関する法律 クリート塊、木材等の減量化及びリサイクル

（資源有効利用促進法）

建設工事に係る資材 第５条 〇建設資材廃棄物の発生抑制、分別解体等及び 必要時

の再資源化等に関する 建設資材廃棄物の再資源化等費用の低減努力

法律 〇建設資材廃棄物の再資源化により得られた建

（建設リサイクル法） 設資材を使用する努力

第９条 〇分別解体等の実施 必要時

第１０条 　解体：床面積８０ｍ2 以上

　新築・増築：床面積５００ｍ2 以上

〇対象建設工事は７日前までに都道府県知事

に届出

山﨑芳夫 遵守 工事毎

各現場
担当者

遵守 必要時

必要時

各現場
担当者

工事毎

工事毎

工事毎

6月末

遵守

各現場
担当者

山﨑芳夫

工事毎

工事毎

各現場
担当者

各現場
担当者

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

山﨑紀恵

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

法規名 適用条項 具体的内容 担当者 遵守状況 確認日

工事毎
各現場
担当者

各現場
担当者
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点検頻度

測定時期

騒音規制法 第１４条 ○特定建設作業の実施の届出 必要時

（建設作業開始７日前までに市町村長に届出）

振動規制法 第１４条 ○特定建設作業の実施の届出 必要時

（建設作業開始７日前までに市町村長に届出）

消防法 第８条 ○防火管理者の選任、消防計画の作成 必要時

（遅滞なく所轄消防長又は消防署長に届出）

第３１条 ○少量物危険物貯蔵の消防署への届出 必要時

（指定数量の１／５以上指定数量未満の

危険物貯蔵）

第１７条 ○消防用設備等設置届書の消防署への提出

の３の２ 　

高知県環境基本条例 第６条 ○事業者の責務 必要時

公害防止、自然環境保全、廃棄物の適正処理

高知県清流保全条例 第２条 ○事業者の清流保全の努力 必要時

高知県四万十川の保全 第4条 〇生態系及び景観の保全上の支障を予防、人

及び流域の進行に関す 第7条 と自然の共生、地域固有の特性を生かした取

る基本条例 組、住民その他関係者への必要情報の提供

四万十町環境基本条例 第５条 ○事業者の責務 必要時

公害防止、自然環境保全、廃棄物の適正処理

フロン排出抑制法 第5条 〇簡易点検の実施(第一種特定製品) 1回/3ヶ月

エアコン:3.7kW以上50kW以上

浄化槽法 第8条 浄化槽の保守点検 1回/3ヶ月 長浦恵里香 遵守 随時

第9条 毎年1年浄化槽の清掃 1回/年10月 長浦恵里香 遵守 随時

第11条 毎年1回指定検査機関の行う水質に関する

検査

（２）環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

令和 3年 6月より令和 4年 5月まで、環境関連法規等への違反、訴訟及び外部からの

苦情・要望等はありませんでした。

遵守 随時

山﨑芳夫 遵守 必要時

必要時

工事毎

工事毎

山﨑芳夫

遵守

遵守

遵守

山﨑芳夫

各現場
担当者

必要時遵守

着工
１０日前

工事毎

工事毎

工事毎

工事毎

各現場
担当者

工事毎

各現場
担当者

工事毎

遵守

遵守

各現場
担当者

遵守

各現場
担当者

各現場
担当者

各現場
担当者

遵守

遵守

担当者具体的内容適用条項法規名 確認日遵守状況
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１１．代表者による全体評価と見直し・指示の結果

■定期見直し

□臨時見直し 作成年月日：

見直しに必要な情報

環境管理責任者の報告及び改善提案

【取組状況の評価結果】 【環境経営方針】

①環境関連法規制等の遵守状況 変更の必要性： □有 ■無

　環境関連法規等への違反、訴訟はありません。 引き続き環境経営方針に従って、

会社全体で活動を継続させる。

②問題点の是正処置及び予防処置の状況

　令和3年6月1日から令和4年5月31日までの間まで問題点の

　是正・予防となるものはありませんでした。

③前回までの代表者の指示事項への対応 【環境経営目標・環境経営計画】

　ありません。 変更の必要性： ■有 □無

目標値・活動計画は共に達成されている。

今後の状況も考慮の上、次年度の目標を

【環境経営目標・環境経営計画の達成状況】 見直し、目標達成を継続的に行えるよう

う努力をする。

目標項目 目標値 経営計画 コメント

達成状況 達成状況 （目標値、活動計画に対するコメント） 【実施体制】

電力の削減 × 〇 パソコンの電源オフを行う 変更の必要性： □有 ■無

ガソリン削減 × 〇 引き続き、運転方法の見直し 引き続き現状の体制で取り組みを行う。

CO2排出量削減 × 〇 引き続き、削減に対しての見直し

廃棄物削減 〇 〇 引き続き、削減に対しての見直し

節水 〇 〇 こまめな止水

環境負荷の少ない工事 〇 〇 現場で徹底されている 【その他】

変更の必要性： □有 ■無

エコアクション21はシステムとして有効に

＜改善提案＞ 機能している。

【周囲の変化の状況】

①外部コミユニケーション記録より

　苦情はありませんでした。

②環境関連法規制等の動向他

　ありません。

＜改善提案＞

なし

代表者が自ら得た情報

代表取締役　山﨑芳夫

令和 4年 8月 2日

代表者による見直し・指示

変更の必要性の有無・指示事項

【総括】

現場の場所や季節によってガソリン等の数量に
変化が現れるため目標数値を達成できない年も
あるが、引き続き全員の意識を高め取組を継続
していけるよう努力していきたい。

電力について事務所内の節電対策としてエアコンの温度設定及び退社時のパソコン
電源OFFの徹底を更に注意するよう努力する。
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