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【取組の対象組織・活動の明確化】

□取組の対象組織・活動

○組織の概要

（１）名称及び代表者

・有限会社　鎌野造園

・代表取締役　鎌野　良

（２）所在地

・本社 高松市三谷町８４－１

（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 鎌野真由美

・連絡担当者 鎌野優子

・TEL ０８７－８８９－５６０３

（４）事業内容

・許可番号 香川県知事　許可(般-2)　第4569号

・許可の有効期限 令和2年9月26日から令和7年9月25日まで

・造園工事業 ・土木工事業

・石工事業 ・舗装工事業

・水道施設工事業 ・とび、土工工事業

・鋼構造物工事業

（５）事業の規模

・売上高(出来高) 10,588万円／2021年度

・工事等の件数 7件

・従業員 9人

・延べ面積 事務所　9.7㎡、資材置場　248㎡

（６）事業年度

・７月～６月

○認証・登録の対象範囲

登録事業所

有限会社　鎌野造園　　　本社

関連事業所 なし
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環境理念
　有限会社鎌野造園は『緑のまちづくり・地球を緑に』をモットーに、

造園工事・事業活動を通じて地域社会の緑化推進に寄与するとともに、

お客様に喜んでいただける仕事ができる人づくりに努めます。

工事で発生する伐採廃棄物等の再資源化を推進し、循環型社会の構築

及び地球温暖化防止に貢献します。

活動方針
　１.有限会社鎌野造園は、造園工事における環境負荷を把握し、

その削減のため、下記の取組みを自主的かつ積極的に改善推進します。

　　　　１）　地球温暖化防止のため、二酸化炭素排出量の削減に努めます。

　　　　２）　伐採廃棄物(木くず)等のリサイクルを推進し、事業所における

　　　　　　　廃棄物を削減します。

　　　　３）　事業における水の使用量の削減に努めます。

　　　　４）　化学物質を含む農薬などの適正管理に努めます。

　　　　５）　環境に配慮した施工方法を推進します。

２.　環境関連法規等及びその他規則を遵守します。

環境経営方針を全社員に周知し、全社員一丸となり、環境経営の継続的改善を

推進します。

制定日：

　改定日：

有限会社　鎌野造園

代表取締役  鎌野　良

有限会社　鎌野造園

環 境 経 営 方 針

2019年7月1日

2020年3月10日
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【環境経営目標】

単位
基準年

（２０１８年）
２０１９年 ２０２０年 ２０２１年

二酸化炭素の削減　＊1 kg-CO2 28,622 28,336 28,050 27,763

　・電気使用量の削減 kWh 7,443 7,369 7,294 7,220

　・ガソリン使用量の削減 L 4,853 4,805 4,756 4,708

　・灯油使用量の削減 L 222 219 217 215

　・軽油使用量の削減 L 5,022 4,971 4,921 4,871

一般廃棄物排出量の削減 kg 142,607 141,181 139,755 138,329

水総使用量の削減 m3 63 62 61 61

産業廃棄物の適正管理　*2 ％ 100 100 100 100

化学物質　*3 ％ 100 100 100 100

環境配慮施工の推進 *4 ％ 100 100 100 100

地域貢献(周辺清掃) 回 3 4 5 6

＊１．電力のＣＯ2 発生量については、

　　　四国電力発表2018年実績の調整後排出係数0.518（kg－CO2／kWh）を使用した。

＊２．産業廃棄物の適正管理

　　　①ゴミ置き場の整理整頓管理

　　　②マニフェストの適正管理、提出

＊３．農薬の適正管理

＊４. 組織本来の取組として下記①～③を実施いたします。

 　　 ①剪定材のリサイクルの推進。

　　　②エコドライブ（急発進、急加速、停車中のエンジン停止等）の励行。

　　　③工事における騒音・振動の軽減。

【中・長期目的・目標】

目的
目　　　標
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【目的・目標】

○取組期間　２０２１年７月　～　２０２２年６月

○全体

目的 単位
基準年

（２０１８年）
目標

二酸化炭素の削減　＊1 kg-CO2 28,622 27,763

　・電気使用量の削減 kWh 7,443 7,220

　・ガソリン使用量の削減 L 4,853 4,708

　・灯油使用量の削減 L 222 215

　・軽油使用量の削減 L 5,022 4,871

一般廃棄物排出量の削減 kg 142,607 138,329

水総使用量の削減 m3 63 61

産業廃棄物の適正管理　*2 ％ 100 100

化学物質　*3 ％ 100 100

環境配慮施工の推進 　*4 ％ 100 100

地域貢献 回 3 6

○事務所

目的 単位
基準年

（２０１８年）
目標

二酸化炭素の削減 kg-CO2 4,407 4,275

   ・ 電気使用量の削減 kWh 7,443 7,220

 　・灯油使用量の削減 L 222 215

一般廃棄物排出量の削減 kg 427 414

水総使用量の削減 m3 63 61

地域貢献 回 3 6

○建設現場

目的 単位
基準年

（２０１８年）
目標

二酸化炭素の削減　＊1 kg-CO2 24,215 23,488

 　・ガソリン使用量の削減 L 4,853 4,708

　　・軽油使用量の削減 L 5,022 4,871

一般廃棄物排出量の削減 kg 142,180 137,915

産業廃棄物の適正管理　*2 ％ 100 100

化学物質（農薬）の適正管理　*3 ％ 100 100

環境配慮施工の推進　 *4 ％ 100 100

4



○事務所

○取組期間　2021年７月　～　2022年６月

目標 実施責任者

6回 事務

○現場

○取組期間　2021年７月　～　2022年６月

目標 実施責任者

環境配慮施工 環境配慮施工の実施 100%

①剪定材のリサイクルの推進

現場責任者
②エコドライブ（急発進、急加速、停
車中のエンジン停止等）の励行

③工事における騒音・振動の軽減

化学物質 農薬の適正管理 100%
①使用材料の調査を行う

現場責任者
②一度で使い切る量の作成

廃棄物 一般廃棄物の削減 -3%

①廃棄物の分別の徹底

現場責任者
②剪定くず(幹等)を薪用材にし
て処分量を削減する

③剪定くず(枝葉等)の堆肥化

二酸化炭素 ガソリン・軽油使用量の削減 -3%

①ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの徹底

現場責任者
②エコドライブの推進

③定期的な保守点検の実施

④ﾄﾗｯｸ等へｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｰﾙの貼付

具体的実施項目

水使用量 節水 -3%
①節水シールの貼付

周辺地域 地域貢献 ①周辺地域の清掃

事務
②散水時、ｼｬﾜｰﾉｽﾞﾙの使用

環境管理
責任者

②適正温度の維持

③長期間使用しない電気製品
の待機電力カット

④トイレのフタを閉めて、節電に
努める

廃棄物 一般廃棄物の削減 -3%
①廃棄物の分別に努める 環境管理

責任者②コピー用紙の再利用

【環境経営計画】

具体的実施項目

二酸化炭素 電気使用量の削減 -3%

①不要な照明を消す
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有限会社　鎌野造園　実施体制図

*事務所

*建設現場

・特定された緊急事態への対応マニュアル確認

・特定された緊急事態への対応マニュアル作成

全従業員
・決められたことを守り、自主的、積極的に環境活動へ参加

下請等の協力会社
従業員

代表取締役

環境管理責任者
・環境経営レポートの作成

・代表者による全体の評価と見直しを実施
・部門の特定された緊急事態への対応マニュアルの承認
・環境経営レポートを確認し、承認

・問題点の発見、是正、予防処置の実施
・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

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・全従業員に対する教育・訓練の実施
・環境経営目標、環境経営計画書を承認

代表取締役

鎌野　良

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、時間を準備
・環境管理責任者を任命
・環境経営の策定、見直し及び全従業員への周知

事務

現場責任者

工事

役割・責任・権限

・環境経営に関する統括責任

・関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告

部
門
長

事務

・環境関連法規等取りまとめ表の承認
・環境経営システムの構築、実施、管理
・環境関連法規等取りまとめ表の作成
・環境経営目標、環境経営計画書を作成
・環境活動の取り組み結果を代表者に報告

・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の実施

・環境活動の実績集計
・関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告
・特定された緊急事態への対応マニュアル作成

・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成

工事
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【目的・目標】
○取組期間　2021年７月　～　2022年６月

○全体

目的 単位
基準年

（２０１８年）
目標 実績 達成率 評価

二酸化炭素の削減　＊1 kg-CO2 28622.0 27763.3 32,787.0 115% ×

　・電気使用量の削減 kWh 7443 7219.7 5,887.5 79% ○

　・ガソリン使用量の削減 L 4853.1 4707.5 4,768.6 98% ○

　・灯油使用量の削減 L 221.6 215.0 409.8 185% ×

　・軽油使用量の削減 L 5021.5 4870.9 6,842.6 136% ×

一般廃棄物排出量の削減 kg 142607.0 138328.8 196,337.0 138% ×

水総使用量の削減 m3 62.7 60.8 76.7 122% ×

産業廃棄物の適正管理　*2 ％ 100 100 100 100% ○

化学物質（農薬）の適正管理　*3 ％ 100 100 100 100% ○

環境配慮施工の推進 *4 ％ 100 100 100 100% ○

地域貢献 回 3 6 6 - ○

○事務所

目的 単位
基準年

（２０１8年）
目標 実績 達成率 評価

二酸化炭素の削減 kg-CO2 4407.3 4275.0 4,070.2 92% ○

   ・ 電気使用量の削減 kWh 7443 7219.7 5,887.5 79% ○

 　・灯油使用量の削減 L 221.6 215.0 409.8 185% ×

一般廃棄物排出量の削減 kg 427.0 414.2 517.0 121% ×

水総使用量の削減 m3 62.7 60.8 76.7 122% ×

地域貢献 回 3 6 6 - ○

○建設現場

目的 単位
基準年

（２０１8年）
目標 実績 達成率 評価

二酸化炭素の削減　＊1 kg-CO2 24214.7 23488.3 28,717.1 119% ×

 　・ガソリン使用量の削減 L 4853.1 4707.5 4,768.6 98% 〇

　　・軽油使用量の削減 L 5021.5 4870.9 6,842.6 136% ×

一般廃棄物排出量の削減 kg 142180 137914.6 195,820.0 138% ×

産業廃棄物の適正管理　*2 ％ 100 100 100 100% ○

化学物質（農薬）の適正管理　*3 ％ 100 100 100 100% ○

環境配慮施工の推進 *4 ％ 100 100 100 100% ○

35.4t*12ヵ月＝ 424.8 家庭使用量（年間）

501.5-424.8＝ 76.7 （2021年度実績）

487.5-424.8＝ 62.7 （基準年　2018年）
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○取組期間　2021年７月　～　2022年６月

○達成状況のコメント

※基準年（2018年）と、売上高で工事量の比較を行ったところ、2021年度は136.4％となっている。

地域貢献 事務所 目標回数の地域周辺清掃を行った。

化学物質（農薬）の
適正管理

現場
管理保管時は薬品棚の施錠、余らない量になるよう薬剤の
準備を行った。薬剤販売元へ適正な新薬品がないかの声掛
けも行っている。

環境配慮施工の推進 現場 剪定材のリサイクル（堆肥化・チップ化）を行った。

水総使用量の削減 事務所
出しっぱなしなどの、無駄遣いはしていないので、継続して
行う。今年度の仕事内容（決まった防除数量・回数）により
達成が難しかった。

灯油の使用量 事務所

ファンヒーター使用時、こまめなＯＮ／ＯＦＦ、適正温度の管
理は行ったが、事務所・自宅で過ごす時間が多かったため、
達成できなかった。（事務所・自宅使用分を合算÷２で、事務所使用
分として使用量を算出）

軽油使用量の削減 現場
現場への行き来時は、相乗りを行ったり、軽油の使用量削
減の工夫は行ったが、工事量により達成できなかった。

廃棄物排出量の削減、
産業廃棄物の適正管理

事務所
熱中症対策として、会社で従業員用飲料を一部準備したこ
とにより、廃棄物（段ボール、缶、ペットボトル等）が増加し、
達成できなかった。（現場従業員数も増加している）

現場

（一般廃棄物）今年度も仕事量や内容により、達成が難し
かったが、個人宅の剪定枝・伐採木等は堆肥化・チップ化を
行い排出量の削減に努めた。
（産業廃棄物）排出までの期間中、ゴミ置場の適正管理を行
い、マニフェストの提出もきちんと行ったが、年間報告書の
期限内提出を忘れてしまった。

ガソリンの使用量の削減 現場
現場への行き来時は、相乗りを行ったり、混合油を使用して
いたチェーンソー・ヘッジトリマーを電気充電式のものに買い
換えたため、目標を達成できた。

【目的・実績と評価】

電気使用量の削減 事務所

照明やエアコンのこまめなＯＮ／ＯＦＦ、パソコンは一定時間
使用しない場合は自動スリープ画面に切り替わる設定を行
い、エアコン使用時の適正温度管理、待機電力のカット等の
努力、冬場はファンヒーターを使用したことにより、目標を達
成できた。
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【具体的取組内容と月次実施報告】

○事務所

○取組期間　2021年７月　～　2022年６月

目標 具体的実施項目 実施責任者 7.8.9月 10.11.12月 1.2.3月 4.5.6月 評価

①不要な照明を消す ○ ○ ○ ○ ○

②適正温度の維持 ○ ○ ○ ○ ○

③長期間使用しない電気
製品の待機電力カット

○ ○ ○ ○ ○

④トイレのフタを閉めて、
節電に努める

○ ○ ○ ○ ○

⑤夏は暖房便座機能OFF、
春秋は暖房便座機能低設定

事務 〇 ○ ○ ○ ○

灯油使用量の削減 -3% ①適正温度の維持 事務 - ○ ○ ○ ○

①廃棄物の分別に努める ○ ○ 〇 〇 〇

②コピー用紙の再利用 ○ ○ ○ ○ ○

①節水シールの貼付 ○ ○ ○ ○ ○

②散水時、ｼｬﾜｰﾉｽﾞﾙの使用 - 〇 ○ ○ ○

周辺地域 地域貢献 6回 ①周辺地域の清掃 事務 ○ ◎ ○ ◎ ○

◎：計画通り実施（2回） △：一部出来なかった

○：計画通り実施 ×：出来ていない

○評価に対するコメントと次年度の取組内容

目的

水使用量
出しっぱなし、無駄使いはしていないので、今後も気
を付けて使用する。

現場に持ち出す水の量（防除）は工事により決まってい
るので、減少させることは難しいが、夏場の潅水は田ん
ぼ用の用水を使用するなどして、今後も使用量の削減に
努める。

周辺地域
今年度は６回、地域周辺のごみ拾いを行った。
ごみはほとんどなかったが、拾ったごみもきちんと分
別した。

来年度からの地域貢献として、清掃活動以外の活動も
広げられるよう、考えていく。

二酸化炭素

エアコンやファンヒーター使用時の適正温度設定・維
持はできているので、継続して行う。
トイレの暖房便座機能の設定は、2～3ヵ月に1回・月
初めに時期の気温と見合わせて変更する。
冬場はエアコンよりファンヒーターを使用したため、電
気の使用量削減はできたが、灯油使用量が大幅に
増えた。

活動にも慣れてきて、こまめなON/OFFが意識しないでも
できるようになってきた。二酸化炭素排出量は、電気と比
べて、灯油の方が低いので、冬場の使用をファンヒー
ターへ移行することとした。
その他の活動内容は、このまま継続して行う。

廃棄物
ゴミの分別、リサイクルはできているので、継続す
る。

ゴミ捨て場の整理、分別、リサイクルを、今後も継続して
行う。

水使用量 節水 -3% 事務

評価に対するコメント 次年度の環境計画

環境管理
責任者

環境管理
責任者

二酸化炭素
電気使用量の削減 -3%

廃棄物 一般廃棄物の削減 -3%
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【具体的取組内容と月次実施報告】

○現場

○取組期間　2021年７月　～　2022年６月

目標 具体的実施項目
実施

責任者
7.8.9月 10.11.12月 1.2.3月 4.5.6月 評価

①アイドリングストップの徹底 △ 〇 △ 〇 △

②急発進・急加速・急停止の防止 ○ ○ 〇 ○ 〇

③定期的な保守点検の実施 〇 ○ 〇 ○ 〇

④ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｰﾙの貼付 ○ 〇 〇 〇 〇

①アイドリングストップの徹底 △ 〇 △ 〇 △

②急発進・急加速・急停止の防止 ○ 〇 〇 〇 〇

③定期的な保守点検の実施 ○ 〇 ○ 〇 ○

①廃棄物の分別の徹底 ○ ○ ○ ○ ○

-3%
②剪定くず(幹等)をチップ化、薪
用材にして処分量を削減する

- - ○ ○ ○

③剪定くず(枝葉等)の堆肥化 ○ 〇 〇 〇 〇

①ゴミ置場の整理整頓管理 ○ ○ ○ ○ ○

②ﾏﾆﾌｪｽﾄの適正管理、提出 ○ 〇 〇 〇 〇

①使用材料の調査を行う ○ 〇 〇 〇 〇

②一度で使い切る量の作成 ○ ○ ○ ○ ○

①剪定材のリサイクルの推進 ○ ○ ○ ○ ○

②エコドライブ（急発進、急加速、
停車中のエンジン停止等）の励行

△ 〇 △ 〇 △

③工事における騒音・振動の軽減 ○ ○ ○ ○ ○

△：一部出来なかった ×：出来ていない

○評価に対するコメントと次年度の取組内容

目的

化学物質
適正管理（施錠保管）、使い切る量の作成はできている
ので、継続して行う。

今後も適正保管、使い切る量の作成、薬剤販売元へ適正な新
薬がないかの声掛けを継続していく。

環境配慮施工
エコドライブへの意識を高め、目標達成に勤める。
時間が限られている作業時は、どうしてもチェンソーな
どの使い方が、エコな使用にならないときがある。

取り組み内容はそのままとし、今後も取り組みを徹底する。

廃棄物
ゴミの分別、リサイクルを継続して行う。
今年度は、産業廃棄物管理交付状況報告書の提出を
忘れずに行った。

取り組み内容はそのままとし、今後も取り組みを徹底する。

化学物質
ＰＲＴＲ法対象
商品の削減

100%
現場

責任者

環境配慮
施工

環境配慮施工の
実施

100%
現場

責任者

評価に対するコメント 次年度の環境計画

二酸化炭素

アイドリングストップができていないことについては、従
業員の体調管理（熱中症対策等）を優先して、車内で夏
季は冷房・冬季は暖房を利用したことによるもので、作
業時等のアイドリングストップはできていました。
エコドライブは、習慣化しています。

エコドライブシールの貼り付けを継続して、今後も継続して取り
組む。

○：計画通り実施

二酸化炭素

ガソリン使用量の
削減

現場
責任者

軽油使用量の
削減

-3%
現場

責任者

-3%

廃棄物

一般廃棄物の
削減

現場
責任者

産業廃棄物の
適正管理

100%
現場

責任者
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【環境経営目標】
≪次年度からの計画≫

単位
基準年

（2021年）
2022年 2023年 2024年

二酸化炭素の削減　＊1 kg-CO2 33,116 32,785 32,454 32,123

　・電気使用量の削減 kWh 5,888 5,829 5,770 5,711

　・ガソリン使用量の削減 L 4,769 4,721 4,673 4,626

　・灯油使用量の削減 L 410 406 402 398

　・軽油使用量の削減 L 6,843 6,774 6,706 6,637

一般廃棄物排出量の削減 kg 196,337 194,374 192,410 190,447

水総使用量の削減 m3 76.7 75.9 75.2 74.4

産業廃棄物の適正管理　*2 ％ 100 100 100 100

化学物質　*3 ％ 100 100 100 100

環境配慮施工の推進 *4 ％ 100 100 100 100

地域貢献(周辺清掃) 回 6 6 6 6

＊１．電力のＣＯ2 発生量については、

　　　四国電力発表2021年実績の調整後排出係数0.574（kg－CO2／kWh）を使用した。

＊２．産業廃棄物の適正管理

　　　①ゴミ置き場の整理整頓管理

　　　②マニフェストの適正管理、提出

＊３．農薬の適正管理

＊４. 組織本来の取組として下記①～③を実施いたします。

 　　 ①剪定材のリサイクルの推進。

　　　②エコドライブ（急発進、急加速、停車中のエンジン停止等）の励行。

　　　③工事における騒音・振動の軽減。

【中・長期目的・目標】

目的
目　　　標
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【目的・目標】
≪次年度からの計画≫

○取組期間　２０２２年７月　～　２０２３年６月

○全体

目的 単位 基準年 目標

二酸化炭素の削減　＊1 kg-CO2 33,116 32,785

　・電気使用量の削減 kWh 5,888 5,829

　・ガソリン使用量の削減 L 4,769 4,721

　・灯油使用量の削減 L 410 406

　・軽油使用量の削減 L 6,843 6,774

一般廃棄物排出量の削減 kg 196,337 194,374

水総使用量の削減 m3 76.7 75.9

産業廃棄物の適正管理　*2 ％ 100 100

化学物質　*3 ％ 100 100

環境配慮施工の推進 　*4 ％ 100 100

地域貢献 回 6 6

○事務所

目的 単位 基準年 目標

二酸化炭素の削減 kg-CO2 4,400 4,356

   ・ 電気使用量の削減 kWh 5,888 5,829

 　・灯油使用量の削減 L 410 406

一般廃棄物排出量の削減 kg 517 512

水総使用量の削減 m3 76.7 75.9

地域貢献 回 6 6

○建設現場

目的 単位 基準年 目標

二酸化炭素の削減　＊1 kg-CO2 28,716 28,429

 　・ガソリン使用量の削減 L 4,769 4,721

　　・軽油使用量の削減 L 6,843 6,774

一般廃棄物排出量の削減 kg 195,820 193,862

産業廃棄物の適正管理　*2 ％ 100 100

化学物質（農薬）の適正管理　*3 ％ 100 100

環境配慮施工の推進　 *4 ％ 100 100
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≪次年度からの計画≫

○事務所

○取組期間　２０２２年７月　～　２０２３年６月

目標 実施責任者

6回 事務

○現場

○取組期間　２０２２年７月　～　２０２３年６月

目標 実施責任者

環境配慮施工 環境配慮施工の実施 100%

①剪定材のリサイクルの推進

現場責任者
②エコドライブ（急発進、急加速、停
車中のエンジン停止等）の励行

③工事における騒音・振動の軽減

化学物質 農薬の適正管理 100%
①使用材料の調査を行う

現場責任者
②一度で使い切る量の作成

廃棄物 一般廃棄物の削減 -1%

①廃棄物の分別の徹底

現場責任者
②剪定くず(幹等)を薪用材にし
て処分量を削減する

③剪定くず(枝葉等)の堆肥化

二酸化炭素
ガソリン・軽油使用量の削

減
-1%

①ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの徹底

現場責任者
②エコドライブの推進

③定期的な保守点検の実施

④ﾄﾗｯｸ等へｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｰﾙの貼付

周辺地域 地域貢献 ①周辺地域の清掃

具体的実施項目

水使用量 節水 -1%
①節水シールの貼付

事務
②散水時、ｼｬﾜｰﾉｽﾞﾙの使用

環境管理
責任者

②適正温度の維持

③長期間使用しない電気製品
の待機電力カット

④トイレのフタを閉めて、節電に
努める

廃棄物 一般廃棄物の削減 -1%
①廃棄物の分別に努める 環境管理

責任者②コピー用紙の再利用

【環境経営計画】

具体的実施項目

二酸化炭素 電気使用量の削減 -1%

①不要な照明を消す
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【環境法規制等順守 チェックリスト】

作成日：平成30年3月15日
確認日：令和4年11月10日

環境法規制等 適用 実　　　　施 文書・記録(例)
届出、作業等 適用範囲 適用条件 手続き・順守事項

廃棄物処理法 排出事業者の規制等

【法21条の3-1】
・建設工事が数次の
請負による場合、当
該建設工事に伴い生
じる廃棄物処理の適
用は、元請業者が排
出事業者となる

【法21条の3-2】
・下請人が行う現場内保管
は、下請人も保管基準を適用
順守

【法21条の3-3】
・「規則18条の2で定める産業
廃棄物」の場合のみ、委託契
約書で定める様式（「運搬様
式」）により、下請人が産業
廃棄物処理基準を順守して、
運搬できる（但し、元請業者
がマニフェストを交付）

○

【法21条の3-3】
（規則18条の2）
・次のいずれかの工事
　イ：500万円以下の維
持修繕工事
　ロ：500万円以下の瑕
疵の修繕工事
・次のように運搬される
廃棄物
　イ：1㎥以下/1回
　ロ：元請業者等の所有
施設への運搬
　ハ：運搬途中での保管
が行われないもの

【法21条3-3】（規則7条
の2-3）・当該運搬に
は、
「請負契約書」で定める
必要があり、当該運搬時
には「法21条の3第3項」
による運搬であることを
証する書面を備え付けな
ければならない

【法21条の3-4】
・下請人が廃棄物の運搬又は
処分を委託する場合は、当該
下請人を事業者とみなして、
委託基準及び管理票交付義務
等適用順守

○

・下請人が廃棄物処理許
可業者で元請業者から受
託した産業廃棄物の処理
を再委託する場合は、従
前通り当該元請業者には
委託基準等が、当該下請
人には再委託基準等が適
用

（注）元請業者の指示又
は示唆により下請人が請
け負った建設工事の廃棄
物の処理を他人に委託し
た場合は、元請業者によ
る下請人への委託とみな
されて、元請業者には委
託基準違反、下請人には
無許可営業違反となる

〇
委託基準
1．委託先の許可確認

・収集運搬及び処分業者
の許可証の確認
・中間処理場等の現地確
認
・施設能力等の公開情報
の確認（処分状況の確
認）

〇

委託基準
2．委託契約の締結
3．契約書の5年間保存

・委託契約書の内容確認
（委託金額、産業廃棄物
の種類、性状、性状等変
更情報の伝達方法等）

廃棄物処理法 〇
マニフェストの交付
1．交付義務

・適合マニフェストを使
用

〇

・マニフェストの交付
・回収・照合（発行後
B2,D票90日E票180日以
内）
・A,B2,D,E票保管(5年
間）
・未回収戻り票の報告
・「交付状況報告」（前
年度実績、毎年6月30日
までに）

・マニフェスト管理台帳
にて回収日の管理、A票
の照合欄チェック。（回
収期間内に返送され、法
定事項記載確認済み）
・措置内容等報告書（知
事への報告）

〇
・「処理困難通知」の受
理

・通知受理日より30日以
内に規則様式第4号によ
る措置内容等報告書（知
事への報告）

ＰＲＴＲ法 造園（防除）工事
造園工事における使
用薬品（農薬等）

PRTR法：有害性のある化学物
質を含む薬品を使用するにあ
たって、使用上の注意事項を
全従業員に周知する。（SDSの
設置）

〇

リサイクル法
解体工事、土工事、外
構工事、型枠工事、木
工事

指定副産物

ﾘｻｲｸﾙ法：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

国土交通省関係：建設発生
土、ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ
塊、建設発生木材

〇

・発生抑制（施工方法、
資材選択）
・再利用、再生利用、再
資源化努力

１．再資源利用計画書・
実施書の作成（様式１）
２．再資源利用促進計画
書・実施書の作成（様式
２）

家電リサイク
ル法

特定家庭用機器の排出
（作業所あるいは詰所
の家電が対象）

特定家庭用機器

【特定家庭用機器】
ﾃﾚﾋﾞ（液晶・プラズマ含）、ｴ
ｱｺﾝ、電気冷蔵庫及び冷凍庫、
電気洗濯機、衣類乾燥機

〇
小売店へ料金を支払い引
き渡す又は自治体指定の
方法で引き取り依頼する

領収証

遵守

遵守

遵守

廃　棄　物　処　理　・　リ　サ　イ　ク　ル

遵守

遵守

遵守

産業廃棄物の委託処理 産業廃棄物

汚でい、廃油、廃プラ、建設
木くず、建設紙くず、建設繊
維くず、金属くず、ガラスく
ず及び陶磁器くず、がれき
類、ゴムくず、　ｺﾝｸﾘｰﾄ破片
など
「石綿含有（重量比0.1％超）
産業廃棄物」
「リース業に係る木くず及び
運送用パレットに係る木く
ず」（平成20年4月1日施行）

遵守

遵守

遵守

遵守

規制内容
遵守確認
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小型家電
リサイクル法

使用済小型電子機器の
排出（作業所あるいは
詰所の小型家電が対
象）

使用済小型電子機器
（25分類）

【使用済小型電子機器】
パソコン、携帯電話、デジタ
ルカメラ、ＣＤプレーヤー
等々

〇

具体的な回収品目や
回収方法は市町村に
より異なり、品目に
よっては手数料あり

騒音規制法
杭打ち機、びょう打
機、削岩機、空気圧縮
機等を使用する作業

・特定建設作業・適用
指定地域

環境大臣の指定（国土交通省
の「低騒音型建設機械指定制
度」機種は除く）

〇

・知事（市町村長）
へ7日前までに届け
出
・作業敷地境界にて
85デシベル以下

・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）

振動規制法

杭打ち機、くい抜き
機、ブレーカー 、舗
装版破砕機を使用する
作業

・特定建設作業・適用
指定地域

〇

・知事（市町村長）
へ7日前までに届け
出
・作業敷地境界にて
75デシベル以下

・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）

浄化槽法 浄化槽の設置と使用 本社浄化槽 本社事務所への設置と使用 〇
・設置の届出
・保守、清掃の実施
・定期検査の実施

・届出書（条例等規
定）

・浄化槽保守点検票
・法定検査結果書

道路交通法、
道路法

道路環境保全
過積載における違反者
への勧告、命令等

荷主への再防止命令、警察へ
告発

〇 積載基準の遵守
※国交省は平成26年
秋より悪質違反者の
即時告発検討。

環境法規制等の逸脱はありませんでした。また、過去３年間にわたって、違反や訴訟も発生しておりません。

高松市環境基
本条例

事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、または自然環境を
適正に保全するために必要な措置を講じなければならない。
事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他の環境の保全および創造に自ら進んで努めるとともに、市が実施する
環境の保全および創造に関する施策に協力する責務を有する。

遵守

＜条例＞

香川県環境基
本条例

廃棄物を適正に処理する
環境負荷の低減及び自然環境の適正な保全に努める

遵守

香川県生活環
境の保全に関す
る条例

自動車によるエコ運動の励行
事業所にて廃棄物の減少に努め、資源の有効活用を図る
電気の使用量を削減し、省エネ活動に努める

遵守

遵守

遵守

騒　音　・　振　動

遵守

遵守

水　質　汚　濁　（排　水）

遵守

そ　の　他　関　連　法　令
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2022年9月10日

鎌野良

○：達成 △：一部できなかった 　×：未達成

　　実施の達成状況は、仕事量により難しいですが、活動自体は今後もエコを意識して継続していきます。

　　採用することとした。

　　今年度は、目標達成が難しい項目が多かったが、熱中症対策を行い、エコに気を配りながら作業を行うよう

化学物質（農薬）の
適正管理

○ ○ 今後も継続して目標達成、活動の継続ができるよう努める。

環境配慮施工 ○ △
一部使用道具（チェンソー等）の電気化を進めた。
今後も継続して目標達成できるよう努める。

地域貢献 ○ ○
11月には、造園協会より「海ごみクリーン作戦」の合同地域清掃に
も参加した。今後も目標達成できるよう努める。

一般廃棄物
(現場)

× ○
仕事量により目標の達成はできなかったが、活動はできていたの
で、今後も継続して行う。

変更の必要性の有無・指示事項

水使用量 × ○
仕事内容により目標の達成はできなかったが、活動はできていた
ので、今後も継続して行う。

産業廃棄物の適正管理 ○ ○
マニフェストの管理・年間報告の書類提出は忘れずにできている。
今後も継続して行う。

二酸化炭素(灯油) × ○
冬場の利用をエアコンから、すぐに暖まるファンヒーターに移行し
たことで、目標達成が難しかった。エコにつながる使用方法（適正
温度の設定、こまめなON／OFF）はできているので継続して行う。

仕事量により目標の達成はできなかったが、活動はできていたの
で、今後も継続して行う。熱中症対策として、夏場に飲料の準備を
行い、その段ボール量が大きく増加した。

二酸化炭素(軽油) × △

作業車（高所作業車１台）が増加したことにより、軽油の現場使用
が増え達成が難しかったが、作業効率はとても上がった。夏場は
特に従業員の熱中症対策（休憩中のアイドリング空調利用）を優
先し、無駄遣いはせず、エコドライブを継続、目標達成を目指して
いく。

一般廃棄物
(事務所)

× ○

〇
数値が大きく減少し、目標を達成できた。今年度、試験的に冬場
の事務所の暖の取り方をエアコンからファンヒーターに移行してみ
た。

二酸化炭素(ガソリン) ○ △
ガソリン車の使用が少なかったため（軽油車の使用が増加）、目標
値の達成が出来た。無駄遣いはせず、エコドライブを継続、目標
達成を目指していく。

　　指示した。社員一同、今後も無理なく活動が行えるよう、定期的な声掛け、緊急訓練を１度に全て行わず

　　数カ月ごとに行うなどして、意識的に無理なく継続できるような、工夫になることを探っていってください。

　　環境経営方針・環境経営計画・実施体制の変更はなし、環境経営目標の数値は直近（2021年度）を

代表者による全体の評価と見直し・指示

見直しに必要な情報

目標項目 目標達成状況
活動計画
実施状況

コメント(目標値に対するコメント・活動計画に対するコメント）

「目標・環境活動計画の達成状況」

二酸化炭素（全体） × △
目標値の達成はできなかったが、基準年と売上高で比較したとこ
ろ、+36.4％もの差がある中、達成率は+15％となっているので、活
動の状況としては、良い成果が出ている。

二酸化炭素(電気) ○
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