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１．組織の概要

 １－１．事業所名

株式会社 下平組

 １－２．所在地

⾧野県 飯田市 上久堅 7446-6 

 １－３．環境保全関係の責任者及び担当者

  経営者 ： 代表取締役  原田 大二郎

環境管理責任者 ： 土木部⾧  木下 智明

事務局 ： 事務⾧  原田 節子

 １－４．連絡先

TEL ： 0265-29-7128

FAX ： 0265-29-7116

E－mail ： honsya@shimodairagumi.co.jp

 １－５．事業内容

道路、河川、上下水道等の公共土木工事

 １－６．事業規模

受注額 ： ２０１百万円

従業員 ： 7名

延べ床面積 ： ２３４．０m２

敷地面積 ： １５００．８m２
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２．対象範囲

対象範囲：全社対象、範囲は道路、河川、上下水道等の公共土木工事とする。

レポート期間：2021年７月～2022年６月  ９月７日発行

３．実施体制

３－１．取組全体図

伊藤 昇      松尾 人見

下請け等の協力会社

―

エコアクション21取組

営業

―

主任（世話役）

田畑 明人   

機材・資材管理 各部員

土木部⾧・環境管理責任者

木下 智明

土木係⾧

伊藤 昇治

代表取締役

原田 大二郎

事務⾧

原田 節子
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３－２．役割、責任

代表取締役 ・環境経営に関する統轄責任

・環境経営方針の策定、見直し及び全従業員への周知

・環境経営方針目標、環境経営目標管理表の承認

・代表者による全体の評価と見直しの実施

・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の作成、評価

・環境経営目標、環境経営目標管理表の作成

・環境経営レポートの作成

・環境経営取組結果の報告

部門⾧ ・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

・自部門に関連する環境経営計画の実施

・手順書作成及び運用管理

・問題点の発見、是正、予防措置の実施

全従業員 ・環境経営方針の理解と環境への取組の重要性の自覚

・決められたことを守り、自主的、積極的に環境活動へ参加

３



４．環境経営方針

環境経営理念

当社は、環境に関する社会の関心が高まるなか、土木工事の施工を通じ環境問題

に積極的に取り組むことにより、環境改善を図り、豊かな人間生活に貢献した

取り組みを継続的に推進する。

環境経営方針

１） 事業活動において、省資源・省エネルギー・節水に努めます。

２） 産業廃棄物の削減をはかり、再利用・再資源化に努めます。

３） 環境に関わる関連法規を遵守し、環境保全の向上に努めます。

４） 環境経営方目標を定め定期的に見直しを行い、継続的な維持、改善に努めます。

５） 地域貢献活動に積極的に参加し、環境意識の向上に努めます。

６） 当社の協力会社に対しても周知し、環境活動への協力を得るよう努めます。

７） 環境経営レポートを公表することにより、社員への周知、意識向上に努めます。

制定 平成28年 10月 1日

改定 令和   1年 6月 1日

株式会社 下平組

代表取締役  原田 大二郎
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５．環境経営目標（中⾧期目標）

２０２０年度を基準として、次の環境経営目標を設定しました。

二酸化炭素排出係数：中部電力令和2年度実排出係数 0.457使用

№

６．環境経営目標（7月～6月）・環境経営計画・実施項目

№

3

1t=0.26㎥

・各現場で実践し、実施した内容を

安全会議で周知する。

5

環境配慮の創意工夫提案

3提案/現場

水使用量削減  179.2m3 ・洗車で余分な水を使わない。

働き方改革提案、実施 ・なんでも気軽に提案する。

・施工計画書を作成する現場では、

創意工夫提案を行う

4
2提案/年間 ・実施する最良の方法を安全会議で考える。

・産廃ボックスに個人の廃棄物を入れない。

・材料購入時に余分に購入しない。

・シート類はたたんで嵩を減らし廃棄する。

2
混合廃棄物排出量削減

6.5ｔ

・アイドリングストップの推進をする

・状況を確認し、指導する。

1

37838(kg-co2)

二酸化炭素排出量削減

2提案/年間

2021年度（7月～6月）環境経営目標 環境経営計画・実施項目

・エコドライブ手順書、建設機械省エネ

運転手順書の教育をする。

5
環境配慮の

創意工夫提案
3提案/現場 3提案/現場 3提案/現場 3提案/現場

4
働き方改革の

提案、実施
2提案/年間 2提案/年間 2提案/年間

6.6ｔ 6.5ｔ 6.4ｔ 6.3ｔ

3 水使用量削減 181.0m3
1%削減 2%削減 3%削減

2
混合廃棄物

排出量削減

179.2m3 177.4m3 175.6m3

2020年度基準 2021年度目標 2022年度目標 2023年度目標

1

項目

二酸化炭素

排出量削減
38220(kg-co2)

1%削減 2%削減 3%削減

37838(kg-co2) 37456(kg-co2) 37073(kg-co2)
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７．環境経営実施結果・評価

７－１．二酸化炭素排出量削減

評価：事務所内暖房設備をストーブからエアコンに変えた為、電気使用量が増えた。

灯油使用量は0ℓだった。エコドライブ10のススメを貼った。

次年度取組：引き続いて実施する。

７－２．混合廃棄物排出量削減（事務所）

評価：事務所内、自社倉庫片付けをした。

次年度取組：入れるときの注意事項の指導をする。㎥単位管理にしてはどうか。

７－３．水使用量削減

評価：高圧洗浄機を設置して、節水になった。

次年度取組：引き続いて実施する。

７－４．働き方改革の提案、実施

評価：高圧洗浄機を設置、防寒着を配布、血圧計設置、休憩所改修をした。

環境整備も6項目実施できた。

次年度取組：引き続いて提案実施する。

７－５．環境配慮の創意工夫提案

評価：2つの現場共３提案できた。

次年度取組：引き続いて実施する。

2020年度基準値 2021年度目標値 2021年度実績値

3提案/現場 3提案/現場 3提案/現場 〇

2020年度基準値 2021年度目標値 2021年度実績値

2提案/年間 4提案/4実施 〇2提案/年間

2020年度基準値 2021年度目標値 2021年度実績値

水使用量削減
179.2m3 158.0m3 〇

181.0m3

2020年度基準値 2021年度目標値 2021年度実績値

混合廃棄物搬出量削減
6.5ｔ 1.7ｔ 〇

6.6ｔ

〇：目標達成  △：目標ほぼ達成  ×：目標未達成

37838(kg-co2) 37130(kg-co2) 〇

2020年度基準値 2021年度目標値 2021年度実績値

38220(kg-co2)

二酸化炭素排出量削減
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７－６．まとめグラフ 2021年度（第51期）　まとめ
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８．環境関連法規への違反、訴訟等の有無

次の法が適用され、2022年1月27日、遵守の確認を行ったところ、下記の結果でした。

なお、関係当局よりの違反の指摘は、過去5年間ありません。 訴訟、外部からの苦情等は

ありませんでした。

―

―

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

―

―

―

―

〇

〇

〇

〇

該当作業なし

遵守確認

振動規制法 特定建設作業の実施の届出

作業の届出

建築物等の分別解体、再資源化対象建設工事 遵守確認

対象建設工事の届出

再生資源利用促進計画の作成 遵守確認

許可業者に委託（産廃は契約） 遵守確認

産廃置き場に法定看板の設置 遵守確認

遵守確認許可業者に委託（一廃は許可証の確認）

適用法 法規制内容 評価結果

騒音規制法 特定建設作業の実施の届出 該当作業なし

マニュフェスト発行・返送遅延時の届出 遵守確認

マニュフェスト交付状況の報告 遵守確認

廃棄物処理法

事業場の外で自ら当該産業廃棄物の   保

管の届出
〇

廃棄物を適正に処理、再利用・減量の推進 〇

〇

遵守確認

管理体制の整備 遵守確認

指定副産物

利用促進省令

事業者の責務

建設廃材の抑制、再資源化費用の低減

遵守確認

遵守確認

建設発生土の利用促進 遵守確認

建設発生土を保管する場所の確保 遵守確認

副産物の利用促進 遵守確認

指定副産物に係る再生資源の利用促進 遵守確認

遵守確認

建設リサイクル法

事前調査の記録保存 該当作業なし

作業計画の周知 該当作業なし
石綿障害予防規則

再資源化資材の使用 遵守確認

該当作業なし

石綿等の除去等に係る措置 該当作業なし

屋外貯蔵所許可 遵守確認

消防法
貯蔵場所には法定の表示板を取付ける 遵守確認

給油取扱所の月次点検を実施する 遵守確認

指定量の１/５以上、指定数量未満は少量危

険物の届出を行う
〇 遵守確認

危険物保安監督者の選任届出 遵守確認
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9．緊急事態対応訓練

～

容器に水、油を入れる
吸着マットを浮かべる
約1時間くらいで油のみを吸い取る
吸い取った吸着マットはビニール袋に入れる

大量の流出時にはオイルフェンスを使用する。

手順書の通りで実施できることを確認できた。

実 施 項 目

評価

実 施 状 況 写 真

場 所 株式会社　下平組　本社

参 加 者

環 境 管 理 責 任 者 氏 名 木下　智明

参 加者 氏 名

原田大二郎 原田　節子

伊藤　昇治 伊藤　昇

田畑　明人 松尾　人見

木下　智明

安 全 ・ 訓 練 等 の 実 施 報 告 書

工事名 エ コ ア ク シ ョ ン 21 油 吸 着 マ ッ ト

実 施 年 月 日
令和　３年　10月　2日（土曜日）

Ｐｍ　  1時　３０分 Ｐｍ　　2時　３０分



１０．代表者による評価の実施

１０－１．管理責任者の報告及び改善への提案

目標・環境経営活動計画の達成状況

その他

取組状況の評価結果

１０－２．代表者による全体の評価と見直しの記録

■ 定期見直し（事業年度終了後） □ 臨時見直し

実施日 2022年 8月 10日 実施日    ―

・51期は働き方改革・環境整備で事務所内の設備の充実を実施した。

その他

指示事項

 □ 必要  ■ 不必要 なし

 ■ 必要  □ 不必要 混合廃棄物搬出量の管理単位の変更

環境経営方針

目標・活動計画

環境経営システム

変更の必要性項目

 □ 必要  ■ 不必要 なし

 □ 必要  ■ 不必要 なし

環境配慮の創意工夫提案 〇 〇 引き継き提案をする

内容

・働き方改革、環境整備等は活発に活動できた。今後も、継続していきたい。

・混合廃棄物排出量削減の目標単位をｔ管理からm3で管理をしたい。

〇 △ なし

働き方改革の提案、実施 〇 〇 引き継き提案をする

環境関連法規等の遵守状況

活動状況 改善への提案

混合廃棄物排出量削減（事務所） 〇 △ カンテラへ入れるときの注意事項指導

目標項目 達成状況

二酸化炭素排出量削減 〇 〇 エコドライブ10のススメの実施、指導

2022年1月27日 遵守確認

項目

水使用量の削減

・実施体制

前回までの代表者の指示事項への対応 なし

是正処置・予防措置
環境経営レポートの環境経営目標の混合廃棄排出量削減の管

理単位をｔからm3に変え管理する。

周囲の変化等 なし
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１１．その他

項  目 実施内容 番 号

■ 働き方改革 高圧洗浄機設置

防寒着支給

血圧計設置

休憩所改修

自動追尾測量機購入

□ 環境整備 花壇整備

草刈り、側溝掃除実施

空気清浄機設置

加湿器設置

除雪実施

本社前舗装打ち換え 段差がなくなりスムーズな出入りができる。

□ その他 防犯カメラ設置

県からの委託を受けて実施

詳細説明

水道使用量の軽減。

冬季作業性の向上になる。

社員の健康への意識向上をはかる。

壁、天井、椅子を新しくした。

建設現場での盗難増加による盗難防止対策。

働き方改革・環境整備等に関する実施状況一覧表   

現場での余剰品（玉石）を利用して整備した

ボランティア活動を年3回実施

エコな清浄機を購入

リサイクル可能でエコな加湿器を購入

従来より更にレベルアップ機能搭載



１１．その他

項目 実施月日

実施内容

（説 明）

 従来はホースにノズルを付けて、ブラシで洗車をしていた。汚れが落ちにくく

水使用量が多かったと思れる。

 高圧洗浄機で洗車することにより、汚れが早く落ちるようになった。

 また、冬場の洗車時にはお湯で洗車できるので冷たくなく、洗車がはかどり、

時間短縮になった。

（添付図）

洗車場所も砂利敷からｺﾝｸﾘｰﾄ舗装にした。

働き方改革・環境整備等に関する実施状況   

環境整備・働き方改革 R3．7

高圧洗浄機の設置



項目 実施月日

実施内容

（説 明）

今年1月に作業員に軽くて温かく防水性もある防寒ブルゾンを貸与した。

作業員から『目立って良い』『軽い』と好評でした。

（添付図）

働き方改革・環境整備等に関する実施状況   

働き方改革 R４．1

防寒着の貸与



項目 実施月日

実施内容

（説 明）

出社時に全員が体調管理の為に血圧を計測するようにしている。

計測結果をタイムカードに記入して、変化がわかるようにしている。

（添付図）

働き方改革・環境整備等に関する実施状況   

働き方改革 R3．７

血圧測定計の設置



項目 実施月日

実施内容

（説 明）

天井、壁と張り替えを行い、棚を撤去し、椅子を新しくした。

スポットクーラーも設置した。

（添付図）

働き方改革・環境整備等に関する実施状況   

環境整備 R4．6

休憩所を改修し、スポットクーラーをつけ、椅子を新しくした。

昼休みがとてもリラックスできる。



項目 実施月日

実施内容

（説 明）

BIM,CIM時代を迎え、３D対応のトランシットを購入した。

自動追尾装置付きなので一人での測量も可能になった。

事前に、平面・縦断・横断の情報を入力するだけで任意の測点管理ができる。

（添付図）

働き方改革・環境整備等に関する実施状況   

働き方改革 R４．5

自動追尾トランシットの購入



項目 実施月日

実施内容

（説 明）

 本社に今まで空地で草が生えていた場所に現場で余った玉石を利用して、

花壇を作りマリーゴールドを植えました。

近隣住民から喜ばれている。

（添付図）

働き方改革・環境整備等に関する実施状況   

環境整備 R3．7

花壇の作成



項目 実施月日

実施内容

（説 明）

年に3回、本社前県道を全社員でビーバーや2tダンプを使用して

草刈り・側溝掃除を行っている。

近隣住民から喜ばれている。

（添付図）

働き方改革・環境整備等に関する実施状況   

環境整備 6月、8月、10月

草刈り・側溝掃除の実施



項目 実施月日

実施内容

（説 明）

本社 事務所内の従来空気清浄機に変えて、光触媒分解方式を購入、設置した。

光で有害物質や臭いを分解する。音もしない。電力消費も従来型に比べて少ない。

光触媒は自己再生機能を備えており、交換を必要とせず経済的です。

（添付図）

事務所内に2か所設置

働き方改革・環境整備等に関する実施状況   

環境整備 R４．1

光触媒分解方式 空気清浄器の設置



項目 実施月日

実施内容

（説 明）

 本社 事務所内の加湿器として電化製品を使用せずに、音が出ない、

電力消費がない、自然気化式の加湿器を設置した。

 この葉っぱ（フィルター）は、抗菌、防カビ処理をしたポリエステル系不織布で

できており洗浄して再使用することもできる。

（添付図）

事務所内に6か所設置

働き方改革・環境整備等に関する実施状況   

環境整備 R４．1

自然気化式 加湿器の設置



項目 実施月日

実施内容

（説 明）

 本社前の県道及び上久堅内の市道の除雪を行っている。

県道は県より借りている大型除雪車、市道は自社タイヤショベルに排土板を

装着して行っている。

 前期は出動がなかったが、今期は雪が多く3回出動した。

 地元から『早く除雪をしてくれるので助かる』と声をいただいている。

（添付図）

働き方改革・環境整備等に関する実施状況   

環境整備 冬期 降雪時

県道及び市道の除雪



項目 実施月日

実施内容

（説 明）

本社出入口の舗装を打ち換えた

（添付図）

働き方改革・環境整備等に関する実施状況   

環境整備 R4．5

本社前の車道の舗装を打ち換えた

段差がなくなり、除雪もしやすくなった。

今までは、継ぎ足しの舗装道路だったので、きれいになった。



項目 実施月日

実施内容

（説 明）

本社周りに5台防犯カメラを設置した。

工事現場の盗難が増加しているとのことです。

（添付図）

働き方改革・環境整備等に関する実施状況   

その他 R4．5

本社周りに防犯カメラを5台設置した

盗難防止になる。犯人逮捕につながる。


