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環境経営レポート

谷崎建設株式会社
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１．組織の概要

事業所名　　
谷崎建設株式会社

代表取締役社長　谷崎　茂樹

所在地
富山県高岡市福岡町西明寺１１２０

事業の概要
　　　　　事業の内容　　土木工事業

　　　　　許可業種　　　土木工事業　建築工事業　石工事業　とび・土工工事業

　　　　　　　　　　　　舗装工事業　しゅんせつ工事業

事業の規模
　　　　　設　立　　　昭和２７年　４月２２日

　　　　　資本金　　　２，０００万円

　　　　　売上高　　　９９百万円（令和２年度）

　　　　　従業員数　　８名

　　　　　床面積　　　事務所床面積　　　　１９０ｍ2

　　　　　　　  倉庫床面積　　　　　１６７ｍ2

　　　　　　　　　　　資材置場面積　　１，１７０ｍ2

環境管理責任者および担当者
　　　　　環境管理責任者および担当者　　谷崎 茂樹

　　　　　連絡先電話番号　０７６６－６４－２７３７

　　　　　連絡先FAX番号　０７６６－６４－５７７４

２．対象範囲、対象期間及び発行日

　　対象範囲　　会社全体
　　対象期間　　令和 ３年1月～令和 ３年１2月
　　発 行 日　　 令和 ４年　２月　８日
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『自然環境にやさしい』建設業を目標として、地域から信頼され

る企業を目指します。

1．これらについて、環境目標・活動計画を定め、定期的に見直しを行い

　 継続的に改善に努めます。

２．この方針を全社員に周知し、取り組みます。

３．環境への取組を環境経営レポートとして取りまとめ公表します。

令和３年３月３０日　制定　　

谷 崎 建 設 株 式 会 社 　　

代表取締役社長　谷崎 茂樹

②  　自治体や団体などの環境保全活動に積極的に参加協力します。

③  　建設業に関する環境関連法及び約束事項を順守します。

④  　使用エネルギーを削減し、二酸化炭素排出量の低減に努めます。

⑤  　使用水量を減らし、総排水量の削減に努めます。

⑥  　産業廃棄物の削減や分別処理に努めます。

⑦  　環境に優しい建設工事の施工をします。

　課題意識を高く持ち続けます。

３．環 境 経 営 方 針

Ⅰ　基本理念

　谷崎建設株式会社は、建設工事に伴う環境負荷の削減に努め、

Ⅱ　行動指針

①  　事業活動にあたり環境問題を十分に認識し、その深刻さに気付き、
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４．環境経営目標（中期計画）

期間は１月～１２月の１年間

３ヶ年平均 2020年 2021年 2022年

（基準値）

二酸化炭素排出量（全体） 81,001 80,191 79,381 78,571

二酸化炭素排出量（電力） 4,069 4,028 3,988 3,947

電力（事業所） 4,429 4,385 4,340 4,296

電力（現場） 3,293 3,260 3,227 3,194

76,932 76,163 75,393 74,624

ガソリン（全体） 7,514 7,439 7,364 7,289

軽油（現場） 22,167 21,945 21,724 21,502

灯油（全体） 927 918 908 899

309,600 306,504 303,408 300,312

コンクリート塊、
As・Co塊

305,059 302,008 298,958 295,907

混合廃棄物・廃プラ 4,541 4,496 4,450 4,405

47 47 46 46

地域活動（事業所） ― 3 3 3

二酸化炭素排出係数：0.527ｋｇ－CO2／ｋｗｈ

 ※ 化学物質については使用しておりません

５．環境経営計画

・不要照明の消灯

・エアコンの適正使用

・効率的作業による残業の削減

・ソーラー式安全施設の使用

・過度な仮設電源の廃止

・重機の不使用時のエンジン停止の徹底

・作業規模に応じた機械の選定

・エコドライブの実施

・暖房器具の適正使用

・作業ミスによる廃棄物の削減

・製品使用ロスの削減

・分別徹底とリサイクル

・節水の呼び掛け

・節水ポスターの掲示

・重機の低騒音型・低振動型の使用

・道路の汚損の防止、粉じんの防止対策

・河川の汚濁防止対策

・事業所周辺の定期清掃地域活動

廃
棄
物
排

出
量
削
減

産業廃棄物排出量削減

総排水量削減

環境に優しい建設工事の施工

取組項目 活動計画の内容

二
酸
化
炭
素
排
出
量
削
減

電力の使用量削減

燃料の使用量削減

周辺清掃回数

二酸化炭素排出量（燃料） ｋｇ－ＣＯ２

ℓ

ℓ

ℓ

廃棄物排出量（全体） kg

kg

kg

総排水量（事業所） ㎥

環境に配慮した機械の使用及び施工方法実施

ｋWｈ

項目 単位

ｋｇ－ＣＯ２

ｋｇ－ＣＯ２

ｋWｈ
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６．環境経営活動の取組内容

取組み 実施内容の評価 次回の活動計画

不要照明の消灯

エアコンの適正使用

効率的作業による残業の削減

ソーラー式安全施設の使用

過度な仮設電源の廃止

重機の不使用時のエンジン停止の徹底

作業規模に応じた機械の選定

エコドライブの実施

暖房器具の適正使用

廃棄物排出量 作業ミスによる廃棄物の削減

製品使用ロスの削減

分別徹底とリサイクル

総排水量 節水の呼び掛け

節水ポスターの掲示

環境に優しい建設工事重機の低騒音型・低振動型の使用

道路の汚損の防止、粉じんの防止対策

河川の汚濁防止対策

地域活動 事業所周辺の定期清掃

事業所周辺の定期除草

重機はもちろんで
はあるが、発電機
も超低騒音型を使
用し環境に配慮し
ている。

次年度も今年度と
同様の取組みを実
施する。

目標以上の活動が
できた。

次年度も今年度と
同様の取組みを実
施する。

灯油使用量削減
目標より大幅
(19％)に使用量を
削減できた。

次年度も今年度と
同様の取組みを実
施する。

いずれの排出量も
目標値の中に納
まった。特に混合
廃棄物が12％も削
減でき、評価でき
る。

分別徹底とリサイ
クル意識が確立さ
れている。今後も
同様の取り組みと
する。

今回は4％減と、
目標を達成でき
た。

次年度も今年度と
同様の取組みを実
施する。

電力使用量削減
（現場）

現場の特性による
が、目標の5.7倍と
なり、目標を達成
できなかった。

現場の特性によ
り、現場で動力を
使用したためであ
るが、ある程度計
画が必要。

ガソリン・軽油使
用量削減

ガソリンは目標より
25％削減できた。し
かし、軽油の使用量
が15％増加した。全
体で5％増え、目標
達成できなかった。

現場の特性によ
り、発電機の使用
により軽油が増え
ることもあるが、
ある程度計画が必
要。

6-1 取組内容

項目

二酸化炭素排出量削減

電力使用量削減
（事務所）

目標より13％も削
減できた。

次年度も今年度と
同様の取組みを実
施する。
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役割・責任・権限

　　代表者　　　　　　　・環境経営に関する統括責任者
　　　　　　　　　　　　・環境経営方針の策定、全従業員への周知
　　　　　　　　　　　　・環境への取組に対する必要な人員、設備等の資源準備
　　　　　　　　　　　　・環境経営目標、活動計画の承認
　　　　　　　　　　　　・全体の評価と見直し
　　　　　　　　　　　　・環境経営レポートの承認

　　環境経営管理責任者　・環境経営システムの構築・実施・管理
　　　　　　　　　　　　・環境経営目標、活動計画の確認
　　　　　　　　　　　　・取組結果を分析、評価し代表者へ報告
　　　　　　　　　　　　・環境経営レポートの確認

　　環境経営事務局　　　・環境経営活動の実績集計
　　　　　　　　　　　　・環境経営への取組の自己チェックの実施
　　　　　　　　　　　　・環境経営目標、活動計画の作成
　　　　　　　　　　　　・環境関連法規等の遵守状況のチェック実施
　　　　　　　　　　　　・環境経営関連の内部、外部コミュニケーションの窓口
　　　　　　　　　　　　・環境経営レポートの作成

　　総務・工事部　　　　・環境経営システムの実施
　　　　　　　　　　　　・教育の実施
　　　　　　　　　　　　・実施状況の確認、記録、報告
　　　　　　　　　　　　・問題点の発見、是正、予防処置の実施

全従業員　　　　　　・環境経営方針の理解と取決め事項の順守
　　　　　　　　　　　　・環境経営活動への積極的参加

全従業員

6-2 環境経営体制

環境経営事務局

代表者

環境経営管理責任者

工事部総　務
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７．環境経営活動の実績と次年度の目標

３年平均

1～12月 1～12月 1～12月 次年度

（基準値） 目標 実績 目標

二酸化炭素排出量（全体） 81,001 79,381 90,999 +15％ ✕ 78,571

二酸化炭素排出量（電力） 4,069 3,988 11,704 3,947

電力（事業所） 4,429 4,340 3,759 4,296

電力（現場） 3,293 3,227 18,451 3,194

76,932 75,393 79,295 74,624

ガソリン（全体） 7,514 7,364 5,498 7,289

軽油（現場） 22,167 21,724 25,077 21,502

灯油（全体） 927 908 739 899

309,600 303,408 194,525 -36％ ○ 300,312

コンクリート塊、
As・Co塊

305,059 298,958 191,860 295,907

混合廃棄物・廃プラ 4,541 4,450 2,665 4,405

47 46 44 -4％ ○ 46

地域活動（事業所） ― 3 5 ○ 3

二酸化炭素排出係数：0.527ｋｇ－CO2／ｋWｈ

※　○は目標達成　、　△は目標未達成（10％以内）　、　✕は目標未達成（10％以上）

 (1) 当社に適用される法規制等と現在までの遵守状況

環境関連法規への違反はありません。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。

 (2)違反、訴訟等

家電リサイクル法 指定業者へリサイクル料金の支払い 遵守

小型家電リサイクル法 回収品目の適正処理 遵守

容器包装リサイクル法 分別排出 遵守

フロン排出抑制法 業務用エアコンの点検 遵守

騒音規制法 対象工事における届出書面作成 遵守

振動規制法 対象工事における届出書面作成 遵守

マニフェストの管理 遵守

建設リサイクル法 対象工事における届出書面作成 遵守

kg

リサイクル法 再生資源利用計画書・実施書作成

kg

遵守

総排水量（事業所） ㎥

環境に配慮した機械の使用及び施工方法実施

周辺清掃回数

８．環境関連法規等の遵守状況と訴訟等の有無

法規制等の名称 該当する活動 遵守状況

廃棄物処理法
運搬・処分業者の許可の確認 遵守

ℓ

ℓ

ℓ

廃棄物排出量（全体） kg

2021年

二酸化炭素排出量（燃料）ｋｇ－ＣＯ２

項目 単位
目
標
比

結
果

ｋｇ－ＣＯ２

ｋWｈ

ｋWｈ

ｋｇ－ＣＯ２
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　検　印 　検　印 　作　成

　見直し実施者 　代表取締役社長　　谷崎　茂樹

　見直し実施日 令和4年2月8日

                確 認 ・ 評 価 し た 資 料

　文　　書  確 認      記　　録  確 認

環境方針 ✓ 環境への負荷の自己チェック ✓

環境目標 ✓ 環境への取組の自己チェック ✓

環境活動計画 ✓ 環境関連法規制等の順守状況確認 ✓

環境関連法規等のまとめ ✓ 外部からの苦情・情報の記録 ✓

実施体制 ✓ 環境上の緊急事態の訓練記録 ✓

緊急事態対応手順 ✓ 環境目標の達成状況及び環境活動計画の実施状況と結果 ✓

環境活動レポート ✓ 不適合是正・予防処置報告書 ✓

取組状況全体の評価

システムが有効に運用されているか（要求事項を満足しているか） 適 不適

取組が適切に行われているか 適 不適

見直しの必要性

環境方針 あり なし 実施体制 あり なし

環境目標 あり なし その他 あり なし

環境活動計画 あり なし

見直し具体的内容

　事務所の電力とガソリンと灯油が大幅に減り、現場の電力と軽油は大幅に増え、全体で目標の１５％

増であった。これは、今回の現場の特性によるものであり、事務所では確実に削減されており、今のと

ころ是正等の必要はないと思われる。

　また、廃棄物は36％減でこれも現場の特性によるものであるが、混合廃棄物処理が大幅に削減され

たことは評価できる。水の使用量についても、4％減で、目標を達成することができた。

　関連法規については遵守しており、また、外部からの苦情も無かった。　

　全体会議で社員全員に、方針・目標について周知しており、会社周辺の清掃・除草も行い地域貢献

活動も行っている。

　以上、現状を維持しながら引き続きＰＤＣＡを継続的に回し改善に取り組んで行きたい。

　　９．　代表者による評価・見直しの記録
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