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基本理念

行動指針

１．私たちは、次のことについて重点的に取り組みます。

1) 弊社の事業活動に伴う環境への負担、影響を意識し、積極的に環境負担への

軽減活動に努めます。

2) 弊社の事業活動にあたり、環境関連の法令及び徳島県条例、東みよし町条例、

その他の同意する要求事項を遵守します。

3) 弊社の事業活動にあたり、下記の項目をテーマとして活動に取り組みます。

①　電力・化石燃料に伴う二酸化炭素排出を削減します。

②　水資源を大切に利用します。

③　事務用品のグリーン購入を促進します。

④　事務用紙使用量の削減、裏紙の有効活用に努めます。

⑤　二酸化炭素削減及び排出廃棄物の分別による再利用、再資源化に努めます。

⑥　再生資源の積極的利用を推進します。

⑦　労働環境改善による環境負担の軽減

　これらについて環境目標、環境活動計画を定め、定期的に見直しを行い、継続的改善に

努めます。

この環境方針を全ての従業員に周知します。

制定日：

代表取締役　　高田　忠明

環 境 方 針

四国開発土木株式会社は、土木・建設業、施設運営業を主に事業
活動を行うにあたり、地球環境の保全と地域環境に配慮した事業活
動を常に考え、先祖より受け継いだ『美しき自然』を次世代へ残すこ
とをテーマに、自主的・積極的に環境保全活動を行って参ります。

令和2年6月2日

四国開発土木株式会社



１．組織概要

（１） 名称及び代表者名
四国開発土木株式会社
代表取締役　　高田　忠明

（２） 所在地
本社 徳島県三好郡東みよし町中庄276-1
資材置場 徳島県三好郡東みよし町中庄770番地（土場）

徳島県三好郡東みよし町中庄８５９番地先（東倉庫）
徳島県三好郡東みよし町西庄森清（森清倉庫）

管理運営施設 徳島県立美馬野外交流の郷
オートキャンプ場　四国三郎の郷

徳島県美馬市美馬町字境目39-10

（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 阿佐　和幸 TEL：0883-82-2430

　　 連絡担当者 阿佐　和幸

（４） 事業内容
徳島県知事許可（特 - ０３）  第525号

土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、水道施設、解体工事業

徳島県知事許可（般 - ０３）  第525号
建築工事業、大工工事業、管工事業、舗装工事業

徳島県立美馬野外交流の郷　管理運営業務

（５） 事業規模

売上高
本社 資材倉庫 現場 管理施設
9名 無人 19名 10名

750m2 4400m2

（６） 事業年度 6月～5月

２．認証・登録の対象組織及び活動
認証・登録事業者名：
対象事業所：

四国開発土木株式会社　本社
各工事現場、土場、東倉庫、森清倉庫

徳島県立美馬野外交流の郷
オートキャンプ場　四国三郎の郷

指定期間：平成30年4月1日～平成35年3月31日
内容： 施設管理運営業務

事業活動範囲：
全活動

土木工事業、建築工事業　等
徳島県立野外交流の郷　　管理運営業務

３．環境に関する苦情等の受付窓口

担当者 阿佐　和幸 TEL: 0883-82-2430

延べ床面積

管理運営施設

取組の対象組織・活動

従業員



本社

各工事現場 オートキャンプ場
四国三郎の郷

代表者
社長

環境管理
責任者

総務課長
EA事務局

活動体制図

現場責任者 工事技術者 運営スタッフ

総務部

工事部長 技術部長 管理施設長

代表取締役 ・環境管理責任者を任命
・環境方針策定の承認
・環境目標、環境活動計画表の承認

現場作業員

役割・責任・権限
代表者 ・環境経営に関する統括責任

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理
総務課長 ・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

・環境関連法規等総括表の承認
・環境活動取組結果の全体評価と見直しを実施
・環境活動レポートの承認

・環境活動レポートの取りまとめ
・環境関連の外部コミュニケーション

・環境方針策定、見直し及び全従業員への周知、指導
・環境目標、環境活動計画の取りまとめ
・環境活動の取組結果の取りまとめ及び代表者への報告

・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
・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

EA事務局 ・環境管理責任者の補助、EA21事務局
総務部 ・環境負荷の自己チェック及び環境活動取組みの自己チェックを実施

・環境目標、環境活動計画原案の作成

・自部門における環境方針の周知
・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活動計画の実施及び達成状況の報告

・環境活動レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

部門長 ・自部門における環境経営システムの実施

・定められた事項を遵守し、自主的・積極的に環境活動へ参加

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

全従業員 ・環境方針の理解と環境活動の重要性を自覚

・特定された項目の手順書作成及び運用管理
・自部門の特定された緊急事態対応のための手順書作成
　試行、訓練を実施、記録の作成



(1) 平成27年度実績を基準として3年間に二酸化炭素排出量、電力使用量、燃料使用量、
廃棄物排出量の6％削減を目標とする。

(2) グリーン購入は事務用品を対象とし3年間に9品目を目標とする。
(3) 製品への環境配慮は資材調達において、循環資源の使用量率100％を目標とする。

平成27年度
平成27年6月～
平成28年5月
実　　績

令和元年度
目標

基準比4%削減

令和2年度
目標

基準比5%削減

474417.3 455440.6 450696.4

298706.0 286757.7 283770.7

18717.0 17968.3 17781.1

18474.3 17735.3 17550.5

69746.8 66956.9 66259.4

72% 90% 95%

0 3 3

99 100 100

3 3 3

※二酸化炭素排出係数：0.669　(平成27年度四国電力)

環境目標と実績
(1) 目標値は平成27年度の数値の5％削減の数値とした。

450696.4 92.4 〇

283770.7 93.0 〇

17781.1 124.8 ◎

17550.5 98.9 〇

66259.4 83.1 〇

95% 96 〇

3 100 ◎

100 100 ◎

3 100 ◎

※環境目標は本社と工事現場及び管理施設を同時に記載
【評価基準】　◎：100％以上，○：80％以上，△：50％以上，×：50％未満

廃棄物のリサイクル率の向上（%/年) 100%

社会貢献活動（清掃活動)（回) 3

79770.5

廃棄物のリサイクル率の向上（%) 91%(439,290/481,090)

グリーン購入（品目) 3

循環資源（砕石）の使用率（%) 100

燃料使用量

灯油(L) 14253.0

ガソリン(L) 17741.5

軽油(L)

3

項目
令和2年度

目標
令和2年度

実績
達成率

（%）
評価

二酸化炭素排出量（kg-CO2) 487734.4

電力使用量(KWH) 305181.0

社会貢献活動（清掃活動)
（回/年)

3

水使用量の削減 実績把握

グリーン購入（品目/年)

循環資源（砕石）の使用率（%/年) 100

環境目標

項目
令和3年度

目標
基準比6%削減

二酸化炭素排出量（kg-CO2/年) 445952.2

電力使用量(KWH/年) 280783.6

燃料使用量

灯油(L/年) 17593.9

ガソリン(L/年) 17365.8

軽油(L/年) 65561.9



通年

達成状況

令和2度実績  達成率：92.4％

◎ 取組継続 エアコン等の適正温度での使用

◎ 取組継続 エアコン等の清掃

◎ 取組継続 効率的な仕事に努める

◎ 取組継続 不用、帰宅時にパソコンの電源を切る

◎ 取組継続 不用なコンセントは抜く

◎ 取組継続 不用な電気の消灯に努める

◎ 取組継続 クラウドサービス活用による省力化

◎ 取組継続 エコドライブを積極的に行う

◎ 取組継続 月1回以上の車両点検、整備を行う

◎ 取組継続 効率的な業務の遂行に努める

◎ 取組継続 適切な車間距離の徹底

◎ 取組継続 適切なルート選定

◎ 取組継続 クラウドサービス活用による省力化

◎ 取組継続 印刷時に用紙からPDFに変更

◎ 取組継続 プレビューにて印刷確認を行う

◎ 取組継続 裏紙を積極的に使用する

◎ 取組継続 メールまたはファックスにて通知する

◎ 取組継続 材料発注時にミスのないように努める

◎ 取組継続 障なき箇所に再利用する

◎ 取組継続 有価物の選別

令和2度実績  達成率：100％

◎ 取組継続 エコマーク商品を積極的に購入する

令和2年度実績  達成率：100％

◎ 取組継続 再生資源（RC）の積極的な活用

令和2年度実績  達成率：100％

◎ 取組継続 会社周辺の清掃活動の実施

グリーン購入法の推進（目標：3品目以上）

取組計画

社会貢献活動　清掃活動（目標：3回以上）

循環資源の積極的利用の促進（目標：100%)

二酸化炭素排出量削減（目標：基準年度の5％減）

環境活動計画及び取組結果とその評価

一般廃棄物の削減　3.12kg

産業廃棄物の削減
廃棄物のリサイクル率の向上（%)
91.3%((439,290kg/481,090kg)

次年度の
取組内容

取組結果とその評価
（総括）

電力の二酸化炭素排出量削減

令和2度実績
・電力使用量削減    達成率 93%

燃料の二酸化炭素排出量削減

令和2年度実績
・灯油使用量削減   達成率124.8%
・ｶﾞｿﾘﾝ使用量削減  達成率98.9%
・軽油使用量削減   達成率83.1%



二酸化炭素排出量（kg-CO2/年)：
 445,952.2

総務部、技術部、
施設管理、工事部

エアコン等の適正温度での使用

総務部、技術部、
施設管理、工事部

エアコン等の清掃

総務部、技術部、
施設管理、工事部

効率的な仕事に努める

総務部、技術部、
施設管理

不用、帰宅時にパソコンの電源を切る

総務部、技術部、
施設管理、工事部

不用なコンセントは抜く

総務部、技術部、
施設管理、工事部

不用な電気の消灯に努める

総務部、技術部 クラウドサービス活用による省力化

総務部、技術部、
施設管理、工事部

エコドライブを積極的に行う

総務部、技術部、
施設管理、工事部

月1回以上の車両点検、整備を行う

総務部、技術部、
施設管理、工事部

効率的な業務の遂行に努める

総務部、技術部、
施設管理、工事部

適切な車間距離の徹底

総務部、技術部、
施設管理、工事部

適切なルート選定

総務部、技術部 クラウドサービス活用による省力化

総務部、技術部、
施設管理

印刷時に用紙からPDFに変更

総務部、技術部、
施設管理

プレビューにて印刷確認を行う

総務部、技術部、
施設管理

裏紙を積極的に使用する

総務部、技術部
施設管理

メールまたはファックスにて通知する

総務部、技術部、
工事部

材料発注時にミスのないように努める

総務部、技術部、
工事部

障なき箇所に再利用する

総務部、技術部
工事部

有価物の選別

総務部、技術部、工事部 使用量把握と節水の啓発を行う

総務部、技術部 エコマーク商品を積極的に購入する

技術部、工事部 再生資源（RC）の積極的な活用

総務部、技術部、工事部 会社周辺の清掃活動の実施

次年度の取組内容

取組計画 担当者 取組内容

二酸化炭素排出量削減（目標：基準年度の6％減）

電力の二酸化炭素排出量削減

令和3年度　目標値
・電力使用量(KWH/年)    280,783.6

燃料の二酸化炭素排出量削減

令和3年度  目標値
・灯油(L/年）      17,593.9
・ガソリン(L/年)   17,365.8
・軽油(L/年）      65,561.9

一般廃棄物の削減

産業廃棄物の削減
廃棄物のリサイクル率の向上（%)  100

グリーン購入法の推進（目標：3品目以上）

循環資源の積極的利用の促進（目標：100%)

社会貢献活動　清掃活動（目標：3回以上）

水使用量の削減（目標：実績把握）



法規制等名称

環境基本法

グリーン購入法

地球温暖化対策の推進に関する法律

廃棄物の処理および清掃に関す
る法律
(産業廃棄物及び一般廃棄物)

建設リサイクル法

オフロード法

浄化槽法

代表者による全体の評価と見直し 実施日：令和3年5月31日

弊社の営業地区である徳島県の西部においては災害対策関連工事の発注量が増加する傾向にあり、
山腹や河川、渓間部等の工事が増加している。弊社の当期における受注工事の傾向としても山腹や
渓間部の受注工事が増加しており、砂防堰堤工事関連の大型な工事を受注するなど、期末時点の売
上高は昨年、一昨年より大幅に増加し、完成工事数においても共に増加がみられる。
施設管理については新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴う休館の協力要請を受け、休館していた期
間があり、売上、資源消費量共に減少が見られたが、解除後の夏以降はアウトドア需要増加により売上
の回復が見られ、期末時点での売上では昨年より増加する結果となった。しかしながら再び2021年春
頃から新型コロナウイルス感染症の蔓延拡大が見られ、休館する時期がある等、不安定な経営状況に
変化はない。
全体的に電力消費量、燃料消費量等の増減を見ると、目標に及ばない月も見られるが、工事数の増
加に対し、CO2排出量の達成率は92.4％と比較的に抑えられているものと考えている。要因としては、
受注工事の工種により機械の使用が結果的に減少したもの、施工期間短縮によるもの、クラウドシステ
ムの導入により、微量ながら人員の移動が抑えられているものと３点ほど挙げられる。施工期間の短縮
においては環境負担、コスト削減共に大きな成果が期待できることから、今後においても更なる向上を
目指すと共に、引き続き啓発活動に努め、社員と共に一丸となって取り組んでいきたい。

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、訴訟の有無

環境関連法規等の遵守評価の結果、環境関連法規等は遵守されていました。
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。

法的義務を受ける主な環境関連法規等は次のとおりです。

・平成18年10月以降購入機械
　基準適合機械の使用、点検整備の実施により排出ガス性能の維持、
　適正燃料の使用
・国土交通省直轄工事
　平成3年より排ガス対策型建設機械使用の原則

・浄化槽の処理後でなければ公共用水域に排水禁止

遵守事項

・事業活動に伴う公害を防止し、自然環境の保全措置を講ずる。
・製品が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資する。
　再生資源等を利用する。
・国または地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する。

・できる限り環境物品を選択する。

・事業活動及び日常生活に関し、温室効果ｶﾞｽ（二酸化炭素、ﾒﾀﾝ等）の
　排出の抑制のための措置を講ずるように努める。
　また、国および地方公共団体が実施する温室効果ｶﾞｽの排出抑制等の
　ための施策に協力する。
・委託契約の締結、許可証の確認
・産業廃棄物運搬車両表示と運搬内容記載書面の携帯義務
・マニフェストの交付と５年間の保存義務
・Ｂ2、Ｄ票交付から90日以内（特別管理産業廃棄物は60日以内）
　Ｅ票180日以内に送付されない場合は30日以内に都道府県知事に報告
・前年度マニフェスト交付実績を次年度6月末までに県に報告する。
・野外焼却の禁止
・積み上げ高さの厳守、雨、風、悪臭発生の防止、保管場所の掲示
・燃やすゴミ、燃やさないゴミ、かん、ペットボトル、プラスチック等分別排出

土木工事　請負金額 500万円以上
・分別解体、再資源化の促進
・発注者への書面による計画等説明、工事を事前に都道府県知事
　に届出（7日前まで）、完了報告
・対象工事
　解体工事　80m2以上
　建築物の新築・増築工事　500m2以上
　建築物の修繕・模様替工事　1億円以上



環境活動の紹介

地域清掃活動 地元河川の清掃活動
第1回

第2回

第3回


