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1.組織の概要

【事業所名】 久米建設株式会社

【代表者氏名】 代表取締役　久米秀弘

【所在地】

本社事業所 〒788-0302　高知県幡多郡大月町弘見1604-1

大工作業所 〒788-0302　高知県幡多郡大月町弘見1568-1

郷倉庫 〒788-0302　高知県幡多郡大月町弘見2106-28

【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 常務取締役　久米道仁

連絡先担当者 常務取締役　久米道仁

連絡先 ＴＥＬ： 0880-73-1131

Ｅ－ｍａｉｌ： hskkume@sea.plala.or.jp

【事業活動の内容】

○建築鉄骨製作及び建設業（土木工事業、建築工事業が主たる事業）

　認定番号 TFBR-120455

　認定構造方法等 鉄骨製作工場において溶接された鉄骨の溶接部の性能

○一級建築士事務所

　登録番号 高知県知事登録第642号

　一級建築士 久米成功

○建設業許可

　許可番号 高知県知事許可(特-28)第6175号

　許可年月日

　建設業の種類 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、

舗装工事業、石工事業、しゆんせつ工事業、塗装工事業、

水道施設工事業、解体工事業

　許可番号 高知県知事許可(般-28)第6175号

　許可年月日

　建設業の種類 管工事業、防水工事業

【事業規模】

設立年月日

資本金 2千7百万円

   会計年度                      8月～7月　　

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

売上高（百万円） 205 245 415 407 466

従業員数（名） 10 10 10 10 14

本社事業所敷地面積 745m2

　事務所延床面積 53m2

　鉄骨工場延床面積 498m2

大工作業所延床面積 180m2

郷倉庫延床面積 236m2

○国土交通大臣認定取得工場

令和4年2月26日

令和4年2月26日

昭和63年1月8日

ＦＡＸ：0880-73-1132
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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）】

久米建設株式会社全社

本社事務所 高知県幡多郡大月町弘見1604-1

鉄骨工場 同上

大工作業所 高知県幡多郡大月町弘見1568-1

郷倉庫 高知県幡多郡大月町弘見2106-28

対象事業

一級建築士事務所

建築鉄骨製作

建設業 （土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、

 しゆんせつ工事業、水道施設工事業、 解体工事業）

【レポートの対象期間】

2020年8月1日　～　2021年7月31日

【環境経営レポートの発行日】

2022年5月1日

【次回環境経営レポートの発行予定日】

2022年11月頃

【作成責任者】

環境管理責任者　久米道仁
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3.環境経営方針　

  環境経営理念

久米建設株式会社は建設業を営む企業として、高知県幡多郡大月町地域の素晴らしい

自然、海や山や川、地域の社会環境を守り、人と自然が共生できる持続可能な社会を

構築することを基本理念とし、建設事業による環境への影響を考慮し、全社で自主的・

積極的に環境保全活動に取組みます。

　　　環境経営方針

１．環境関連法規制等を遵守します。

２．建設機械、車輛等の燃料使用量の削減による二酸化炭素の排出量を削減します。

３．電力使用量の削減による二酸化炭素の排出量を削減します。

４．廃棄物の発生抑制、削減、リサイクルを促進します。

５．建設工事における騒音、振動の低減を図ります。

６．環境に配慮した設計施工を推進し、環境に優しい材料の使用を促進します。

７．水使用量を削減します。

８．グリーン購入を促進します。

９．環境経営方針を全従業員へ周知します。

１０．環境経営レポートを公表します。

１１．社会貢献活動に積極的に取組みます。

１２．環境経営方針に沿った取り組みを実行し生物多様性の保全に貢献します。

制定日　　2016年　5月　31日

改定日　　2018年　8月　1日

代表者名　　久米　秀弘
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4.実施体制　

代表者

代表取締役

　久米秀弘

環境管理責任者

久米道仁

ＥＡ２１推進委員会

久米道仁

事務部門 工事部門 鉄骨製作部門 倉庫、資材置場等

久米静佳 福間郁也 久徳正典 久米成功

環境経営システム　役割・責任・権限表

役割・責任・権限

・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施に必要な資源を準備

・環境管理責任者の任命

・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・見直し及び全従業員へ周知

・環境経営目標・環境経営計画書の承認

・環境経営システム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承認

・環境経営目標・環境経営計画書の確認

・環境経営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

・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

・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・環境経営計画書原案の作成

・環境関連法規等の取りまとめ表の作成及び最新版の管理

・環境関連法規等の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ュニケーションの窓口

・環境経営レポートの作成、公開（事務所に備え付けと地域事務局への送付）

・実施及び運用に関する手順書の作成

・自部門における環境経営システムの実施

・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及び達成状況の報告

・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へ対応するための手順書作成及び、訓練の実施、記録の作成

・環境経営方針の理解と環境への取組の重要性を自覚

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加
従業員

従業員全員

代表者

環境管理責任者

EA21推進委員会

部門長
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5.環境経営目標

●中長期目標

基準値（2019年）

2019年8月から
2020年7月

電力使用量（オフィス） kWh 5,296 5,243 （１％） 5,190 （2％） 5,137 （3％）

電力使用量（現場） kWh 33,563 33,227 （１％） 32,892 （2％） 32,556 （3％）

ガソリン（車両） L 7,651 7,574 （１％） 7,498 （2％） 7,421 （3％）

ガソリン（現場） L 350 347 （1％） 343 （2％） 340 （3％）

軽油（車両） L 8,689 8,602 （1％） 8,515 （2％） 8,428 （3％）

軽油（現場） L 23,369 23,135 （1％） 22,902 （2％） 22,668 （3％）

灯油（現場） L 206 204 （1％） 202 （2％） 200 （3％）

ＣＯ2 排出量 kgｰCO２ 122,597 121,371 （1％） 120,145 （2％） 118,919 （3％）

一般廃棄物排出量 kg 441 437 （1％） 432 （2％） 428 （3％）

産業廃棄物排出量 ｔ 328 325 （1％） 321 （2％） 318 （3％）

産業廃棄物再資源化率 ％ 100

水使用量 ｍ３ 233 231 （1％） 228 （2％） 226 （3％）

グリーン購入

環境配慮工事

社会貢献活動 回 10

＊１．現場ｶﾞｿﾘﾝとは建設現場における発電機等の建設機械に使用するもの
＊２．現場軽油とは建設現場におけるﾊﾞｯｸﾎｳ等の建設機械に使用するもの
＊３．電力のＣＯ2 排出量については、電気事業者別のＣＯ2 排出係数

＊４．グリーン購入率（％）は事務用品購入金額に占めるグリーン商品購入金額の割合を示す
＊５．環境に配慮した工事
　　○環境負荷の少ない材料（リサイクル材、県産品等）の使用　  ○低騒音、排出ガス対策型重機の使用
　　○型枠、工事看板への間伐材の使用 　　○濁水防止対策の実施
　　○発注者へ環境に配慮した施工方法（ペアガラスの使用等）の提案
＊６．社会貢献活動はロードボランティアの実施など

※液化石油ガス(ＬPG)使用量は極少量につき目標設定をしない。

　　○電力のＣＯ２排出係数は四国電力調整後排出係数を使用する
　　　2019年度（2020年1月7日公表）：0.535（ｋｇ－CO₂/ｋWh)

項目 単位

目標値（2020年度） 目標値（2021年度） 目標値（2022年度）

2020年8月から
2021年7月

 （）内は削減率

2021年8月から
2022年7月

 （）内は削減率

2022年8月から
2023年7月

 （）内は削減率

100 100 100

10 10 10

建設資材及び事務用品のグリーン購入に努める

環境に配慮した工事の実施に努める
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6.環境経営計画

期間：2020年8月～2021年7月

活動内容 責任者

全社員

福間郁也

福間郁也

全社員

久米道仁

全社員

久米道仁

久米道仁

全社員

全社員

久米静佳

久米静佳

久米道仁

久米道仁

久米静佳

久米静佳

福間郁也

福間郁也

福間郁也

福間郁也

福間郁也

不要時の空冷ファンの電源オフを徹底する

OA用紙の両面使用する

項目

資材の適正数量を適切に把握し、無駄な使用を削減する

資材の使用が削減できるような作業工程を心掛ける

燃料使用量
削減

電力使用量
削減

こまめに蛇口を閉める

現場及び周辺地域の清掃活動の実施

アイドリングストップを心掛ける

排ガス対策装備と定期的点検

タイヤの空気圧・エンジンオイルの定期的な点検

鉄骨製作機械は使用時のみ電源を入れる

消耗品の在庫管理による不必要な購買を避ける

エコマーク商品の優先購入

グリーン商品の優先購入

低騒音・排出ガス対策重機の使用

環境負荷の少ない製品・資材の使用

発注者に環境に配慮した施工方法を提案する

ロードボランティアの実施

空調の設定温度を冷房時28℃、暖房20℃

昼休み・無人時間帯の消灯

OA機器はこまめに電源を切る

節水の徹底周知

環境に配慮した工事の実施

社会貢献活動

ＣＯ2 排出量

削減

廃棄物排出量
削減

一般廃棄物

産業廃棄物

グリーン商品購入

用水使用量削減

（排水量削減）
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7.環境経営目標の達成状況

基準値
(2019年度）

項目 単位

電力使用量（オフィス） kWh 5,296 5,243 （１％） 5158 98.4% ○

電力使用量（現場） kWh 33,563 33,227 （１％） 34,825 104.8% ×

ガソリン（車両） L 7,651 7,574 （１％） 6,732 88.9% 〇

ガソリン（現場） L 350 347 （1％） 639 184.4% ×

軽油（車両） L 8,689 8,602 （1％） 7,143 83.0% 〇

軽油（現場） L 23,369 23,135 （1％） 16,261 70.3% 〇

灯油（現場） L 206 204 （1％） 69 33.8% ○

ＣＯ2 排出量 kgｰCO２ 122,597 121,371 （1％） 99,064 81.6% 〇

一般廃棄物排出量 kg 441 437 （1％） 440 100.8% ×

産業廃棄物排出量 ｔ 328 325 （1％） 647 199.2% ×

産業廃棄物再資源化率 ％ 100 100 100.0% ○

水使用量 ㎥ 233 231 （1％） 465 201.6% ×

グリーン商品購入率 ％ 全件 80 100% ○

環境配慮工事 件 10 全件 100% ○

社会貢献活動 回 10 10 100% ○

●環境経営目標の実績と評価意見

　〇CO2の排出量は目標値に対して81.6％であり、十分に達成できており、以下の通り総エネルギー使用量に対する

　　割合の高い車両ガソリン及び車両軽油、現場軽油の減少によると評価する。

　　〈〉内は総エネルギー使用量に対する割合

　　・電力使用量（現場）〈18.3％〉：鉄工所の溶接使用により増加し、総エネルギーの増加に影響を与えている。

　　・ガソリン（現場）〈1.5％〉：河川工事の水中ポンプ使用に伴う発電機使用のため、基準値より大きく増加しているが、

　　　総エネルギーに与える影響は少ない。

　　・ガソリン(車両）〈15.8％〉、軽油（車両）〈18.6％〉、軽油(現場）〈42.3％〉：残土の現場内処理が可能な工事

　　　によることと、自社施工工事の減少のため基準年より減少した。

　〇廃棄物排出量

　　・一般廃棄物：基準値に対しては微減だが、目標値は達成できなかった。もう一歩削減努力が必要である。

　　・産業廃棄物：水道施設整備工事におけるｱｽﾌｧﾙﾄ殻（531ｔ）搬出に伴い大きく増加している。

　　・水使用量：自社で洗車を実施するようになったため大きく増加している。

※液化石油ガス（LPG）(オフィス） これまで把握できていなかったので今期より分析対象とする（今期　6.83ｋｇ）

100

80

全件

10

目標値
（2020年度）

実績値
実績値/目標

値
（％）

評価

2019年8月から
2020年7月

2020年8月から
2021年7月

 （）内は削減率
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8.環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

評価

○

○ 次年度も継続する

○ 次年度も継続する

○ 次年度も継続する

○ 次年度も継続する

○ 次年度も継続する

○ 次年度も継続する

○ 次年度も継続する

○ 次年度も継続する

○ 次年度も継続する

○ 次年度も継続する

○ 次年度も継続する

○ 次年度も継続する

○ 次年度も継続する

△ なお一層の努力をする

△ なお一層の努力をする

○ 次年度も継続する

○ 次年度も継続する

○ 次年度も継続する

○ 次年度も継続する

○ 次年度も継続する

　　※評価 ○ 活動の取組が十分できた

△ 一部改善の余地がある

× 大幅な改善の余地がある

　　※現場監督、作業員、事務員へのヒアリング（月末）や環境管理責任者の見回り及び点検時の確認により評価した。

粉塵・濁水防止対策など概ね実施
出来ている

計画通り活動出来ている

概ね実施出来ている

活動が定着出来ている

計画通り定期的点検が実施出来
ている

十分に取り組めている

概ね実施出来ているが改善の余
地がある

概ね実施出来ているが改善の余
地がある

対応重機の使用ができている

概ね実施出来ている

朝礼等で周知を継続出来ている

活動が定着出来ている

活動が定着出来ている

活動が定着出来ている

概ね実施出来ている

活動が定着出来ている

発注者に環境に配慮した施工方
法を提案する

ロードボランティアの実施

現場及び周辺地域の清掃活動の
実施

資材の適正数量を適切に把握し、
無駄な使用を削減する

資材の使用が削減できるような作
業工程を心掛ける

エコマーク商品の優先購入

グリーン商品の優先購入

低騒音・排出ガス対策重機の使用

環境負荷の少ない製品・資材の使
用

不要時の空冷ファンの電源オフを徹
底する

OA機器はこまめに電源を切る

節水の徹底周知

こまめに蛇口を閉める

OA用紙の両面使用する

昼休み・無人時間帯の消灯

アイドリングストップを心掛ける

排ガス対策装備と定期的点検

タイヤの空気圧・エンジンオイルの
定期的な点検

鉄骨製作機械は使用時のみ電源を
入れる

空調の設定温度を冷房時28℃、暖房
20℃

項目 活動内容

社会貢献活動

見直し取組結果

一般廃棄物

産業廃棄物

廃棄物排出
量

削減

グリーン商品購入

環境に配慮した工事の実施

燃料使用量
削減

電力使用量
削減

ＣＯ2 排出量

削減

用水使用量削減

（排水量削減）

消耗品の在庫管理による不必要
な購買を避ける

活動が定着出来ている

活動が定着出来ている

活動が定着出来ている

現場責任者が作業員を注意するこ
とがあった

次年度も継続する

計画通り定期的点検が実施出来
ている
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9.環境関連法規等の遵守状況の結果

確認日 確認者 評価

第3条
マニフェストの管理
関係業者との契約締結

2021年
7月31日

久米道仁 ○

第11条
処理状況の確認
適正処理に必要な措置を講ず
る

2021年
7月31日

久米道仁 ○

第12条
三

マニフェストの適切な運用
2021年
7月31日

久米道仁 ○

第12条
三の7項

報告書の作成と提出
2021年
7月31日

久米道仁 ○

第20条
の五

適正な管理に必要な措置を講
ずる

2021年
7月31日

久米道仁 ○

第20条
の七

内装仕上げの規制、換気設備
の義務付および天井裏の制限
等の規制を遵守する

2021年
7月31日

久米道仁 ○

第28条
二

適正な管理に必要な措置を講
ずる

2021年
7月31日

久米道仁 ○

第9条、
第10条

廃棄物の分別
着手7日前までに都道府県知
事へ届出

2021年
7月31日

久米道仁 ○

第16条
廃棄物の種類ごとに適切な処
理業者に委託する

2021年
7月31日

久米道仁 ○

第14条
着手7日前までに市町村長に
届出

2021年
7月31日

久米道仁 ○

第14条
着手7日前までに市町村長に
届出

2021年
7月31日

久米道仁 ○

第5条 検査、点検の定期的実施
2021年
7月31日

久米道仁 ○

第7条、
第8条

検査、点検の定期的実施
2021年
7月31日

久米道仁 ○

第11条 検査、点検の定期的実施
2021年
7月31日

久米道仁 ○

第5条
除去作業開始前に労働基準監
督署長へ届出

2021年
7月31日

久米道仁 ○

第18条
特定工事に該当する場合、発
注者に書面にて説明する
調査結果を現場に掲示する

2021年
7月31日

久米道仁 ○

第88条
作業開始の14日前に労働基準
監督署長へ届出

2021年
7月31日

久米道仁 ○

換気の励行及び対象物質の適
切な管理のため建設資材（接
着剤）を選別する

2021年
7月31日

久米道仁 ○

第6条
適正な処理に必要な措置を講
ずる

2021年
7月31日

久米道仁 ○

第2条、
第4条、
第5条

適正な処理に必要な措置を講
ずる

2021年
7月31日

久米道仁 ○

簡易点検：4月、7月、10月、
1月末日

2021年
7月31日

福間郁也 ○

　環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

なお、関係当局よりの違反・訴訟等の指摘は、過去3年間ありませんでした。

フロン排出抑制法
重機に搭載されているエアコンのフ
ロン漏えい点検

学校環境衛生の基
準

ホルムアルデヒド、トルエン等対象
物質の管理

高知県環境基本条
例

事業活動に伴って生じる公害を防止
し、または自然環境を適正に保全す
る

大月町 廃棄物の
処理及び清掃に関
する条例

ごみの適正な処理を実行する

石綿障害予防規則
石綿等使用保温材等の解体作業の届
出

大気汚染防止法
特定粉塵排出作業を伴う特定工事に
該当するか否かの調査

労働安全衛生法 石綿等除去作業の届出

騒音規制法 特定建設作業の実施の届出

振動規制法 特定建設作業の実施の届出

浄化槽法

法令検査、保守点検

法令検査、保守点検

法令検査、保守点検

建築基準法

居室内において衛生上の支障を生ず
る恐れのある物資の適正な管理

居室を有する建築物の建築材料につ
いてのホルムアルデヒドに関する技
術的基準

居室内における化学物質の発散に対
する衛生上の措置

建設リサイクル法

分別解体等の実施義務

再資源化の実施義務

法規名 規制内容 実施内容
遵守状況

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律
（廃棄物処理法）

事業者の責務：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

事業者はその廃棄物を自ら処分する
こと

産業廃棄物管理票（マニフェスト）
の交付

マニフェスト交付状況報告書の作成
及び都道府県知事への提出
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10．代表者による全体の評価と見直し・指示

１　環境経営方針

　事業内容が変わらないため、改訂をしない。

２　環境関連法規等の取りまとめ

　一覧表の法律は、改正がないので変更しない。

３　環境経営目標・環境経営計画

　（１）　環境経営目標は、今年度見直したので次年度も継続する。

　（２）　環境経営計画は、事業内容が変わらないため、変更しない。

４　実施体制

　変更しない。

５　その他

　レポートは、作成したら直ちに地域事務局へ送付し、HPに搭載してもらうこと。
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