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株式会社　浅川組



基本理念

当社は、建設土木工事業によって出る環境への影響を的確に捉え、

環境負荷の継続的な削減に取り組み、その活動を通じて

社員一人ひとりが環境保全に自主的・積極的に行動します

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)二酸化炭素排出量の削減

２）水資源使用量の削減

3)廃棄物の削減及びリサイクルの推進

4)再生資料の積極的利用の推進

5)グリーン調達の推進

6)地域貢献で清掃活動の推進

　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。

２．私たちは、環境に関連して適用される法令、及び、その他の同意する要求事項を遵守します。

この環境方針を全ての従業員に周知します。
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１．組織概要

（１） 名称及び代表者名
株式会社　浅川組
代表取締役社長　浅川　卓伸

（２） 所在地
本社
徳島県名東郡佐那河内村下字中川原１０−８ 

資材倉庫

（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 TEL:

　　 担当者 TEL:

（４） 事業内容

（５） 事業規模

売上高 204,920千円
従業員 9名
延べ床面積 事業所 145㎡

資材置き場・倉庫 240㎡

（６） 事業年度

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：

事業活動範囲：

３．環境に関する苦情等の受付窓口

担当者 TEL:浅川　卓伸 ０８８－６７９－２２４５

090-５７８３－６１１８

土木工事業･とび土工事業･石工事業・舗装工事業

　　しゅんせつ工事業･水道施設工事業・解体工事業

１２月～１１月

　　　株式会社　浅川組

土木工事業･とび土工事業･石工事業・舗装工事業

　　しゅんせつ工事業･水道施設工事業・解体工事業

浅川雄紀

取組の対象組織・活動
2016年5月31日

徳島県名東郡佐那河内村上字宮前４８番９

TEL:088-679-2245 FAX:088-679-2088

浅川　卓伸

浅川　雄紀

０９０－３１８２－８００９

本　社
資材倉庫

tel:088-679-2245 FAX:088-679-2088


作成日：令和  3年 8月11日    
                                                                  作成者： 浅川雄紀   

【 環境経営目標（事務所、現場） 】 

 

項      目 

 

2015年度 

15年 12月 1日～

16年 11月 30日 

実績（基準値） 

2019年度 

  目 標 
基準比 4％削減 

2020年度 

  目 標 
基準比 5％削減 

2021年度 

  目 標 
基準 6％削減 

二酸化炭素排出量(kg-CO2／年) 

 

26400 

 

 

25344 

 

25080 24816 

電力使用量  （ｋＷｈ／年） 12230 11744 11622 11500 

燃料使用量 ガソリン（L／年） 2415 2391 2367 2343 

軽油  （L／年） 4622 4438 4392 4346 

廃棄物 一般廃棄物（ｔ／年） 0.033 0.031 0.03067 0.03034 

産業廃棄物（ｔ／年） 34.86 33.47 33.17 32.87 

水使用量      （m3／年） 53 51.41 50.88 50.35 

グリーン購入（ファイル） 

グリーン商品（品目/年） 
0 8 8 8 

再生資源の積極的利用の推進(砕石)（％／年） 90％ 100％ 100％ 100％ 

社会貢献活動 

 アドプト事業参加 (4回/年) 

会社周辺の清掃  (1回/月) 

年 4回 

月１回 

年 4回 

月１回 

年 4回 

月１回 

年 4回 

月１回 

 備考 二酸化炭素排出係数 0.528（kg－CO2／kWh）2018年度四国電力  

 

【 １年の環境経営目標とその実績 】  (期間 2020年 12月 1日～2021年 11月 30日) 

 

項      目 2020年度目標値 
取組み期間実績
（2020.12.1～

2021.11.30） 
達成率（％） 

 

評価 

二酸化炭素排出量  (kg-CO2／年) 25080 59247.2 42.3 × 

  電力使用量    （ｋＷｈ／年） 11622 7446 156 ◎ 

燃料使用量 ガソリン（L／年） 2367 5757 41.1 × 

軽油  （L／年） 4392 14525 30.2 × 

廃棄物 一般廃棄物（ｔ／年） 0.03067 0.17 18 × 

産業廃棄物（ｔ／年） 33.17 489.5 6.8 × 

水使用量（排水量）  （m3／年） 50.88 147 35 × 

グリーン購入（ファイル） 

グリーン商品（品目/年） 
8 10 125 ◎ 

再生資源の積極的利用の推進(砕石) （％／年） 100 100 100 ◎ 

社会貢献活動（清掃活動）（回数/年）     
年 4回 

月１回 

    年 4回 

月１回 
100 ◎ 

注：環境目標は事務所と現場を同時に記載する。◎：100%以上、○：80％以上、△：50％以上、×：50％未満 



◇環境経営計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容

通年
達成状況

◎ 取組継続 目標達成できた

○ 取組継続 こまめな消灯、初夏頃には窓を開けるなど節電
○ 取組継続 を心がけた。
○ 取組継続
◎ 取組強化

○ 取組継続 工事数が増えたため、現場の軽油、ガソリンの
○ 取組継続 使用量が増えた。アイドリングストップや車両
◎ 取組継続 を整理し無駄積みをしないなど、エコドライブ
◎ 取組継続 を心がけるように周知する。
○ 取組継続

○ 取組継続 目標達成できなかった。

◎ 取組継続 再生用紙の使用を徹底しているので今後も

◎ 取組継続 取り組む

○ 取組継続 工事件数が多くなったため、廃棄物も増え、
◎ 取組継続 達成できなかった。
◎ 取組継続
◎ 取組継続

△ 取組継続 使用量が目標に対して多くなり、達成できなか
○ 取組継続 った。一人ひとりが節水を心がけるよう
△ 取組強化 水場にポスターや張り紙などで対応する

◎ 取組継続 目標達成できた
事務用品はエコ商品を購入するように心がけ
た

◎ 取組継続 目標達成できた

◎ 取組継続 除草作業を行った
今後も一層取り組む

◎ 取組継続 目標達成できた
引き続き取り組む

会社周辺の1ヶ月に1回の清掃
会社周辺の清掃及び支援活動

再生資源の数を把握する
再生資源の積極的利用の推進

節水バルブを80％に調整する
節水型便器の情報を収集する
倉庫に雨水の有効利用（雨水タンク等）

グリーン購入の推進
エコマーク商品を積極的に購入する

社会貢献活動
実施日内容の状況

取組計画

水使用量の削減

極力用紙からＰＤＦに変更
プレビュー徹底
メール＆ファクスにて通達

産業廃棄物（混載）の削減
材料発注時に正確な数値で拾い出しをする

手戻りを極力抑える
支障なき箇所に再利用を行う
有価物の選別

自動車燃料の二酸化炭素排出量削減

次年度の
取組内容

取組結果とその評価
（総括）

一般廃棄物（コピー用紙）の削減

夏季エアコン26℃(開始時期を極力遅らす)

冬季エアコン20℃
効率的な仕事をする
扇風機との併用
使っていないコンセントを抜く

エコドライブの励行(10カ条)
適正な車両整備(空気圧等)
効率的な業務の徹底(段取り）
四車両以上の車間距離の徹底
適切なルート選定

電力の二酸化炭素排出量削減



◇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、訴訟の無無

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。

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

環境配慮事業促進法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律　
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
建設工事に係る資材の

再資源化等に関する法律
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。

◇代表者による全体の評価と見直し・指示

目標を達成できた項目が少なかった。
今後も工事数の増加が見込まれるため、今一度全社員の環境活動に対する意識の更なる

◇環境活動の紹介
R3 6月　清掃作業

R3 7月　火災訓練

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。

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

事業者は事業活動に係る環境情報の提供に努める。

環境経営方針及び実施体制については、変更なく、継続して運用します。
向上を図り、目標を達成できるように努めていきたいと思います。

建築物の修繕・模様替工事　１億円以上 土木工事　５００万円以上 

（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。

野外焼却の禁止
対象工事　解体工事　８０㎡以上　建築物の新築・増築工事　５００㎡以上 

委託契約の締結、許可証の確認

今年度は工事数が例年より増加したことにより、産業廃棄物や軽油などが増えて


