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１ ． 環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。

２ ． 二酸化炭素排出量の削減を推進します。（電気、ガソリン、軽油 ）

３ ． 事務所での廃棄物の削減を推進します。

４ ． 建設現場等での建設リサイクル、再生資源の利用を推進します。

５ ． 総排水量の削減を推進します。

６ ． グリーン購入を推進します。

７ ． 環境に配慮した施工をします。
　

８ ． 建設業協会主催の地域美化活動への参画を年１回行います。

９ ． 本方針を全従業員に周知徹底します。

制定日：

代表取締役社長　堀　江　一　雄

Ⅰ．ごあいさつ

　当社は、昭和２８年２月創立し当初は建築事業を通じ、平成元年より土木事業・
高速道路保全工事を通じ、地域のみなさまの暮らしの近くで様々な空間づくりのお
仕事をさせてもらっています。小規模な修繕工事から大規模な公共施設、文化施設
さらには文化財の保存修理とともに個人住宅まで、多彩な施工分野で地域のみなさ
まに寄り添いながら、品質・安全衛生・環境全てに配慮した丁寧な仕事で、安心な
暮らし作りに貢献していきたいと考えています。

環 境 方 針
　当社は、建築工事、土木工事、造園工事、道路保全作業の各事業分野において、
地球環境の保全のために、環境負荷の一層の低減を図るべく、全社一丸となって、
自主的・積極的に環境への取組を推進します。

2015年5月1日

株式会社　ホリエ
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Ⅱ．組織の概要

（１） 名称及び代表者名

株式会社　ホ　リ　エ

代表取締役　堀 江　一 雄

（２） 所在地

本　　　社 〒670-0814　兵庫県姫路市野里上野町一丁目１４番８号

御国野資材倉庫　　〒671-0234　兵庫県姫路市御国野町国分寺178-3

（３） 環境管理責任者及び担当者の氏名と連絡先

責任者　常務取締役　堀　江　　 　脩 TEL：０７９－２２３－７２２２

担当者　総務部 西　川　美　香 FAX：０７９－２８２－０５３２

Email：kabhorie@nike.eonet.ne.jp

（４） 事業内容

　　許可番号　兵庫県　特-27　第450648号　　許可年月日　平成28年2月28日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　許可期限　　平成33年2月27日　

１級建築設計事務所　

 登録番号　(一財)兵庫県１級建築士事務所協会　第01A02760号　　

　　　　　登録年月日　平成25年9月30日

　　　　　有効期限　　平成30年9月29日　

（５） 事業の規模

会社創立 昭和　28年　3月　1日

会社設立 昭和　34年　4月　1日

資本金 20.8百万円

売上高　　　　　

本社社屋 本社倉庫

14名 無人 無人 18名 32名

579㎡ 232㎡ 308㎡ 525㎡ 1,644㎡

1,165㎡ 1,009㎡ 3,930㎡

（６） 組織

　 　

環境事務局

総務部 建築部 土木部

建設現場

（７） 事業年度

９月～翌年８月

代表取締役

環境管理責任者

建設現場(姫路西事業所)

土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、ほ装工事業、造園工事業

　651百万円（第57期　H26.9.1～H27.8.31）

 1,468百万円（第58期　H27.9.1～H28.8.31）

 667百万円（第59期　H28.9.1～H29.8.31）

各事業所の規模 本　　社
御国野倉庫 合計

土木部 姫
路西事業所

従  　業  　員

延べ 床面積

敷 地 面 積 1,756㎡
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Ⅲ．認証・登録の対象範囲

登録組織名： 株式会社ホリエ
対象事業所： 本社、御国野倉庫、金竹倉庫
活動： 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、ほ装工事業、造園工事業

Ⅳ．主な環境負荷の実績

kg-CO2 154,603 123,662 142,258 167,871 151,238

ｋWh 23,261 21,162 29,445 21,877 26,715
L 20,821 18,964 16,134 18,940 22,734
L 35,865 26,135 34,077 42,860 32,116

kg 不明 不明 477 460 662
ｔ 154 597 145 220 2,483
㎥ 289 399 326 174 152

Ⅴ．環境目標及びその実績

　　（1）実績と中期目標

kg-CO2 154,603 149,964 148,418 155,476 153,865 152,256
対基準 △3% △4% +2.6％ +1.7％ +0.7％
実績値 kg-CO2 167,871 151,238

目標kWh 23,261 22,563 22,331 26,449 26,180 25,913
kg-CO2 12,142 11,778 11,657 13,806 13,666 13,527
対基準 △3% △4% △1% △2% △3%

実績値KWh 21,877 26,715
排出kg-CO2 11,419 13,946

L 20,821 20,196 19,988 22,507 22,279 22,052
kg-CO2 48,339 46,888 46,405 52,254 51,724 51,197
対基準 △3% △4% △1% △2% △3%
実績値L 18,940 22,734
排出kg-CO2 43,973 52,781

L 35,865 34,789 34,430 34,072 33,713 33,354
kg-CO2 94,122 91,298 90,356 89,417 88,474 87,532
対基準 △3% △4% △5% △6% △7%
実績値L 42,860 32,116
排出kg-CO2 112,479 84,283

kg 実態調査 実態調査
kg-CO2
対基準
実績値kg 77
排出kg-CO2 228

目標設定
取組開始
(第58期)

目標設定
取組推進

目標設定
取組推進

目標設定
取組推進

目標設定
取組推進

目標設定
取組推進

kg 477 472 467 655 649 642
対基準 △1% △2% △1% △2% △3%
実績値 477 460 662

対基準 適正処理 適正処理 適正処理 適正処理 適正処理
実績値 154.1 220 2,483

ｔ／百万円 0.174 0.330 3.171

項　目 単位
第56期

基準年度
第57期 第58期 第59期

第60期
(当期)

二酸化炭素排出量
　電力
　ガソリン
　軽油
廃棄物排出量
　一般廃棄物

第61期 第62期 第63期
　　　　　　　　　年　度
　　項　目

第56期
基準年度

第59期
第60期
（当期）

　ガソリン
　　使用量削減

※組織拡大により第61期より基準年度を第60期とする。

　一般廃棄物
　　　　の削減

※組織拡大により第61期より基準年度を第60期とする。
　産業廃棄物
　　　　の削減

　産業廃棄物
総排水量

Ⅱ．廃棄物の削減

　軽油
　　使用量削減

※ 組織を拡大したが、事業量は大きく増加することはないので、基準年度は変更しない。

　液化石油ガス
　　使用量節減

※2018年6月から工事用に液化石油ガスを購入使用することになったため、項目を追加した。

Ⅰ．二酸化炭素
　　排出量削減

※組織拡大により基準年度を第56期と第60期の２年度を採用したため、第61期以
降の達成目標値は、各項目の二酸化炭素排出量の合計で上記のようになる。

　電力使用量
　　　　　削減

※組織拡大により第61期より基準年度を第60期とする。

※受注工事の種類により変動するので、対基準は適正処理とする。
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ﾘｻｲｸﾙ量ｔ 144.3 208.9 2,433
％ 93.7 96.5 97.4 93.7 93.7 93.7

対基準 ＋3％ ＋4％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
実績値 95.7 98.0

㎥ 289 280 277 275 272 269
対基準 ▽3% ▽4% △5％ △6％ △7％

実績値 174 152

％
目標設定
取組開始
(第58期)

40.1 40.5 40.9 41.3 41.7

対基準 ＋1％ ＋2％ ＋3％ ＋4％ ＋5％

実績値 39.7 49.9 66.0
ｴｺ購入金額 249,181 276,441 135,957
総購入金額 628,099 554,074 206,140

件
目標設定
取組開始
(第58期)

3件以上
手持資材の
活用、工法
変更で使用
資材の節減

3件以上
工法による
工期短縮、
工法変更で
使用資材の
低減

3件以上
太陽光利用
で照明削
減、工法変
更で使用資
材の低減

3件以上
余剰資材発
生の低減、
工法変更で
使用資材の
低減

3件以上
余剰資材発
生の低減、
工法変更で
使用資材の
低減

対基準 3 3 4

件 8 1 1 1 1 1
対基準 1 1 1

　（2）評価
　年度により売上が大きく変動する建設業は、排出量や使用量を数量の増減で評価するのは適切で

なく、また、分かりづらい面がある。よって、同一の単位で評価をすることとし、工事売上百万円

単位での排出量を算出する。

　売上高100万円当りの排出量や使用量で評価し,考察する。

百万円 1,468 667 783

実績値 kg-CO2 152,171 167,871 151,238

単位当り kg-CO2/百万円 103.7 251.7 193.2

実績値 KWｈ 29,445 21,877 26,715

二酸化炭素 kg-CO2 15,370 11,420 13,945

単位当り KWｈ/百万円 10.5 32.8 34.1

実績値 L 20,404 18,940 22,734

二酸化炭素 kg-CO2 47,371 43,972 52,781

単位当り L/百万円 32.3 65.9 67.4

実績値 L 34,077 42,860 32,116

二酸化炭素 kg-CO2 89,430 112,479 84,283

単位当り L/百万円 60.9 168.6 107.6

実績値 kg 77

二酸化炭素 kg-CO2 228

単位当り kg/百万円 0.1

Ⅳ.グリーン購入
実績値=
　ｴｺ購入金額/
　　　総購入金額

第58期

　3)液化石油ガス
　　　使用量削減

実態調査。工事用で支給されてい
たが、4月から当社持ちになった
ため、項目に液化石油ガスを追加
した。

　2)ガソリン
　　　使用量削減

　3)軽油
　　　使用量削減

目標値：19,988L
当期達成率：91.0％
使用量2,650L増で未達成。人員増
による増。売上高百万円当たりで
は横ばい。

目標値：34,430L
当期達成率：107.2％
使用量2,264L減で達成。百万円当
りでも168.6Lから107.6Lに減少。

売上高

目標に対する達成率
評　　価

Ⅴ.環境配慮工法
　 の施工

Ⅵ．地域美化活動
　　 への参加

注）電力の二酸化炭素排出量への排出係数は、平成25年度関西電力公表の 0.522kg-CO2/kWhを使用。 

第59期
第60期
(当期)

　建設リサイクル
　　　 率の向上

※第56期を基準年度として毎年1％を節減していくと第63期にリサイクル率100％
になる。このため目標値を第56期のリサイクル率をもって今後の目標値とする。

目標値：22,331kwh
当期達成率：81.1％
3,454kwhの増で未達成。西事業所
を6月に購入し、改修工事や7月に
開所に伴う増と猛暑によるｴｱｺﾝの
温度設定による増と考えられる。

　1)電力
　　　使用量削減

目標値：148,419㎏-CO2
当期達成率：98.6％
2,060kg-CO2増で未達成。前期より

売上高は増加したが、百万円単位
当り排出量では減少。

Ⅲ．水使用量
　　　　の削減

※ 組織を拡大したが、事業量は大きく増加することはないので、基準年度は変更しない。

　　　　　　　　　年　度
　　項　目

第56期
基準年度

第59期
第60期
（当期）

第61期 第62期 第63期

Ⅰ．二酸化炭素
　　　排出量削減

年 度 
項 目 
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百万円 1,468 667 783

実績値 kg 477 460 661

単位当り ｔ/百万円 0.32 0.69 0.84

実績値 ｔ 145 220 2,483

単位当り ｔ/百万円 0.10 0.33 3.17

ﾘｻｲｸﾙ率 ％ 89.1 94.9 98.0

ﾘｻｲｸﾙ量ｔ ｔ 130 209 2,433

実績値 ｍ
3 326 174 152

単位当り ｍ
3
/百万円 0.22 0.26 0.19

ｴｺ購入実績 円 249,181 276,441 135,957

文具購入総額 円 628,099 554,074 206,140

ｴｺ製品率 ％ 39.7 49.9 66.0

実績値 件 実態調査 3 4

実績値 件 8 1 1

Ⅰ．二酸化炭素排出量の節減

　基準年度の154,603㎏-CO2から3,365㎏-CO2節減したが、第60期目標値148,418㎏-CO2には達しな

かった。

当社の二酸化炭素排出量に大きく影響するのは、特に軽油の割合が総排出量の約55.7％を占めて

いる。ガソリンを含めると90.6％である。排出量を減らすには、化石燃料の節減である。

　当社の業務で軽油の使用は、全て車両の燃料である。その車両の全てが高速道路の保全工

事に使用しており、その作業内容や台風・豪雨・交通事故・降雪・気温等により大きく左右され

る。　

　第60期は、高速道路の経年変化で保全工事は増加傾向である。また、7月に土木部の高速道路保

全工事事務所として「姫路西事業所」を開設し、職員を配置するとともに緊急時の資材のストッ

クすることができる施設にした。このため、姫路西事業所の総排出の節減が当社の達成に大きく

影響してくる。第61期で実態調査を行い以降の目標値を設定していく。

Ⅱ．廃棄物の節減

　一般廃棄物は、本社から出る生活ごみとパンフレットや書類のシュレーダーごみである。

ほぼ固定されたごみで受注金額に大きくさ左右されることは無く、500kg弱で推移しているが、7

月に姫路西事業所を開設したので、今後一般廃棄物は増加すると考えられので、会議のペーパレ

スに力を入れていく。

　第60期は組織拡大に伴い書類を整理したために、前期より増加した。

　産業廃棄物の発生は、受注した工事内容により大きく変化する。既設建設物の取壊し工事が含

まれれば排出量は増加するが、新設工事なら持ち込んだ資材の切れ端程度になる。

第60期は、解体取壊し工事を1件受注したため、排出量が大きく増大した。しかし、リサイクル

率100％のコンクリート殻が大量に排出したので、リサイクル率は98.6％で達成した。

第58期 第59期
第60期
(当期) 目標に対する達成率

評　　価
売上高

Ⅱ．廃棄物の削減
　1)一般廃棄物の
　　　　　節減
　(第58期基準）

目標値：467㎏
当期達成率：76.3％
西事業所開設および組織拡大に伴
い不要書類を処分したことによる
増。

Ⅴ．環境に配慮
　　　した工法

内容

手持ち資材
の使用、設
計変更で使
用資材低減

工法変更で
工期短縮、

  2)産業廃棄物
　　　　適正管理

Ⅳ．ｸﾞﾘｰﾝ購入
　(第57期基準）

目標値：277ⅿ
3

当期達成率：182.2％
達成できた。水を大量に使う工事
受注が無。百万円当りの使用量は
減少。

Ⅵ．地域美化活動
　　　　への参加

内容
業界主催に
参加、業務
関連地域に

参加

Ⅲ．水使用量の
　　　　　　削減

目標値：ｴｺ購入比率40.5％
当期達成率：162.9％
エコ商品の購入を積極的に実施
し、達成できた。

工法変更で
作業手間の
低減、施工
法の工夫で
作業を簡素

化

業界主催に
参加

業界主催に
参加

目標値：1件以上
当期達成率：100％
建設業協会主催の清掃奉仕活動に
積極的に参加した。

目標値：3件
当期達成率：133.3％
常に作業効率化、使用資材の低減
化、手持資材の使用を施工計画時
に考えている。今後も創意工夫を
実施していく。

目標値：リサイクル率97.4％
当期達成率：106.2％
前期より2,263ｔ増量、ﾘｻｲｸﾙ率は
98.0％で目標の97.4%達成。しか
し、百万円当りの排出量では3.17
ｔと大きく増加となった。

年 度 
項 目 
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Ⅲ．水使用量の節減

　適切な使用量の推移となっている。

　当社は仕事上大量に水を使用する工事は無いため、大きな変動はこれからも無いと考えら

れる。

Ⅳ．グリーン購入

　ＥＡ２１を導入してから文具製品は、エコ商品を購入するように心がけている。

第59期は49.9％であったが、今期は66.0％とほぼ文具購入の6割はエコ商品を購入した。

今後もエコ商品の購入に心がけていく。

Ⅴ．環境に配慮した工法等の施工

 ISO9001のシステムを導入して17年になろうとしています。建築現場では品質目標の一つに

「創意工夫を行い、現場に役立てる」と謳っている。十数の創意工夫が出されるが、多くは

自社手持ちの資材の活用、設計使用資材の低減、作業の効率化、安全衛生に関するものであ

る。創意工夫を行なうことが、環境に配慮した工法等となっており、今後も創意工夫を凝ら

しながら、環境に配慮した資材管理・工法変更・作業の効率化等に取り組んでいく。

Ⅵ．地域美化活動への参加

　地域美化活動への参加は、建設業協会姫路支部主催の清掃奉仕活動に参加している。毎年

地域別に区割りして協会会員会社はもとより、会員以外の会社も参加して清掃奉仕している。

当社は協会の理事会社であり、他社に呼びかけ積極的に参加している。引き続き参加していく。

　高速道路の保全工事を行っているが、路肩のごみは作業前に拾ってから作業するように心がけ

ている。

Ⅵ．環境活動計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容

◎よくできた　○まずまずできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況

△

◎

◎

◎

○

（目標達成）

△

◎

○

取り組み計画 評価結果と次年度の取組内容

・空調温度の適正化
（冷房28℃暖房20℃）

極力冷暖房をせずに窓を開けることで対応し、煖房は
20℃冷房は28℃に設定した。しかし今期は猛暑で外気温
が35℃を超える日が多くあり、職員が熱中症にもなり冷
房を26℃にした日も多くあった。エアコンの低圧電力の
使用が増加したが、低減に努力していく。

・急加速・急停車の防止 教育で低定期に取り組んだ。継続して取組む。

・効率的な移動
もっと無駄を省く計画性が必要と思われる。
次期も、引き続き移動の効率化を図る。

　軽油使用量の削減

・規制内作業車のエンジンストップ
高速道路上での停車中の工事用車両は、原則エンジンを
かけて黄色の回転灯を点灯させる規則である。

・不要照明の消灯
外出時のデスク上の不要照明の消灯を徹底した。昼休み
など長時間不使用時にはしっかりと対応できた。習慣に
なっておりこれからも行動していく。

　ガソリン使用量の削減

・アイドリングストップ さらなる取り込みに努める。

（目標未達成）

（目標未達成）

（目標未達成）

二酸化炭素排出量の削減

（下記の通り） （下記の通り）

　電力使用量の削減

・アイドリングストップ
弁当の腐敗防止と熱中症対策以外では、ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟを
実施してきた。

・空気圧、オイル等の点検
給油時に月１回以上実施するように徹底している。
職員の中で前職が車両整備士がおり、彼に車両点検を担
当させ、終礼後車両を点検している。
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達成状況

◎

○

◎

◎ 以前から分別しており、状態を把握している。

◎

○

○

◎

◎

（目標達成）

◎

○

◎

◎ 月々の購入物の選別にエコ商品を優先させる。

△

○

Ⅶ．環境関連法規等の遵守状況の評価の結果

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

遵守評価

遵守

遵守

遵守

実績なし

遵守

・ペーパレス化の推進 各種社内会議でのペーパレス化の検討。

・分別の徹底
5種類に分別している。今後も正確な排出量を把握しなが
ら、削減に努める。

　産業廃棄物の適正管理 （目標達成）

　一般廃棄物の削減 （目標未達成）

取り組み計画 評価結果と次年度の取組内容

・分別によるリサイクル推進
一般廃棄物及び特定建設資材廃棄物の分別を実施してお
り、リサイクル率の向上を指導している。

・資材の有効活用
使用可能な残材を保存し活用し建設材の低減にも取り組
んでいる。

・仮設資材の再利用の推進
原則再利用している。
次年度も、左記取組を継続する。

・適正管理の徹底 ﾏﾆﾌｪｽﾄを活用し、正確な排出量を把握している。

・産廃ボックスの設置

・保管場所の掲示板を設置

設置済みである。今後も実態調査を継続しながら、削減
に努める。
新規受注した現場に産廃ボックスを設置するときも、法
に基づき掲示板を設置する。

建設リサイクル率の向上 （目標達成）

グリーン購入の推進 （目標達成）

・事務用品のエコ商品購入

・節水シールの貼付とポスター掲示 節水ステッカー等を掲示している。

・清掃時・手洗い時の節水 姫路西事業所の手洗い・トイレは節水型を設置した。

再生資源の利用 （目標達成）

・再生砕石の使用促進
設計・見積段階で積極的に再生砕石の使用を次年度も、
左記取組を継続する。

水使用量の削減

・節水の周知徹底
節水を呼びかけており、適切な使用量の推移となってい
る。引き続き維持していく。

・建設業協会の呼びかけに応ずる
今期も協会の呼びかけに応じ、美化活動に参加した。今
後とも建設業協会の趣旨に賛同し参加していく。

適用される法規制 遵守する事項

廃棄物処理法 保管基準の遵守、収集運搬・処分業者との適正な契約、マニフェ
ストの交付・保存・確認・交付状況等報告書の提出

環境配慮した工法の施工 （目標達成）

・工事の創意工夫を実施
工事の創意工夫を実施することで、環境に良い段取り、
工法、資材の調達等を実施する。

地域美化活動への参画 （目標達成）

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法 規制対象車両の登録禁止
規制対象車両の指定地域通行禁止

建設リサイクル法 建築物等の分別解体義務、事前届出
特定建設資材廃棄物の再資源化義務

建設業の再生資源利用省
令

再生資源、建設工事副産物の再利用
再生資源利用計画書、実施記録の作成

大気汚染防止法 特定粉じん排出等作業の実施の届出、作業基準の遵守
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遵守評価

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

実績なし

実績なし

遵守

実績なし

遵守

順守

実績なし

実績なし

なお、環境法規制等への違反、訴訟、環境上の苦情等も過去３年間ありませんでした。

Ⅷ．代表者による全体の評価と見直し

2018年　10月　3日
代表取締役　堀 江　一 雄

適用される法規制 遵守する事項

騒音規制法 特定建設作業の届出、規制基準の遵守

振動規制法 特定建設作業の届出、規制基準の遵守

使用済自動車の適正な事業者（引取登録事業者）への引き渡し

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていることを確認しました。

自動車リサイクル法

　
　当社の事業は、建築の新築工事・改築維持補修工事・文化財の保存修理工事や高速道路の保全
工事である。より良い地球環境や自然環境を次世代に残すため、その取組みの大切さを社員全員
が認識し、エコアクション21に取り組むものである。

　ＥＡ21の認証は2015年12月2日に受けてから今年でまる3年になる。二酸化炭素削減は、受注産
業である建設業にとってはなかなか取り組みづらい作業である。建設業といっても受注工事の内
容により廃棄物の発生量が大きく異なる。また、当社の二酸化発生割合は、電力による発生量が
全体のが9.2％、ガソリンが34.9％、軽油が55.7％、LPGが0.2％である。軽油が5.5割、ガソリン
が3.5割を占めており9割が化石燃料である。特に軽油は高速道路の保全工事に使用する工事用車
両がほぼ100％であり、これの削減が二酸化酸素排出量の削減に大きく影響する。

　高速道路上での工事には、多くの決め事がありエンジン停止は自由にできない中で、知恵を
絞って燃料の削減を図ってもらいたい。ガソリンの使用量は、現場責任者の使用する連絡車両が
90％を占めており、運転の仕方や効率よく顧客回りを考えて削減すること。

　建築部門において、ISO9001で創意工夫を担当部長宛に提出することになっており、この提案が
環境にやさしい工法や使用資材の削減に寄与している。今後も取り組んでいくこと。

姫路市火災予防条例 火災発生の恐れのある機器の取扱基準の遵守、指定数量未満の危
険物・可燃物の貯蔵の届出及び技術基準の遵守、

高圧ガス保安法 高圧ガスの貯蔵・移動等高圧ガスの取扱の消費基準の並びに点検事項

フロン排出抑制法 フロン類使用機器の定期点検と記録、漏洩防止、廃棄時の適切な処理

家電リサイクル法 特定家電4品目の適正な事業者（家電販売店）への引き渡し

水質汚濁防止法 公共用水域への排出水の排出基準の遵守、特定施設の届出、水質
の測定と記録、事故時の届出

浄化槽法 浄化槽の設置の届出、保守点検、清掃、水質定期検査の実施

消防法 （防火対象物）防火管理者の届出、消防計画の作成、避難訓練の
実施、消火設備・火災警報設備の点検整備、避難設備の維持
（危険物取扱所）設置許可、技術基準の遵守、危険物保安監督者
の届出、定期点検の実施と記録の保存

姫路市公害防止条例 特定建設作業の届出、規制基準の遵守

オフロード法 基準に適合した特定特殊自動車の使用

低騒音・低振動型建設機
械の規定

低騒音・低振動型建設機械の使用の促進
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Ⅸ．環境活動の紹介 7

＜エコアクション掲示板＞ ＜省エネ＞

本社　照明節電表示

環境方針掲示

昼間の姫路西事業所 事務所内節電

　　　節水表示 感知式トイレ照明

　　　　エコ型便器　　 エコ型便器
　　　＜省エネ＞

昼間の本社事務所内節電

姫路西事業所 事務所内節電表示
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＜環境対応＞

（1）本社の産業廃棄物の分別

（2）国分寺倉庫の産業廃棄物置き場

　　　　　　砂・砕石置場（完全分離）

資材及び産廃分別置場 　産廃保管場所掲示

　　木屑･廃木、廃石膏ボード、混合廃棄物　　　

コンクリート殻・アスコン殻

金属くず
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（3）現場の混合廃棄物の置場 　　　

　混合廃棄物置場

（4）国分寺倉庫の整理整頓

　　産廃保管場所掲示

　　　現場事務所（発注者所有の倉庫一部を借上げ）
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＜地域美化活動への参画＞

建設業協会合同清掃奉仕

高速道路保全工事前の清掃



13

＜環境教育訓練＞

          火災報知器作動訓練 　　　　　           消火器使用方法訓練

      現場作業員教育　技術職員の教育
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