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１．組織の概要

（１） 名称及び代表者名
株式会社　モリオ建工
代表取締役　森尾　司

（２） 所在地
本社 大阪府枚方市大垣内町２丁目１７番５号
守口支店 大阪府守口市大久保町４丁目１番３０号

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 森尾　司 TEL：06-6902-2723

FAX：06-6902-3314

（４） 事業内容
鉄道土木工事（一般土木工事）

（５） 事業の規模
売上高 365百万円
元請 8件
下請 10件

本社 守口支店 合計
3 8 11
28 264 292

（６） 事業年度 ７月～６月
活動年度 ４月～３月

２．認証・登録の対象組織・活動

登録事業者名 株式会社モリオ建工
対象事業所 本社、守口支店
活動 鉄道土木工事（一般土木工事）

従業員　　　　　
延べ床面積　　　
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３．環境方針

＜基本理念＞

＜基本方針＞

　①環境関連法規等を遵守します。

　②地球温暖化防止のため電力及び自動車燃料による二酸化炭素削減に努めます。

　③資源を大切にするとともに廃棄物の削減に努めます。

　④節水活動に取り組みます。

　⑤環境に配慮した物品の購入を推進します。

　⑥工事の施工に関して環境に配慮し、創意工夫をもって地球環境保護に努めます。

作成日：
改訂日：

　株式会社モリオ建工は、地球環境保全を最優先に考慮した施工をマネージメントしていきます。
　当社は鉄道土木工事を主として活動しており、周辺地域環境に対する配慮が必要不可欠です。
　企業の社会的責任として、地域環境保全の維持向上に取り組み、持続可能な社会の構築に
尽力します。

代表取締役

株式会社　モリオ建工

　１．当社は環境問題に対して、以下の取組を行います。

　２．この環境方針は全従業員に周知し、徹底いたします。

2014 年 10 月 10 日
2018 年 6 月 4 日
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４．実施体制図及び役割・責任・権限表

代表者

管理責任者

事務局

・環境目標、環境活動計画書原案の作成
・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及び最新版管理
・環境関連法規等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

本社、守口支店 ・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
・時部門に必要な手順書の作成及び手順書による実施

全従業員

・環境関連法規等の取りまとめ表を承認
・環境目標・環境活動計画書を確認

・環境目標・環境活動計画書を承認
・代表者による全体の評価と見直しを実施
・環境活動レポートの承認

担　　　　当

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・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）

・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚
・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

・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人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境活動計画の審議
・環境活動実績の確認・評価

・環境経営システムの構築、実施、管理
・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り組みの自己チェックの実施

役 割 ・ 責 任 ・ 権 限

・環境活動の取組結果を代表者へ報告
・環境活動レポートの確認
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５．環境負荷の実績と環境目標

＜環境負荷の実績＞

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

H27.4～H28.3H28.4～H29.3H29.4～H30.3H30.4～H31.3

kg-CO2 93,419 107,241 97,987 74,735

一般廃棄物 ㎏ 809 716 950 387

産業廃棄物 ｔ 9.38 5.90 － 122

㎥ 112 77 65 56

　・　二酸化炭素排出量における電力の排出係数は、0.514㎏-CO2 /kWhを使用しました。

＜環境目標＞

2015年度 2019年度 2020年度
H27.4～H28.3 H31.4～R2.3R2.4～R3.3

基準年 目標 実績 目標 目標

6,143 3,966 4,433 4,369

(△3%) (△35%) (△30%) (△31%)

84,474 70,769 78,378 77,507

(△3%) (△16%) (△10%) (△11%)

kg-CO2 93,419 90,617 74,735 82,811 81,876

785 387 526 518

(△3%) (△51%) (△35%) (△36%)

100 100 100 100

(0%) (0%) (0%) (0%)

109 56 78 73

(△3%) (△48%) (△30%) (△35%)

23 55 25 27

(20%) (139%) (30%) (40%)

　・　目標の()内の率は、基準値に対する削減率並びに増加率を示しています。
　・　実績の()内の率は、目標値に対する削減率並びに増加率を示しています。
　・　グリーン購入の推進は、2016年度実績を基準値としています。

産業廃棄物

一般廃棄物 ㎏

廃棄物排出量

廃棄物
排出量の削減

廃棄物
リサイクル率の向上

項目 単位

項目 単位

0

H30.4～H31.3

二酸化炭素
排出量の削減

購入電力 kg-CO2 6,332

87,087
燃料

（ガソリン、軽油）
kg-CO2

上記二酸化炭素排出量合計

二酸化炭素総排出量

809

0 0 0

水道水使用量

0件

グリーン購入の推進

水道水の削減

現場活動での環境配慮
（クレーム件数）

㎥

件

112

19

2018年度

100％
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６．環境目標の実績評価、次年度の取組内容

環境にやさしい施工や工法を採用する ○

低騒音・低振動型建設機械等の使用する ○

○

環境目標の実績評価、
次年度の取組内容

○

ブラインドの効果的な利用 ○

取組の内容 評価

数値目標に対して△35％となり、達成する
ことができました。
今年度は目標を全従業員に周知し、ステッ
カーを貼るなど積極的に取り組みましたの
で、その成果が出たものと思います。
毎月の使用量を過去と対比して分析し、来
年度も目標を達成できるよう努めます。

数値目標

○

○

空調機の温度設定 ○

不使用時消灯の実施 ○

数値目標を達成することができました。
来年度も取り組みを継続し、目標を達成で
きるよう努めます。

数値目標 〇

削減につながる施工方法を発注者に提案
する

マニフェストの管理を徹底する

○

○

定期的な整備、点検を実施する ○

数値目標に対して△16％となり、達成する
ことができました。
エコドライブに積極的に取り組みましたの
で、その成果が出たものと思います。
来年度も取り組みを継続し、少量でも削減
できるよう意識を高めていきます。

アイドリングストップを徹底し、過剰な負荷
を掛けないことを心掛ける

○

数値目標 ○

数値目標に対して△51％となり、達成する
ことができました。
紙からデータへの保管が可能なものは、
データに移行しましたので、その成果が出
たものと思います。
来年度も取り組みを継続し、目標を達成で
きるよう努めます。

○

数値目標に対して△48％となり、達成する
ことができました。
今年度は目標を全従業員に周知し、ステッ
カーを貼るなど積極的に取り組みましたの
で、その成果が出たものと思います。
毎月の使用量を過去と対比して分析し、来
年度も目標を達成できるよう努めます。

数値目標 ○

ホースの先にストッパーを付ける ○

二酸化炭素削減
（電力）

エアコンフィルターの清掃

ゴミの分別を徹底する

リサイクル活動に貢献する

目的

OA機器の省電力の設定

水道水の削減

廃棄物の分別を徹底する ○

二酸化炭素削減
（自動車）

廃棄物の
リサイクル率向上
（産業廃棄物）

廃棄物の削減
（一般廃棄物）

数値目標 〇

○

○

紙からデータへの移行 ○

設備（水漏れ）の点検、整備

手洗い、洗い物時の節水の励行 ○

詰め替え製品を積極的に利用する

グリーン購入
の推進

数値目標 ○ 数値目標に対して+139％となり、達成する
ことができました。
来年度も取り組みを継続し、環境負荷軽減
に貢献できるよう努めます。

現場活動での
環境配慮

（クレーム件数）

数値目標 ○

クレーム0件で達成することができました。
来年度も取り組みを継続し、環境負荷軽減
に貢献できるよう努めます。

地元説明をしっかりとする ○

事務所用品のグリーン購入比率向上 ○

5



７．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、訴訟等の有無

当社が法的義務を受ける主な環境関連法規制は、次のとおりです。

適用される法規制の名称 適用される事項（施設・物質・事業活動等） 遵守状況

廃棄物処理法（一般廃棄物） 一般廃棄物委託基準の遵守 遵守

保管基準の遵守 遵守

許可業者への委託 遵守

委託基準の遵守 遵守

マニフェストの適正管理 遵守

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の
提出

遵守

分別解体計画の事前届出 遵守

指定副産物再資源化の励行 遵守

特定建設作業実施届の事前申請 遵守

低騒音の機械を使用 遵守

オフロード法 排出ガス対策型の使用 遵守

危険物の保管 遵守

消防用設備の点検、報告 遵守

フロン排出抑制法 業務用空調機設置の確認、点検の記録等 遵守

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ました。

なお、関係当局からの違反等の指摘は、過去３年間ありませんでした。

現場における遵守状況は、自社安全パトロールにおいて、随時確認しています。

廃棄物処理法（産業廃棄物）

建設リサイクル法

騒音・振動規制法

消防法
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８．代表者による全体の評価と見直し

　　環境活動計画にもとづき活動をした結果、2018年度は良好な結果となったと判断しております。

　　今年度は次のとおり、目標と取り組みの内容を全従業員に周知して、ステッカーを貼るなど積

　極的に取り組みました。

社内会議の状況 空調機の適正温度設定を励行

節電の励行 節水の励行

　　二酸化炭素削減（電力）、一般廃棄物、水道水の削減が目標を達成できたのは、この活動の

　成果が出たものと判断しています。

　　二酸化炭素排出量（燃料）は、現場の内容に応じて量が増減するため目標との比較分析が困

　難ですが、少量でも削減するという意識を持って、活動することを心掛けました。

　　2019年度は目標値をレベルアップして、持続可能な社会の構築に尽力いたします。

代表取締役

株式会社　モリオ建工
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現場周辺の清掃は全員でします 重機は低騒音・排ガス対策型を使用しています

窓に遮熱シートを設置しています 遮熱性の高いブラインドを使用しています

９．環境保全活動

再生紙を利用しています エコドライブを励行しています

エアコンフィルターは定期的に清掃しています ゴミの分別を徹底しています
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