
取組み内容 

 

環境美化活動 

1.十日町クリーン作戦 
  

2.公共空間クリーンアップパートナー事業 
  

十日町市により毎年開催されている

「ポイ捨て」や「不法投棄」をなくすた

め、市民と協働で取組む「十日町ク

リーン作戦」に平成 20 年から参加し

ています。 

 

平成 25 年度の収集したごみの量は

全体で 3,000kg、参加人数は 1,200

人となりました。当社の従業員だけで

なく、家族や近隣の子どもたちも環境

美化に協力してくれました。 

また、毎年クリーン作戦後には会社

周辺の道路清掃を実施し、地域の環

境美化にも努めております。 

公共空間の景観維持管理を目的

とした、社会貢献事業として市道

や公園を維持管理する企業や団

体を、行政が広告等の面からバッ

クアップする、十日町市の「新しい

公共モデル事業 公共空間クリー

ンアップパートナー事業」に参加

しています。 

当社は平成 23 年より参加し、十

日町駅西口公園のゴミ拾い、噴

水まわりの清掃を年に数回行っ

ています。 
十日町駅西口公園に 

クリーン作戦活動状況(H25) 

会社周辺の清掃活動 

 

) 

クリーン作戦活動状況(H25) クリーン作戦活動状況(H25) 

活動状況(H24) 活動状況(H24) 

活動状況(H23) 活動状況(H24) 

取組み内容 

環境美化活動 

・十日町クリーン作戦  1 

・公共空間クリーンアップパートナー事業  2 

  

自然環境保護活動 

・にいがた｢緑｣の百年物語 

  ～木を植え、緑を守り育てる県民運動～   1 

・十日町市民協働の森づくり      2 

・十日町市緑のカーテンコンテスト   3 

  

省エネ活動 

・エコアクション 21 認証・登録 1 

・エコドライブの推進                      2 

・新潟県エコ事業所認定制度       3 

・その他省エネ活動への取組み      4 

会社周辺の清掃活動 

 

) 

会社周辺の清掃活動 

 

) 

設置されている看板 

 

) 



自然環境保護活動 

1.にいがた｢緑｣の百年物語～木を植え、緑を守り育てる県民活動～ 

 

 

2.十日町市民協働の森づくり 

 

 

3.十日町市緑のカーテンコンテスト 

 

 

H22 年より緑のカーテンの取組みと

して、ゴーヤ栽培を毎年夏に行って

います。 

当初は窓のある場所での設置を試

みましたが、遮光フィルムを施してい

るため、効果が得られにくいことか

ら、日当たりの強い車庫側での栽培

を始めました。 

窓のある場所の栽培でないため、本

来の緑のカーテンの効果は得られま

せんが、緑化運動、CO2 削減として

貢献しています。 

 

H22 年には十日町市緑のカーテンコ

ンテストで特別賞をいただきました。 

新潟県民が推進する、21 世紀百年をか

けて県民ひとりひとりの手で木を植え、育

て、22 世紀の人々に「緑の遺産」を残す

『にいがた「緑」の百年物語～木を植え、

緑を守り育てる県民活動～』に H21 年か

ら会員登録し、「緑の募金」を通じて環境

活動や地球緑化、度重なる災害被災地

の緑の復興支援のために協力していま

す。 

併せて、「緑の募金」や、カーボンオフ

セット活動として前年度の二酸化炭素排

出量を換算し、寄付しております。 

 

（※当社の年間平均二酸化炭素排出量

1,000t～1,200t×10 円） 

（ 杉の木 ( １本あたりの CO2 吸収量

14kg)≒70,000 本の CO2 吸収量に相当しま

す。） 

H25 寄付実績 

H22 年 緑のカーテンコンテスト 特別賞 

旧十日町市民スキー場跡地における

森づくり活動「十日町市民協働の森づく

り事業」に H23 から参加しています。 

H26 年には「天皇皇后両陛下をお迎え

し第 65 回全国植樹祭」が長岡市川口

で開催されますが、十日町市民協働の

森づくりの活動拠点(旧十日町市民ス

キー場)もサブ会場の指定を受け、全国

植樹祭と歩調を取りながら、平成 28 年

までの 5 年間を当面の取組み期間と

し、「ワンコイン作戦」や「どんぐり 3,000

個作戦」の取組みを進めています。 

当社もワンコイン作戦に参加し、H28 年

までに毎年苗木 20 本の植樹に取組ん

でいます。どんぐり 3,000 個作戦では、

地元で採取したどんぐりを育て、その苗

を植える取組みにも参加しています。 

 

会員証 

旧十日町市民スキー場跡地の看板 H24.10.20 第 1回植樹祭の様子 

H24.10.20 第 1回植樹祭の様子 「第 65回全国植樹祭」植樹用のどんぐり(ﾅﾗの木) 

栽培したゴーヤ 

収穫したゴーヤ 栽培の様子 栽培の様子 



省エネ活動 

1.エコアクション 21認証・登録 

 

 

2.エコドライブの推進 

 

 

3.新潟県エコ事業所認定制度 

  新潟県が推奨する、省エネ対策や
新エネルギー導入など、二酸化炭

素の排出削減に取組む事業所を

「エコ事業所」として認定する「新潟

県エコ事業所認定制度」に平成 22

年認定・登録されました。 

平成 22 年の登録から、Plan(計

画)・Do(実行)・Check(点検・評価)・

Act(改善・処置)サイクルをもとに、

二酸化炭素排出減への目標値設

定、対策実施、1 年に 1 度実績報

告を行い、現在継続取組み中で

す。 
 

2005 年に発効した京都議定書で地球

温暖化を抑制するため、温室効果ガス

の排出量を 1990 年に比べて 6%削減

することを目的とした、チーム・マイナ

ス 6%に当社は平成 19 年から取組み

ました。 

その後、環境省が策定した、中小企業

など広範な組織が環境への取組みを

推奨し、持続可能な社会を実現するこ

とを目的とする、環境マネジメントシス

テム”エコアクション 21”を核として当

社の事業活動における温室効果ガス

の数値を管理し、温暖化防止対策に

取組んでいます。 

当社は平成 20 年 12 月 17 日に認証・

登録し、以来地域事業と併せ継続的

に環境対策に取組んでいます。 

 
ライトダウンキャンペーン    チーム・マイナス 6％(右) 

認証・登録証 

エコアクション 21審査の様子 

環境活動目標を社内に掲示 

ふんわりアクセル運転教育状況 

運行記録計による省エネ運転指導 エコドライブ講習会燃費・回転数計測器（十日町市） 

エコドライブ講習会(十日町市) 

() 
ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ実践中啓蒙活動 

環境会議状況 

遮光フィルムによる遮熱対策 

電力・化石燃料の集計管理 

優良エコ事業所表彰 

認定証 

認証・登録ステッカーを

営業車に貼付 

環境省・独立行政法人環境再生保

全機構が主催する、優秀なエコドラ

イブ活動に取組む事業所を表彰す

るコンテスト（平成 22 年度まで開

催）や、公益財団法人交通エコロ

ジー・モビリティ財団主催のエコドラ

イブ活動コンクール、十日町市開催

のエコドライブ講習会に平成 20 年

度から参加し、環境に優しく、安全

な運転を心掛けております。 

この取組の波及効果として、運転手

一人一人の意識が安全運転、事故

防止にもつながっています。 



4.その他省エネ活動への取組み 

 
 

 

 

 

 

株式会社 村山興業 

新潟県十日町市北新田 132 番地 

025-757-8542 

025-752-4409 

m-kenki@sage.ocn.ne.jp 

http://www4.ocn.ne.jp/~m-kenki/ 

【低燃費車両・重機の導入】 

国土交通省が運用する「公共工事等における新技術活用シ

ステム」の新技術情報提供システム NETIS に登録された油

圧ショベル、ハイブリッド機の導入、燃料基準達成車、低排

出ガス車、自動車 NOｘ-PX 法適合車、特定特殊自動車排出

ガス基準適合車などの環境に配慮した車両・重機の導入に

より燃料消費量と CO2 排出量低減を図っています。 

特に油圧ショベルハイブリッド機は、同メーカー往来機に比

べ燃料消費量 16％減を実現しています。 

【エコ解体】 
当社現場でできる温暖化防止活動を公表し、実行してい

ます。 

現場での分別の徹底をし、再生骨材として道路用砕石

や、コンクリート用再生骨材等に再利用し、有価資源を

薪材へと再生資源化する等、循環型社会 3R（Reduce リ

デュース・Reuse リユース・Recycle リサイクル）の取組み

にも貢献しています。 

 

 

【薪ストーブ用の薪材生産・販売】 

焼却処分される廃棄物を有効利用するため、家屋解体工事現場からの発生材（柱・梁材）を有価買取し、当社にて

加工、薪ストーブ用の薪材にして販売しています。それにより、化石燃料（石油等）に比べ大気中の二酸化炭素の増

加を抑えることができます。この取組は事業減少時期の雇用対策にも役立てています。 
（古物商許可証 新潟県公安委員会 第 461250000741 号） 

 

解体工事現場での分別仕分け作業 搬出状況 薪生産加工作業 薪材製品 


