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Top Message

トップメッセージ

持続可能な社会の実現に向けて

Top Message

会

地球規模的に社会を取り巻く環境は日々変化してお
り、問題も山積みされております。建設業、産業廃棄
物処理業を営む者としては先頭になってこの環境問題
い車両や重機の使用、廃材処理の適切な分別と処理な
どはもちろんの事、公害や環境に関する様々な資格の
取得にも心掛けております。
事業活動において経済的（財務的）側面だけではな
く、環境的側面、社会的側面を視野に入れることで、
高めていく、トリプルボトムラインを軸にCSR活動に
取組んでいきます。

要

会 社 名

株式会社

村山興業

所 在 地

新潟県十日町市北新田132番地

連 絡 先

TEL.025-757-8542

Compliance

TEL.025-752-0430（運輸部直通）
FAX.025-752-4409

設

立

昭和50年5月

代表取締役

村山広幸

資 本 金

1,000万円

主な取引銀行

第四銀行・大光銀行・北越銀行・農業協同組合

主な取引先

十日町市・(株)村山土建・協和建設(株)・(株)丸山工務所・(株)
植木組・昭和建設(株)・(株)フラワーホーム・(株)アクティオ・

コンプライアンス報告

環境や社会のサスティナビリティー（持続可能性）を

コンプライアンス報告

概

トップメッセージ

に取組まなければと考えております。地球環境に優し

P03〜

社

コマツレンタル(株)・東日本コベルコ建機(株)・キャタピラー
中日本(株)・コマツ新潟(株)・東武運輸プリヴェ(株)（敬称略）

特に環境的側面では、自然豊かな郷土の環境を次世
代の子供たちへ継承するために、国民的プロジェクト

営業品目

「チーム・マイナス6％」や、環境省策定プログラム
「エコアクション21」等の取組みを通じて、土木工
事業、砂利採取販売業、構造物の解体工事業、産業廃
各事業活動において、循環型社会を構築し、深刻化す
る地球温暖化や、今後予想される地下資源の枯渇への
対応が人類共通の重要課題との認識にたち、各事業活
動における環境負荷の低減を図るために、会社一丸と
なって自主的・積極的に、環境保全活動に取組んでい

■構造物解体工事／解体機、バックホー、高所作業者、他

P05〜

■中間処理（がれき破砕）／移動式クラッシャー、小割機

環境貢献報告

■廃棄物収集運搬／アームロール車、各種コンテナ

Environment
■建設機械・資材運搬／セルフ、ユニック、
トレーラー
■冬期除雪／タイヤショベル、ロータリ除雪車

■空撮／設計業務・工事等の支援、イベント撮影、他

業務許可番号

■砂利採取及び採石販売業／新潟第635号

■建設業 とび・土木工事業／新潟県知事許可（般-22）第18020号

地域・社会貢献報告

ます。

■重機土木工事／油圧ショベル、ブルドーザ、ダンプ、他

環境貢献報告

棄物収集運搬及び処分業、一般貨物自動車運送事業の

■砂利・骨材販売／砂利・骨材販売砂、砂利、栗石、玉石、篭石、砕石、大割、他

■構造物解体工事業／新潟県知事許可（般-22）第18020号

代表取締役

村山広幸

■一般貨物自動車運送事業／新自貨第420号
■利用運送事業／新自取第51号

■産業廃棄物処分業／新潟県許可番号1525040226
／設置許可番号（程島工場）六保(環)第41-6号

／設置許可番号（新宮工場）新潟県南魚振健(環)第22-1号
■産業廃棄物収集運搬業／新潟県許可番号1515040226

P09〜

地域・社会貢献報告
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■一般廃棄物処理業（収集運搬）／十日町市許可番号 第17号
■古物商／新潟県公安委員会 第461250000741号
■第一種フロン類回収業者登録／新潟県登録番号15110561
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Compliance Report

コンプライアンス報告

法令・社内規則を遵守し、社会的責任を果たす
それが事業者としての責務
Compliance Report

法令遵守のための教育及び指導

リスクアセスメント

法令遵守するための取組みとして、「エコアクション

職場の潜在的な危険性又は有害性を見つけ出し、これを除

21」の関連プログラムに準じてCSRについての社員教育を

去・低減するために、朝礼時に指差喚呼を行い危険物の再確

継続して実施しています。また、適正診断の受診や石綿使用

認をし、安全性を高める教育等を実施しています。

建築物等解体等作業者教育など適切な教育及び指導を受け、
法令遵守に努めています。

そして、これらの活動をおこなうことは、少なから

面で法令・社内規則を遵守し、社会的責任を果たすこ

ずとも事業活動をしていく上で環境・地域周辺へ負荷

とです。当社は環境省が策定する環境マネジメントシ

を与えている事業者としての責務と考えております。

ステム「エコアクション21」の認証・登録を機に、

トップメッセージ

事業を経営していくために重要なことは、あらゆる

朝礼時KY活動状況

事業活動における関連法規の整備をおこない、その後
毎年見直しをおこなっております。

エコドライブの推進

油漏洩教育・対策

環境省・独立行政法人環境再生保全機構が主催する、優秀

エコデクリーン等を使用し、油漏洩対策を適切に実施して

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

います。また、社員教育にも力を入れ、従業員の意識の向上

（平成22年度まで開催）や、

にも努めています。

TOP ICS
CSR教育状況

毎日のアルコールチェック

法令遵守のためには日々の安全管理が大切だと考え

自社消火訓練

ジー・モビリティ財団主催の

安全管理
ております。

エコドライブ活動コンクー

当社では自主的な取組みとして、荷主安全対策会議

ル、十日町市開催のエコドラ

社員全員参加の消火訓練を不定期で実施しています。

イブ講習会に平成20年度から

定器の設置、タイヤ脱着研修会の実施などを定期的に

油漏洩対策用品設置状況

参加し、環境に優しく、安全

の実施、インフルエンザの予防接種、社内での血圧測

環境貢献報告

公益財団法人交通エコロ

コンプライアンス報告

KY活動日報

CSR教育状況

行い、安全管理に努めております。

な運転を心掛けております。

油漏洩対策用品

安全運転、事故防止にもつな

地域・社会貢献報告

この取組の波及効果とし
て、運転手一人一人の意識が

油漏洩対策用品設置状況

がっています。

荷主安全対策会議

インフルエンザ予防接種

血圧測定

タイヤ脱着研修会

社外講師による教育状況

油漏洩教育状況
エコドライブ講習会

エコドライブ講習会実技

油漏洩教育状況
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消化訓練状況

消化訓練状況
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Environmental Report

環境貢献報告

十日町市民恊働の森づくり

自然豊かな郷土を
次世代へ継承するために

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」に参加しています。
第65回全国植樹祭での取組みとして「ワンコイン作戦」

Environmental Report

に参加し、平成28年までに毎年苗木20本の植樹に取組みん
でおります。また、地元で採取したどんぐりを育て、その苗

温暖化や、今後予想される地下資源の枯渇への対応が

を植える「どんぐり3,000個作戦」という取組みにも参加

るために、(株)村山興業は、国民的プロジェクト

人類共通の重要課題との認識にたち、また事業活動に

しています。

「チーム・マイナス6％」や、環境省策定プログラム

おける温室効果ガス多量排出業者としての責任を果た

「エコアクション21」等の取組みを通じて、全ての

すため、会社一丸となって自主的・積極的に、環境保

事業において、循環型社会を構築し、深刻化する地球

全活動に取組んでいます。

トップメッセージ

自然豊かな郷土の環境を次世代の子供たちへ継承す

コナラ（どんぐり）
コンプライアンス報告

各社マスコミ報道

実行委員会総会

エコアクション21認証・登録
植樹祭の様子

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

第65回全国植樹祭（第3回植樹祭）

第4回植樹祭

第3回植樹祭集合写真

第4回植樹祭集合写真

第3回植樹祭作業状況

第4回植樹祭作業状況

環境貢献報告

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
21

エコアクション

を核として当社の事業

活動における温室効果ガスの
策に取組んでいます。

地域・社会貢献報告

環境活動掲示板

数値を管理し、温暖化防止対
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。

認証・登録証
審査の様子
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粉じん対策
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Environmental Report

環境貢献報告

新潟県エコ事業所認定制度

十日町市緑のカーテンコンテスト

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〜

十日町市により毎年開催されている「ポイ捨て」や「不法

新潟県が推奨する、省エネ対策や新エネルギー導入など、

平成22年より緑のカーテンの取組みとして、ゴーヤ栽培

新潟県民が推進する、21世紀百年をかけて県民ひとりひ

投棄」をなくすため、市民と協働で取組む「十日町クリーン

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

作戦」に平成20年から参加しています。

て認定する「新潟県エコ事業所認定制度」に平成22年認

平成25年度の収集したごみの量は全体で3,000kg、参加人

定・登録されました。

十日町クリーン作戦

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。

とりの手で木を植え、育て、22世紀の人々に「緑の遺産」

当初は窓のある場所での設置を試みましたが、遮光フィ

を残す『にいがた「緑」の百年物語〜木を植え、緑を守り育

ルムを施しているため、効果が得られにくいことから、日

てる県民活動〜』に平成21年から会員登録し、「緑の募

当たりの強い車庫側での栽培を始めました。

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

(点検・評価)・Act(改善・処置)サイクルをもとに、二酸化

窓のある場所の栽培でないため、本来の緑のカーテンの

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

効果は得られませんが、緑化運動、CO2削減として貢献し

を行い、現在継続取組み中です。

ています。

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。

平成22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。

コンプライアンス報告

緑百年物語会員証

十日町市指定ゴミ袋広告

削減成果表彰状

緑のカーテン

トップメッセージ

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。

平成22年の登録から、Plan(計画)・Do(実行)・Check

を毎年夏に行っています。

一般家庭に少しでも分別の意識を持って頂くことを目的
として、十日町市指定のゴミ袋に当社の広告を掲載してお

環境会議状況

環境貢献報告

ります。

LED照明
ゴーヤの実

遮光フィルム

地域・社会貢献報告

収穫したゴーヤの実

十日町市指定ゴミ袋広告

駐車場照明タイマー

十日町クリーン作戦活動状況

マスコミ報道
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広告掲載イメージ
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Community Report

地域・社会貢献報告

事業活動を行う地域周辺を
より住みやすい環境にするために
Community Report

冬期交通安全指導

救命サポート事業（AED設置）

地域の小学校より要請を受け、冬期の道路等における除雪

「救命サポート事業所」として地域の救命率向上を目的と

作業にかかわる地域児童の事故防止の観点から、地域児童

し、当社関連施設4カ所に自動体外式除細動器（AED）を設

が、除雪機械の危険性を実感を伴って理解し、危険を回避す

置し、応急手当に対して積極的に支援を行っております。

る実践力を身に付けることができるよう、交通安全教育を実
施しました。

また、事業活動をしていく上で環境・地域周辺へ負

るために、会社全体が業種を超えて地域の事業に継続

荷をあたえている事業者として、地域周辺に、地域の

して参加することは、地域社会の一員としての資質向

皆さんがより住みやすい社会環境づくりを進めていく

上のために重要です。

ため、積極的に地域社会貢献活動をおこなうことが事
業者としての責務と考えております。

トップメッセージ

自然豊かな郷土の環境を次世代の子供たちへ継承す

救命講習会

コンプライアンス報告

メーカー講習会

環境コミュニケーション
交通安全指導状況

環境コミュニケーションとは、「環境」というキーワード
に基づいて、事業者が実施している環境負荷低減活動や環境

近隣側溝・道路清掃

保全対策などについて、市民や行政との対話を通じて伝えて
環境貢献報告

いくことで、すべての関係者が正確な情報を共有し、それぞ
れの立場を尊重しながら相互理解を深め、信頼関係の構築を
図ることを目的とした取組みのことです。

AED設置状況

クリーンアップパートナー事業

各社マスコミ報道

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

地域子育て応援カード事業

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
ナー事業」に参加しています。

清掃状況（新宮）

大震災への当社の対応において、はじめは業務として請負い

地域子育て応援カード事

ながら、ボランティア活動も平行して行うようになった経緯

業は、子どもの多い家庭や

や思いなどを、十日町市倫理法人会経営者モーニングセミ

障がいのある子どもを育て

ナーで講話させて頂きました。

ている家庭へ、協賛店の商
清掃状況（駐車場側溝）

「東日本大震災への対応と心中」というテーマで、東日本

品割引や公共施設の利用料
減免などのサービスを提供
する事業です。
地域全体で子育てを応援
する機運を高めることで、

クリーンアップパートナー事業活動

子どもを産みやすく、育て
やすいまちづくりを目指し
クリーンアップパートナー事業活動
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清掃状況（高山太子堂線）

清掃状況（妻有町・北新田線）

ます。

地域子育て応援カード事業協賛状況

講話状況
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地域・社会貢献報告

面からバックアップする「公共空間クリーンアップパート

十日町市倫理法人会セミナーでの講話

写真提供：サンタ・クリエイトシステム

