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1.組織概要・対象範囲及び事業活動

◆事業所名 淡路土建 株式会社

◆代表者名 取締役社長　琴井谷　隆志

◆本社・支店所在地

◇本社・リサイクルアワジ

〒656-0014　　兵庫県洲本市桑間706番地

TEL(0799)22-2525 FAX(0799)23-0299

◇神戸支店 〒651-2113　 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬1133-1

TEL(078)974-3600 FAX(078)975-0567

◇大阪支店 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目16-22（牧野ビル）

TEL(06)6443-4488 FAX(06)6443-0120

◇淡路支店 〒656-2224 兵庫県淡路市大谷922-1

TEL(0799)64-1650 FAX(0799)64-1651

◆環境管理責任者及び担当者連絡先

環境管理責任者 滝本 真紀夫

環境管理担当者 中尾 大介

TEL(0799)22-2525　FAX(0799)23-0299

◆創業 明治18年9月 1日（1885年）

◆設立 昭和19年8月18日（1944年）

◆資本金 9,600万円

◆売上高 585,025万円（2018/7～2019/6期）

◆建設業許可 国土交通大臣許可（特-28）第551号

土木工事業    建築工事業    とび・土工工事業    石工事業    電気工事業　　

管工事業    鋼構造物工事業    舗装工事業    しゅんせつ工事業　　　

造園工事業    水道施設工事業    解体工事業　　

◆建築士事務所 淡路土建一級建築士事務所 （兵庫県）知事登録 第01A03097号

◆宅地建物取引業　 兵庫県知事（11）第800019号

◆ISO9001 1998年認証取得

◆認証・登録の対象範囲及び事業活動

◇対象事業所 本社・リサイクルアワジ、神戸支店、大阪支店、淡路支店

　

◇事業活動 総合建設業(土木工事､建築工事) ・ 産業廃棄物処分業 ・ 建設資材販売業 ・

宅地建物取引業
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◆事業規模 （2018/7～2019/6期）

◆建設現場等の概要（2017/7～2018/6期）

元請工事 240件

下請工事 41件

産業廃棄物処分量 34,303ｔ

建設資材販売量 23,302ｔ

◆産業廃棄物処分業許可

兵庫県知事 第02829019757号

許可の年月日

許可の有効年月日

◆産業廃棄物処分の事業の範囲

1.中間処理業（破砕）

   取扱産業廃棄物の種類

　 (1)がれき類（石綿含有産業廃棄物を除く)

2.がれき類の破砕施設

   設置場所　  兵庫県洲本市桑間706番地の1 他10筆

   設置年月日　1993年12月24日

   処理能力　　320ｔ/日　(8時間稼働)

3.処理工程図

受入量　34,303t がれき量　34,261t 処理量　34,261t 生産量　34,261t

　鉄筋　　　　42t

※処理料金については、品目、内容により異なるため、下記へお問い合わせください

　 リサイクルアワジ TEL(0799)22-2525　　　

◆主な環境負荷の実績

本　　社 神戸支店 大阪支店 淡路支店 合　　計

141 人

延べ面積 1,849 ㎡ 605 ㎡ 26 ㎡ 131 ㎡ 2,611 ㎡

総従業員 117 人 17 人 1 人 6 人

再生材

敷地面積 14,784 ㎡ 3,372 ㎡ ビルの1室 3,142 ㎡ 21,298 ㎡

平成30年12月24日

令和5年12月23日

廃材搬入
前処理
(選別)

破砕

軽油・ガソリン・電力・
重油

項目 単位
環境負荷の実績 主なもの

2016年度 2017年度 2018年度

 二酸化炭素排出量 ㎏-CO2 874,766 963,116 888,545

アスガラ・コンガラ
建設木材等

 廃棄物排出量 ｔ 3,903 4,995 6,224

　 　産業廃棄物 ｔ 3,852 4,780 6,009

　　 一般廃棄物 ｔ 51 215 215

 総排水量 ㎥ 3,566 2,600 3,855
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２.環境経営方針

　    　続けます。

基本理念

　　　    土木・建築業を担う私たちの事業は、人々の生活を利便に、快適にするという使命の一方で、

　      ともすれば自然を切り拓くことにより環境を破壊する危険な側面も持っています。

　　　　  当社は創業以来、「人にやさしく、人にあたたかく、自然との調和、共存」という、「人をや

　    　さしく包む環境づくり」を信条にしており、これからも私たちはそこに向かう不変の姿勢を持ち

行動指針

          総合建設業を営む当社は、事業活動における環境への影響を理解し、環境経営を優先課題と位

 　     置づけ、以下の事項について取組みます。

　　　    1.　環境関連法規を遵守します。

　　　    2.　事業活動に伴う環境負荷の低減に努めます。

　　　　    1） 電力及び自動車等燃料（軽油・ガソリン・重油）の使用による

　　　　    　　二酸化炭素排出量の削減

　 　　 　  2） 一般廃棄物・産業廃棄物排出量の削減及びリサイクル率の向上

　 　　　   3） 水使用量の削減

　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　制定日：2017年10月17日

　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　改訂日：2019年 9月30日

　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    淡路土建 株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　    取締役社長　琴井谷 隆志

　    　　3.　環境に配慮した施工法・建設機械の採用により、環境の保全・改善に努めます。

　    　　4.　環境経営の継続的改善を実施します。

　    　　5.　本方針を全従業員に周知徹底し、全社一丸となり環境保全活動を推進します。

－3－



３.実施体制

作業所長

総務部

環境リーダー

営業部

開発事業部

環境リーダー

土木部 作業所長

代表者
琴井谷 隆志

環境管理責任者
滝本 真紀夫

環境委員会
環境リーダー

神戸支店

建築部

営業部

内部監査委員 環境事務局
環境リーダー

機材部

環境リーダー

メンテナンス事業部 作業所長

環境リーダー

リサイクルアワジ

環境リーダー 総務部

淡路支店 海事課

環境リーダー

土木部 作業所長

大阪支店

建築部 作業所長

環境リーダー
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【役割・責任・権限】

・環境経営に関する代表責任者

・環境経営の実施及び維持管理に必要な人材・資金・設備を用意する

・環境管理責任者の任命

・環境経営方針の制定及び全社員への周知

・代表者による環境経営システム全体の評価と見直し

・環境経営レポートの承認

・環境経営システムの構築・運用・維持に関する責任者

・代表者への報告

・環境経営目標・環境経営計画及び環境経営計画実績の承認

・環境委員・環境リーダー・内部監査委員の指名

・環境委員会の委員長として環境経営計画の実施を推進

・環境経営レポートの確認

・環境管理責任者の補佐

・環境経営システムに必要な文書の作成

・環境経営目標、環境経営計画の作成及び実績集計

・環境経営レポートの作成

・環境管理責任者を補佐し、環境経営システムを構築・運用・維持する

・環境経営目標・環境経営計画の評価及び見直し

・環境関連法規等の遵守状況の評価及び見直し

・環境への負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施

・内部監査手順書による内部監査の実施

・代表者・環境管理責任者への監査結果報告

・環境委員会と各担当部門との繋ぎ役となり、部門長と共に環境経営計画の実施を推進する

・自部門における環境経営目標・環境経営計画の周知と実施

・自部門における環境関連法規制等の遵守

・自部門における教育訓練の実施

・自部門で特定された緊急事態への準備及び対応の訓練の実施

・環境経営方針の確認と理解

・環境経営計画の遵守と実施

内部監査委員

環境リーダー

部門長及び作業所長

全従業員

担当 役割・責任・権限

代表者

環境管理責任者

環境事務局

環境委員会
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４.環境経営目標とその実績

2017年度 2019年度 2020年度

基準値 目標値 実績値 目標値 目標値

ℓ 164,803 161,507 142,407 159,859 158,211

kg-CO2 432,498 423,848 373,724 419,524 415,199

▼2％ ▼13.6％ ▼3％ ▼4％

㎞/ℓ
3.76 3.79 3.42 3.81 3.83

△1％ ▼9.8％ △1.5％ △2％

ℓ/h
7.79 7.71 9.33 7.67 7.63

▼1％ △19.8％ ▼1.5％ ▼2％

ℓ 105,246 103,141 103,113 102,089 101,036

kg-CO2 244,346 239,459 239,394 237,016 234,571

▼2％ ▼2.0％ ▼3％ ▼4％

㎞/ℓ
13.4 13.5 14.9 13.6 13.7

△1％ △11.2％ △1.5％ △2％

kWh 314,652 308,359 243,539 305,212 302,066

kg-CO2 160,158 156,955 123,962 155,353 153,752

▼2％ ▼22.6％ ▼3％ ▼4％

ℓ 44,000 43,120 53,000 43,680 42,240

kg-CO2 119,224 116,840 143,610 118,357 114,455

▼2％ △20.5％ ▼3％ ▼4％

kg-CO2 963,116 943,854 888,545 934,223 924,591

▼2％ ▼7.7％ ▼3％ ▼4％

% 36.3 36.7 36.2 36.8 37.0

△1％ ▼0.3％ △1.5％ △2％

㎏ 2,419 2,371 2,899 2,346 2,322

▼2％ △19.8％ ▼3％ ▼4％

㎥ 2,600 2,574 3,855 2,561 2,548

▼2％ △48.3％ ▼3％ ▼4％

% 26.4 26.9 46.6 27.2 27.5

△2％ △76.5％ △3％ △4％

件 3 4 8 4 4

+1 +5 +1 +1

※各年度目標・実績欄のパーセンテージは基準値に対しての増減率を表示

※電力の二酸化炭素排出係数は関西電力2017年度公表値0.509（調整前）を使用

※1上記4項目の他、灯油・ガスを含む全ての二酸化炭素排出量

※2受注工事における創意工夫の実施推進（元請、請負金額5,000万円以上を対象）

廃棄物排出量の

削減

産業廃棄物（アスガラ・コンガラを除

く）のリサイクル率の向上

1.2

CO2排出量の削減

CO2排出量の削減

軽油使用量の削減（原単位）

　　　　　　　　　※対象車両：10台

軽油使用量の削減（原単位）

　　　　　　　　　※対象重機：3台

ガソリン使用量の削減（原単位）

　　　　　　　　　※対象車両：18台

5
環境に配慮した

施工法の採用
環境配慮型施工※2の推進

4
事務用品等のグ
リーン購入

グリーン購入率の向上

3 水使用量の削減 水使用量の削減

ガソリン使用量の削減（総量）

1.3 CO2排出量の削減 電力使用量の削減

1.4 CO2排出量の削減 重油使用量の削減

2.2
廃棄物排出量の
削減

一般廃棄物排出量（再資源化分を除く）
のリサイクル率の向上

CO2排出量※1の削減

2.1

環境経営方針、

負荷、取組との
関連

環境経営目標

1.1

単位

2018年度

軽油使用量の削減（総量）

NO.

－6－



2017年度

基準値 目標値 実績値

ℓ 985 965 735

kg-CO2 2,585 2,533 1,930

ℓ 106,038 103,918 98,908

kg-CO2 278,279 272,714 259,569

ℓ 56,511 55,381 42,149

kg-CO2 148,304 145,338 110,614

ℓ 30 29 614

kg-CO2 79 77 1,611

ℓ 1,101 1,079 0

kg-CO2 2,889 2,831 0

ℓ 138 135 0

kg-CO2 362 355 0

ℓ 164,803 161,507 142,407

kg-CO2 432,498 423,848 373,724

ℓ 28,478 27,908 25,640

kg-CO2 66,116 64,794 59,528

ℓ 59,019 57,839 56,985

kg-CO2 137,023 134,282 132,300

ℓ 6,607 6,475 5,092

kg-CO2 15,339 15,032 11,822

ℓ 9,460 9,271 13,918

kg-CO2 21,963 21,524 32,313

ℓ 500 490 495

kg-CO2 1,161 1,138 1,149

ℓ 1,182 1,158 983

kg-CO2 2,744 2,689 2,282

ℓ 105,246 103,141 103,113

kg-CO2 244,346 239,459 239,394

kWh 92,536 90,685 69,285

kg-CO2 47,101 46,159 35,267

kWh 131,747 129,113 69,254

kg-CO2 67,059 65,718 35,251

kWh 37,450 36,701 48,545

kg-CO2 19,062 18,681 24,709

kWh 25,146 24,643 23,278

kg-CO2 12,799 12,543 11,849

kWh 20,376 19,968 27,217

kg-CO2 10,372 10,165 13,853

kWh 1,745 1,710 1,722

kg-CO2 888 870 876

kWh 5,652 5,539 4,238

kg-CO2 2,877 2,819 2,157

kWh 314,652 308,359 243,539

kg-CO2 160,158 156,955 123,962

ℓ 0 0 0

kg-CO2 0 0 0

ℓ 44,000 43,120 53,000

kg-CO2 119,224 116,840 143,610

ℓ 44,000 43,120 53,000

kg-CO2 119,224 116,840 143,610

本社 604,297 592,211 531,700 〇

リサイクルアワジ 167,366 164,019 135,323 〇

神戸支店 63,507 62,237 71,448 ×

大阪支店 2,049 2,008 2,025 ×

淡路支店 125,897 123,379 148,049 ×

合計 963,116 943,854 888,545

2018年度

個別評価

1.1 CO2排出量の削減 軽油使用量の削減（総量） 〇

本社 〇

本社(作業所) 〇

NO.

環境経営方針、

負荷、取組との
関連

環境経営目標 全体評価 担当部署 単位

リサイクルアワジ 〇

神戸支店 ×

神戸支店(作業所) 〇

淡路支店 〇

合計

1.2 CO2排出量の削減 ガソリン使用量の削減（総量） 〇

本社 〇

本社(作業所) 〇

神戸支店 〇

神戸支店(作業所) ×

本社(作業所) 〇

リサイクルアワジ ×

大阪支店 ×

淡路支店 〇

合計

神戸支店 〇

神戸支店(作業所) ×

大阪支店 ×

淡路支店 〇

合計

1.4 CO2排出量の削減 重油使用量の削減 ×

本社(作業所) 〇

1.3 CO2排出量の削減 電力使用量の削減 〇

本社 〇

淡路支店 ×

合計

CO2排出量の削減 〇 kg-CO2
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2017年度

基準値 目標値 実績値

本社・リサイクルアワジ 50.5 36.7 67.2 〇

神戸支店 0.0 36.7 0.6 ×

全体 36.3 36.7 36.2

本社 1,741 1,706 2,378 ×

神戸支店 678 664 521 〇

合計 2,419 2,370 2,899

本社・リサイクルアワジ 881 863 815 〇

本社（作業所） 1,342 1,315 1,365 ×

神戸支店 94 92 109 ×

神戸支店（作業所） 269 264 1,548 ×

大阪支店 0 0 0 〇

淡路支店 14 14 18 ×

合計 2,600 2,548 3,855

本社 26.4 26.9 46.0 〇

神戸支店 25.3 26.9 49.1 〇

全体 26.4 26.9 46.6

本社 3 4 8 〇

神戸支店 0 0 0 〇

全体 3 4 8

原単位

2017年度

基準値 目標値 実績値

本社(特定車両) ㎞/ℓ 3.76 3.79 3.42 ×

本社(特定建設機械) ℓ/h 7.79 7.71 9.30 ×

本社 13.4 13.5 14.6 〇

神戸支店 13.4 13.5 16.2 〇

全体 13.4 13.5 14.9

2018年度

全体評価 個別評価

×

×

〇

〇

×

全体評価 個別評価

2018年度

NO.
環境経営方針、
負荷、取組との

関連

環境経営目標 担当部署 単位

5
環境に配慮した

施工法の採用
環境配慮型施工の推進 件

3 水使用量の削減 水使用量の削減 ㎥

4
事務用品等のグ

リーン購入
グリーン購入率の向上 %

2.1
廃棄物排出量の
削減

産業廃棄物（アスガラ・コンガ

ラを除く）のリサイクル率の向
上

%

2.2
廃棄物排出量の

削減

一般廃棄物排出量(再資源化化
分を除く)

の削減

㎏

NO.

環境経営方針、

負荷、取組との
関連

環境経営目標 担当部署 単位

㎞/ℓ〇

1.1 CO2排出量の削減 軽油使用量の削減

1.2 CO2排出量の削減 ガソリン使用量の削減

×

－8－



エコドライブ講習
普段の運転の仕方を

見直し走行する。

運転の仕方を工夫

すれば燃費が1.5倍伸びる。

ヘルメットシール
労働安全衛生に対する啓発及び

注意喚起を目的とし、ヘルメット

用シールを配布した。

毎日被るヘルメットに貼ることで

労働安全衛生対策が「これでえ

えんか？」と考えていただき、

また安全だけでなく、環境対策も

含め自分が携わる業務について

も振り返り、より良い作業が行わ

れる効果を期待しています。

グリーンカーテン
二酸化炭素を吸収

してくれ、

太陽の熱もカットされ

総務の温度も下がり

涼しくなった。
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令和元年６月５日に兵庫県より兵庫県環境にやさしい事業者賞をいただきました。
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５.主要な環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

2017年度

基準値 目標値 実績値 達成率 取組結果評価

１.二酸化炭素排出量の削減

 1)軽油使用量の削減〈ℓ〉 164,803 161,507 142,407 【評　価：〇】

　 　　　　　　　　〈㎞/ℓ〉 3.76 3.79 3.42 【評　価：×】

　 　　　　　　　　〈ℓ/h〉 7.79 7.71 9.33 【評　価：×】

　 ①車両・建設機械に過剰な負荷をかけない

　 ②自主点検整備の徹底

　 ③作業休止時のエンジン停止

　 ④効率的な作業工程と計画の実施

 2)ガソリン使用量の削減〈ℓ〉 105,246 103,141 103,113 【評　価：〇】

　 　　　　　　　　　　〈㎞/ℓ〉 13.4 13.5 14.9 【評　価：〇】

　 ①エコドライブの徹底

　 ②駐車時のアイドリングストップ

　 ③急発進・急加速・急ブレーキの禁止

　 ④自主点検整備の徹底

　 ⑤低燃費車・ハイブリッド車の導入

 3)電力使用量の削減〈kWh〉 314,652 308,359 243,539 【評　価：〇】

　 ①不要な照明の消灯(不在時・昼休み)

　 ②OA機器の不使用時の電源管理

　 ③省エネ機器の導入

　 ④室内温度の管理(冷房時28℃・暖房時20℃)

　 ⑤空調フィルターの清掃

 4)重油使用量の削減〈ℓ〉 44,000 43,120 53,000 【評　価：×】

　 ①船舶・機械の自主点検整備の徹底

　 ②作業休止時のエンジン停止

　 ③効率的な作業工程と計画の実施

２.廃棄物排出量の削減

 1)産業廃棄物(アスガラ・コンガラを除く)のリ 36.3 36.7 36.2 【評　価：×】

　 サイクル率の向上〈%〉

　 ①分別によるリサイクル率の向上

　 ②産業廃棄物の分別指導・ルールの徹底

 2)一般廃棄物排出量(再資源化分を除く)の削減 2,419 2,371 2,899 【評　価：×】

  〈㎏〉

　 ①段ボール・新聞紙類のリサイクル推進

　 ②両面印刷等による紙使用量の削減

　 ③プレビュー確認によるミスコピーの撲滅

３.水使用量の削減〈㎥〉 2,600 2,574 3,855 【評　価：×】

　 ①節水の呼びかけ表示

　 ②手洗い時・洗車時の節水の徹底

４.グリーン購入率の向上〈%〉 26.4 26.9 46.6 【評　価：〇】

　 エコマーク商品等の優先購入

５.環境配慮型施工の推進〈件〉 3 4 8 200％ 【評価：〇】

　 受注工事における創意工夫の実施推進

　 ①地域貢献(自然環境保全等)

　 ②労働安全衛生等

無駄な使用は控え使用量

を削減させる

対象としている工事の受

注・完成が出来たため目

標を達成出来た

現場で環境負荷を軽減す

るには何をすればいいの

か考える必要がある

引き続き分別を徹底しリ
サイクル率を向上させる

ゴミの分別は前年に比べ
徹底しているが、年末に

出るゴミが多いため削減
が難しかった

社員の節水等の意識は見

受けられたが、作業所が

増え使用量も増えたため
削減出来なかった

次年度からは環境経営計

画から外すが、今後も取

組は続けていく

ネットや店頭で商品を購

入時エコマークがついて

いるものを進んで購入し
ている

計画的な運行・施工は実
施されているが海上作業

が増えているため使用量

も増えた

全体的にリサイクル率が
低く、混合廃棄物の量が

多いため目標値を下回っ
た

エコドライブを意識して
いるため燃費が良くなっ

た

引き続きルールを徹底さ
せる

今後も目標で挙げた項目

を徹底していく

昼休み時のこまめな消灯

や空調設備が更新され大
幅に使用量が削減された

今後の課題とし、稼働日
数に対する消費量を考え

る

混合廃棄物等の分別を進
め、リサイクル率を高め

ていく必要がある

環境経営目標及び環境経営計画の概要
2018年度

次年度の取組内容

引き続き工程・計画管理

を徹底する

効率的な計画と作業が徹

底されていたが、作業量
も増えたため、特定の車

両や機械の稼働時間が長
くなり原単位の値が悪化

した
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６.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

法律名等 遵守事項 遵守状況

・産業廃棄物の委託基準

・産業廃棄物管理表交付等状況報告書の作成

・産業廃棄物の適正処理

・収集運搬業者・処理業者の許可の確認

・産業廃棄物契約書の保存

・マニフェスト・帳簿の保存

・産業廃棄物の一時保存

・対象工事の確認及び工事の届出

・分別解体の実施

・特定建設資材廃棄物の再資源化

・実施記録の作成

・再生資源、建設工事副産物の再利用

・再生資材利用計画書・実施記録の作成

・石綿使用の有無の事前調査、調査結果の発注者への説明と現場掲示

・特定粉じん排出等作業の実施届出

・作業基準の遵守

・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

・特定建設作業の届出

・規制基準の遵守

・特定建設作業の届出

・規制基準の遵守

8 オフロード法 ・基準に適合した特定特殊自動車の使用 遵守

9 建築物省エネ法 ・一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能への適合及び届出の実施 遵守

・高圧ガスの適正な使用、保管の実施

・高圧ガス移動中に常備する資材・工具類の携行

・イエローカードの携帯

・事故発生時の緊急連絡先の確認

・浄化槽設置の届出

・保守点検、清掃、水質定期検査の実施

・フロン類使用機器の定期点検と記録の実施

・フロンガス漏洩防止、廃棄時の適切な処理

・当該機器設置有無の確認、発注者への書面による説明

13 港則法 ・浚渫土砂等の揚土時の土石等の海中落下防止措置の実施 遵守

・給油・点検時の油漏れ対策の実施

・油流出事故発生時の適切な対応

・浚渫土砂の適正な投棄

・船舶発生廃棄物の適正な処分

　違反・訴訟等の有無

当社の環境関連法規への違反は、事務所・作業所ともにありません。

過去3年間にわたり、関係機関からの違反等の指摘及び訴訟はありません。

14 海洋汚染等防止法 遵守

11 浄化槽法 遵守

12 フロン排出抑制法 遵守

7 振動規制法 遵守

10 高圧ガス保安法 遵守

5 自動車ＮＯｘ・ＰＭ法 遵守

6 騒音規制法 遵守

3 建設業の再生資源利用省令 遵守

4 大気汚染防止法 遵守

1 廃棄物処理法 遵守

2 建設リサイクル法 遵守
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７.代表者による全体の評価と見直し

・環境経営方針について

　　現在の取組は適切であり、環境への取組意識も進んでいる。

・環境経営目標・環境経営計画について

　　前年より目標への取組は進んだように思われるが、結果としては達成できていない項目がある。

　　仕事の増減や工種などにより、達成状況は変動するであろう。

・法規制等の遵守状況について

　　現在違反や苦情は無く、今後も同様に事業活動を行う。

・全体評価

　　運用から2年が経ち、現場や社内でも環境活動への理解は進んだ。

　　しかし現在の取組は個人単位・現場単位とも考えられるため、今後は良い取組等を社内広報で

　　紹介し、横の繋がりを作れば部署単位・全社単位へと広がり、成果も上がるのではないか。

　　3年目の次年度はこの活動が前進するか、横ばいになるのかの勝負所と考える。

　　簡単便利で楽しく取組めるよう、知恵を絞って頑張ろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淡路土建株式会社

                                                            取締役社長  琴井谷 隆志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年9月6日
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