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環境活動レポート2020
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制定日　2012年 1月1日

株式会社 河原工房

代表取締役　河原 大耕

河原工房は環境保全が経営の重要課題であることを踏まえ、環境経営システムを構
築・運用し、全社一丸となって自主的・積極的に環境保全活動に取り組みます。当社
の本業である新築注文住宅等建築、リフォーム工事等の事業活動においても、廃材が
少なく済むように心がけ、次世代エネルギー化の推進、断熱性の高い住まいの提案な
ど、環境負荷の低減のために行動致します。そこで、行動指針を次のように定めま
す。

環境関連法規制や当社が約束したことを順守します。
環境目標を定め、実施計画を立て、継続的改善に努めます。
具体的な取り組みとして次のことを推進します。
脱地球温暖化社会のため電力・燃料による二酸化炭素排出量の削減。
廃棄物の削減および再生利用。
節水すると共に排水量を削減。
グリーン購入・環境配慮商品の購入の推進。
環境に配慮した建築物・工作物等の提案、建築施工の推進。
当社の全ての従業員にこの環境方針の周知と環境意識の向上を図ります。

環境方針

環境理念

環境理念
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1 取組の対象組織・活動の明確化

株式会社河原工房

代表取締役社長　河原　大耕

2 所在地

高槻店（本社） 大阪府高槻市芝生町3-2-1(※2021年4月に宮田町に移転）

西宮店 兵庫県西宮市松原町9-1

ＨＤＣ神戸SR 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2HDC神戸　４階

3 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者　 本部 辻由奈 TEL：072-668-7170　FAX：072-668-7173

担当者 本部 楠本紗矢 TEL：072-668-7170　FAX：072-668-7173

4 事業内容

新築注文住宅等建築、リフォーム工事他、古民家再生

5 事業の規模

◆資本金 300万円

◆新築木造注文住宅 年間 3棟 ◆一般リフォーム 年間 約250件

◆特殊建造物(店舗・社寺等） 150余件 ◆介護リフォーム 年間 約360件

高槻店 西宮店 神戸SR 合計

従業員 10人 6人 1人 17人

延べ床面積 69.58㎡ 37.99㎡ 24.75㎡ 132.32㎡

6 事業年度 1月～12月

７ 事業許可

設計事業慮登録大阪　（は）８４１４

建設業許可　国土交通大臣（般-３）　第２６１８７号

◆認証・登録の対象組織・活動

登録組織名：株式会社河原工房　本社
2017年度西宮店、2019年度神戸店を対象範囲に拡大しました。

活動： 新築注文住宅等建築一般、リフォーム工事他、古民家再生

組織の概要

西宮店 神戸店高槻店
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株式会社　河原工房　実施体制図および役割・責任・権限表

実施体制

高槻店

松野 由季

西宮店

大森 菜央

工事部

久保田 昌男

品質委員会【兼任】

久保田 昌男

本部

楠本紗矢

代表者

河原 大耕

環境管理責任者

辻 由奈

環境管理事務局

植松智香

EA21

推進委員会
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役割・責任・権限

代表者
（代表取締役社長）

環境経営に関する統括責任
環境管理責任者の任命
環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知
環境保全・運用の見直し
資源の提供
環境活動レポートの承認

環境管理責任者

代表者への活動報告
環境管理状況報告会議
環境経営システムの構築、実施、管理
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

環境管理事務局

環境管理責任者の補佐
環境活動レポートの作成、公開
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
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
環境目標、環境活動計画書原案の作成
環境関連の外部コミュニケーションの窓口

EA21推進委員会
環境活動計画の審議
環境活動実績の確認・評価

全従業員
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
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□主な環境負荷の実績

単位 2018年 2019年 2020年

二酸化炭素総
排出量 kg-CO2 23,073 26,163 32,061

トン 72.4 112.2 101.2

トン 0.4 0.2 0.2

トン 72 112 101

㎥ 323 291 347
使用なし 使用なし 使用なし

※電力の二酸化炭素排出量換算値 0.531 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ

※2017年度以前は西宮店を含みません。
※HDC神戸SRは複合のテントビルに入っている為、環境負荷数値を測ることができません。

事務所（高槻）
基準年

（目標） （実績） （目標） （目標）

基準年比 - 60% 48% 60% 57%

kg-CO2 47,339 36 14,882 35,504 34,084
基準年比 - 75% 31% 75% 72%

燃費ℓ/km - 17 16.5 17 18

kg-CO2 60,657 43 21,215 43,495 41,675
トン 1.9 0.3 0.1 0.30 0.27

基準年比 - 16% 7% 16% 14%
㎥ 60 52 60 51 50

基準年比 - 87% 100% 85% 83%

購入比率 対象調査 77% 71% 77% 77%

基準年

（目標） （実績） （目標） （目標）

基準年比 - 92% 392% 91% 90%

トン 238 216 101 212 207
基準年比 - 91% 89% 87%

㎥ 29 27 184 26 26
基準年比 - 92% 634% 91% 90%

件数比率 対象調査 64% 84% 64% 64%

2020年

産業廃棄物の削減

節水

電力の二酸化炭素
排出量削減

節水

一般廃棄物の
削減

化学物質

上記二酸化炭素排出量合計

グリーン購入

現場

環境に配慮した
建築物・工作物等の
提案・建築施工比率
の推進

廃棄物排出量

　一般廃棄物排出量

　産業廃棄物排出量

総排水量

7,991

188

6,333

800

2021年

7,991

2021年

186

全社
項　目

2022年

7,591

2022年

184

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2020年

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

電力の二酸化炭素
排出量削減

ガソリンの
二酸化炭素
排出量削減

kg-CO2

kg-CO2

2010年

13,318

2010年

204
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※2017年度　対象範囲拡大
基準年

（目標） （実績） （目標） （目標）

基準年比 - 96% 74% 94% 92%
kg-CO2 - 実績把握 7,785 7,707 7,629
基準年比 - － － 99% 98%

燃費ℓ/km - 17 15.7 17 18

kg-CO2 60,657 43 10,047 10,570 10,431
トン 0.2 0.19 0.09 0.19 0.18

基準年比 - 94% 45% 93% 92%

㎥ 358 344 103 337 329
基準年比 - 96% 29% 94% 92%
購入比率 40% 46% 72% 46% 46%

□環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容
事務所（全社）

◎よくできた　○まあまあできた　△あまりできなかった　×全くできなかった
達成状況 継続／変更

数値目標 〇

△ 継続

○ 継続

〇 継続

◎ 継続

◎ 継続

〇 継続

〇
継続

◎ 継続

数値目標 〇
◎ 継続

◎ 継続
○ 継続

○ 継続

○ 継続
○ 継続

数値目標 ◎
◎ 継続

◎ 継続

◎ 継続
◎ 継続
◎ 継続
○ 継続

数値目標 〇
△ 継続
◎ 継続

○ 継続

＊西宮店では今年度より、車両を導入し、ガソリン使用量の実績把握をしております。次年度は2020年度を基準
年度として目標設定してまいります。

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2020年

グリーン購入

取り組み計画

新たに運転を開始する社員も増え、使用量が増えてい
ますが、アイドリングストップや安全運転について、
呼びかけを行い、意識付けを強化していきます。

一般廃棄物の
削減

節水

節水

□上方修正　■下方修正　□基準見直し　■維持
節水の呼びかけの強化
音姫の設置

水道量の調節

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

□上方修正　□下方修正　□基準見直し　■維持
アイドリングストップの継続

段ボールのリサイクル
カタログのリサイクルが
定着しており、一般廃棄物の量を
大きく減らす事ができました。
今後も継続して取り組んでいきます。

数値が測定できない分の目標値を再検討し、事務所で
は使用量の把握が出来ませんが、各個人レベルでの節
水に今後気をつけていきます。

急加速・急停車の防止
営業車の入れ替え

タイヤの空気圧を定期的に確認し、適正値を
保つ

適正な車両設備を行う
車以外の移動方法の採用を検討し、社用車を
減らす

一般廃棄物の削減
□上方修正　□下方修正　□基準見直し　■維持

ｺﾋﾟｰ用紙の裏紙使用

コピー用紙の両面印刷・白黒印刷使用

紙コップの使用軽減活動
マイ箸運動の継続
マイコップ運動の継続
会議資料や事務手続きの簡素化に取り組む

電力による二酸化炭素排出量の削減

□上方修正　□下方修正　□基準見直し　■維持
昼休みの消灯及びエアコンＯＦＦ

冷房28℃・暖房22℃に設定

エアコンフィルターの定期清掃

使用していない電化製品はこまめに消す

照明の玉抜きや、こまめな消灯をおこなう

外出時、パソコンをスタンバイ状態にせず、電源を切る

エアコン2か所同時運転しないようチェック
し適宜温度の調整を行う

2月は暖房機器による電力消費が大きいが取り組みの
成果が出ていると思います。2019年は4月にコピー
機の入替えを行ったことと、夏場に1000kw以内に抑
えられたことが目標達成に繋がったと感じています。
次年度は早朝からエアコンの電源を入れたり、昼休み
に消灯すること、そして新入社員にもEA21の研修を
行い、電力削減を意識する土台作りを目標にしていま
す。

ＬＥＤ照明の採用

評価と次年度の取り組み内容

2,924 2,262

2021年

事務所（西宮）

2,863

ガソリンの
二酸化炭素
排出量削減

上記二酸化炭素排出量合計

2022年

2,802
電力の二酸化炭素
排出量削減 kg-CO2

2016年

3,046
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数値目標 〇
〇 継続

◎ 継続

現場
◎よくできた　○まあまあできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況 継続／変更

数値目標 ×
○ 継続

数値目標 ○
◎ 継続
◎ 継続

◎ 継続
○ 継続

○ 継続
○ 継続
○ 継続

節水

数値目標 ×
○ 継続

○ 継続

○ 継続

◎ 継続
◎ 継続

○ 継続

電力による二酸化炭素排出量の削減
□上方修正　□下方修正　□基準見直し　■維持

器具・バッテリー等を省エネタイプに交換 今年度は過去最高の売上で、大きな現場が多く、電力
の使用量が上がっています。その中でも無駄な使用は
削減できるように呼び掛けていきます。

産業廃棄物の削減
□上方修正　□下方修正　□基準見直し　■維持

廃棄材料の分別とリサイクル

評価と次年度の取り組み内容

環境に配慮した建築物・工作物等の提案・建
築施工の推進 社長邸新築住宅をゼロエネルギー住宅の

モデルハウスとして開放し、提案を実施しています。
次年度からは蓄電池の販売にも取り組んでいく予定で
す。

グリーン購入にできる商品が明確になり良い傾向で
す。グリーン購入にできていない商品に注意し、割合
を増加させていきたいです。今後はもう少し余裕を
持って事務用品等の注文を進めていきます。

木材の分別に関して特に大型現場では達成できている
ように思います。さらに分別やリサイクルが可能な廃
棄材料を拡大出来ないか呼び掛けていきます。
余った材料を用いた「端材市」を今年度も行い大変好
評でしたので、定期的な開催を目指していきます。

電力と同じく、大型現場に左右される所もあります
が、今後も呼びかけを継続します。

□上方修正　□下方修正　□基準見直し　■維持

断熱、二重窓、節水トイレ等環境配慮提案

リフォーム・新築の現場数の増加を目指す

家庭用燃料電池　エネファームの提案

その他廃棄物の分別

金属類の分別回収
リサイクル材料の拡大

使い捨て製品の使用、購入を抑制する
再使用又はリサイクルし易い製品を優先的に購入する

備品の修理等により製品の長期使用を進める

□上方修正　□下方修正　□基準見直し　■維持
節水の呼びかけの強化

水道量の調節

取り組み計画

グリーン購入

□上方修正　□下方修正　□基準見直し　■維持

事務用品のグリーン商品数を把握する

グリーン購入手順により促進する
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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

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

評価

順守

順守

順守

順守

順守

順守

順守

順守

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、関係当局よりの違反等の指摘は、過去５年間ありませんでした。

業務用エアコンは、家庭用エアコンに変更しましたので、フロン排出抑制法は削除しました。

緊急事態対応訓練

緊急事態の想定：火災

◆実施日:　 10月16日（高槻店）

◆実施内容:

火災発生時の消防機関の到着までの初期活動
地震発生時の人命安全の確保
二次被害発生の防止　などを目的とし、
消火器の操作方法、避難の際の注意点の確認
近くの避難先までの移動までを行いました。

建設リサイクル法

建築基準法

一般廃棄物・産業廃棄物

トラック、バン

家庭用エアコン

塗料・接着剤（大量使用時）

指定化学物質の管理

住宅性能評価書

・「廃棄物管理責任者」の選任・届出
・ 「廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書」の提出
　（特定建築物に該当する場合には届出します。）

内装仕上げ・換気設備及び天井裏等の工事
クロルピリホス、ホルムアルデヒド、石綿含有建材

住宅の品質確保の
促進に関する法律

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

廃棄物処理法

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法

家電リサイクル法

消防法（危険物）

グリーン調達基準
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代表者による全体の評価と見直し

代表取締役
河原 大耕

【見直し・指示】
・環境方針→変更なし
・環境目標、活動計画→変更なし。
・その他→変更なし。

今年度は２年連続、環境省主催の環境コミュニケーショ
ン大賞　環境レポート部門にて「優良賞」を頂く事が出
来ました。これからエコアクション活動を続けていくう
えで非常に励みとなり、社員のモチベーションとなって
います。

我々に出来ることは本当に小さな活動からですが、未来
の子供たちに今の自然を出来るだけ守る「未来につなが
る」取組をしていきたいと思っています。今年度におい
ては、１０月２１日（土）開催した、高槻在住の小学
生・保護者が2000人集まる『松原・大冠let's enjoy秋
フェスタ』にて、端材を再利用したペンスタンド作りを
体験してもらいました。モノ造りに触れ、手作りの品を
大事に長く使ってもらうことに想いを込めて実施しまし
た。この新たな取組は、社員教育にも繋がると思いま
す。第二弾、第三弾と継続を目指します。

実質の数値の改善にも務めながら、会社としても更なる
上を目指せるように取り組んで参ります。

2021年9月26日
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2020年度

環境活動の取り組み

【1月】廃材を使用したスワッグ作り （神戸店にて開催）

【2月】廃材を使用したスワッグ作り （神戸店にて開催）
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【1月】エコフェスタ（高槻市役所にて開催）

端材を使ったワークショップ

端材で作った積み木遊び
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【11月】蓄電池イベント

【古紙リサイクル】
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エコリフォーム

〒569-1142

大阪府高槻市宮田町2丁目1-29サンワビル102号

(TEL)072-668-7170 (FAX)072-668-7173

・設計事務所登録大阪 （は）8414

・建設業許可 国土交通大臣（般-3）第26187号

・国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人

・日本住宅保証検査機構 JIO A5002612

・ハウスプラス住宅保証 B-67091
0120-36-1031
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