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           私たちは、事業活動が与える環境負荷をしっかりと認識し、

           環境負荷の削減などの環境保全活動を行うことは、重要な

           社会的責任であり、事業活動の重要課題と位置づけて、

           全社員一丸となって持続可能な社会の構築に努力します。
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１．事業概要

１）事業者名及び代表者名
大平開発株式会社
代表取締役   津曲 道孝

２）所在地
・本  社    〒889-3532  宮崎県 串間市大字大平3291番地
・倉  庫    〒889-3532  宮崎県 串間市大字大平

３）環境管理責任者
EA-21責任者  ： 津曲 律子

４）連絡先
連絡担当者 ： 村冨 伸江 （EA21事務局）
TEL  ： 0987-74-1380
FAX  ： 0987-74-2210
E‐mail： oohiracc@gold.ocn.ne.jp

５)対象範囲・・(全社・全活動)
・対象組織 ・・・・・・・・ 全社(関連事業所なし)
・対象活動 ・・・・・・・・ 全活動

建設業（土木工事、とび・土工工事、舗装工事、管工事、水道施設工事、解体工事）

６）事業規模

７）推進組織図

2021年
10
10
52
200
800

10
10

工事等の件数

2017年

13
従業員数

代表者
(社長)

推進責任者

工事部 総務部

項目

倉庫床面積（㎡）
資機材置場面積（㎡）

事業所床面積（㎡）

2019年

200
800

2018年
10
12
52
200
800

52 52
200
800 800

2020年
11
13
52
200

10

（２）



２．環境経営方針

  私たちは、事業活動が与える環境負荷をしっかりと認識し、

  環境負荷の削減などの環境保全活動を行うことは、重要な

  社会的責任であり、事業活動の重要課題と位置づけて、

全社員一丸となって持続可能な社会の構築に努力します。

  １．環境経営に積極的に取組むため、環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑを
    構築して、継続的な改善に努めます。

  ２．事業活動に関連する法令・条例等を誠実に守ります。

  ３．事業活動で発生する環境負荷を低減する為、次の事項に
    優先的に取組みます。

   ①．省エネ活動による二酸化炭素排出量の削減

   ②．廃棄物の削減と分別徹底による再資源化の推進

   ③．水資源の使用量節減意識の高揚

  ４．環境に配慮した施工を推進し、環境保全に努めます。

  ５．創意工夫やＩＣＴ活用等で、安全且つ効率的施工に努めます。

  ６．地域の環境保全活動に積極的に参加します。

   以上を全従業員で積極的に取り組みます。

平成３０年１０月５日

令和 ３年１０月８日

大平開発株式会社
代表取締役 津曲 道孝

改訂；

改訂；

環境経営方針

基本理念

基本方針
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３．環境経営目標

年  度  別  環    境    目    標

基準値
(2016年10月～

2019年9月)

2020年度
(2020年10月～

2021年9月)

2021年度
(2021年10月～

2022年9月）

2022年度
(2022年10月～

2023年9月)

全社 125,760 124,503 123,245 121,987

基準値比 １.0％削減 基準値比 2.0％削減 基準値比 3.0％削減

事務所 5,668 5,612 5,555 5,498

基準値比 １.0％削減 基準値比 2.0％削減 基準値比 3.0％削減

全社 9,994 9,894 9,794 9,694

基準値比 １.0％削減 基準値比 2.0％削減 基準値比 3.0％削減

現場 38,740 38,353 37,965 37,578

基準値比 １.0％削減 基準値比 2.0％削減 基準値比 3.0％削減

全社 172.6 170.9 169.1 167.4

現場 93%

＊2016年10月から2019年9月までの実績平均値を新基準値として、第四次経営目標を設定しました。
＊建設副産物の再資源化率は （再資源化量÷総排出量）×100
＊水資源は、井戸水を使用しているため、計量していませんが、節水の意識を全員が持ち、節水することを目標としています。
＊環境配慮型施工の推進は、環境配慮型重機を使用するなど『環境経営計画の遵守』を目標としています。

４.環境経営目標の実績

＊2021年10月から2022年９月までの１年間の実績は以下の通りです。

実施区 目標値 実績 達成率 評価

全社 123,245 135,140 91.2% ×

事務所 5,555 5,326 104.3% 〇

全社 9,794 10,368 94.5% ×

現場 37,965 42,100 90.2% ×

全社 169.1 166.3 101.7% 〇

現場 ９５％以上
98.9%

(330.23t/333.80t)
104.1% ○

全社 節水意識の高揚 節水しています ― 〇

４
環
境

活
動 全社

環境経営計画
の遵守

環境経営計画を
遵守しています

― 〇

＊2016年10月から2019年9月までの実績平均値をもとに目標値としています。

＊購入電力の二酸化炭素排出係数は、平成30年九州電力公表の0.463 を使用しています。

＊化石燃料の二酸化炭素排出係数は、ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ2017年版と整合しました。

＊2021年度の二酸化炭素総排出量は 135,140 kg-CO
2
です。

３．水資源使用量の削減  （㎥）

②環境配慮型の施工推進

二酸化炭素排出量(kg-CO2)

省
エ
ネ

①電力使用量の削減  （kＷh）

②ガソリン使用量の削減   （Ｌ）

③軽油使用量の削減    （Ｌ）

２
廃
棄
物

の
削
減

①. 一般廃棄物の削減   (ｋg)

②．建設副産物の
   再資源化率向上（％）

4
環
境

活
動 ①環境配慮型施工の推進 全社 ― 環境経営計画の遵守を目標とする

取組み項目

２
廃
棄
物

①一般廃棄物の削減    (ｋg)

②建設副産物の再資源化率向上 再資源化率９５％以上

３．水資源使用量の削減   （㎥） 事務所
井戸水使用のため
計量していません 節水活動及び意識の高揚を目標とします

取組み項目
（目標項目）（単位）

実 施 区

１．二酸化炭素排出量の削減
         （kg-ＣＯ2）

エ
ネ
ル
ギ
ー

①電力使用量の削減 （kWh）

②ガソリン使用量の削減   （Ｌ）

③軽油使用量の削減  （Ｌ）

（４）



５.環境経営計画の取組結果とその評価

取組項目 環境経営計画の内容 取組状況 評価

①不在箇所、昼休みなどの電気消灯 〇

②空調の適温化〔冷房(7月～9月)２８℃程度、
  暖房(11月～3月)２２度程度〕を徹底

〇

③室外機周辺の障害物、直射日光を避ける 〇

④冷蔵庫は、詰込みすぎに注意して節電する 〇

①エコドライブ（アイドリングストップ、急発進・急加速
  及び空ぶかしの防止等）を徹底する

〇

②重機は始業前点検を実施する 〇

③建設機械等の作業は、過剰な負荷を掛けないよう
  に操作する（アクセル７割運動等）

〇

④段取り良い前準備で忘れ物などをなくし、折り返し
  運行の撲滅や現場への相乗りを推進している

〇

⑤工期短縮の創意工夫 〇

①コピーは裏紙使用や両面・縮小コピーに努める 〇

②資源物を再生利用できるように分別して計量・
  記録している

〇

③コピートナー容器などは業者に持ち帰ってもらう 〇

①建設資材発注時は使用数量を再チェックし、
  残余資材の発生を抑制する

〇

②建設残余資材が発生したら、分別して再利用を行う 〇

③廃棄物の処理はできるだけリサイクル業者へ依頼
  して再資源化を推進する

〇

①現場で使用する水は極力雨水や河川水を利用する 〇

②車両や建設機械の洗車は必要最小限にとどめ、
  できるだけ雨水を利用する

〇

①環境ラベル認定等製品を優先的に購入する 〇

②再生材料や間伐材等を利用した製品の優先購入 〇

①環境配慮型の建設機械を使用する 〇

②可能な限り、環境配慮型材料等を利用した施工の
  実施

〇

③しっかりした工程管理で常に工期短縮に取り組む 〇

今年も新型コロナが衰えず、従業員の健
康を考慮し空気清浄機を終日使用してい
た。それ以外は徹底して節電しており、達
成率としては、104.3%と評価できる結果と
なった。空調に関してはクールビズ及び
ウォームビズを周知し、適温化に従事して
いる。

井戸水を使用しているが、蛇口付近に『節
水』のシールを貼って節水の意識高揚をは
かっている。

･電気使用量
 の削減

・化石燃料
 使用量の
 削減

 1.ｶﾞｿﾘﾝ
 2.軽油
 3.灯油

従業員一丸となって、エコドライブ・現場へ
の相乗り等努力している。
事務所用の車を購入した為、ガソリン消費
に関しては、昨年より多少増えたものの、
一台はほぼ充電で賄えており、問題ないと
考える。

・水資源使用
 量節減意識
 の高揚

・環境配慮
  型施工の
  推進

・一般廃棄物
 の削減

・建設副産
  物の再資
  源化率
  向上

重機は低騒音、低排出ガス機を使用して
いる為問題ない。
資材は環境配慮型材料を念頭において発
注するようにしている。又、効率よく作業し
工期短縮に取り組んでいる。

電子メール等を積極的に活用している為、
紙媒体での提出は以前より少なくなった
が、印刷する場合には可能な限り両面コ
ピーや裏紙を使用する。
コピートナー容器などは納入業者に持ち
帰ってもらっている。

発注する際は残余資材が出ないよう周知し
ている。再資源化率は98.9％と問題ない。

・グリーン購入
 の促進

事務用品等はエコ商品を購入している。

（５）



６.次年度の環境経営目標と環境経営計画

取組項目 年間目標 環境経営計画内容

①不在箇所、昼休みなどの電気消灯

②空調の適温化〔冷房２８℃程度、暖房２２度程度〕を徹底
（クールビズ・ウォームビズを推奨する）

③室外機周辺の障害物を取り除くとともに、直射日光を
  避けて節電を図る

④冷蔵庫は、詰込みすぎに注意して節電する

①エコドライブ（ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ、急発進・急加速及び
  空ぶかしの防止等）を徹底する

②重機は始業前点検を実施する

③建設機械等の作業は、過剰な負荷を掛けないように
  操作する   （アクセル７割運動等）

④段取り良い前準備で忘れ物などをなくし、折り返し運行
  の撲滅や現場への相乗りを推進する

⑤工期短縮の創意工夫を図る

①コピーは裏紙使用や両面・縮小コピーに努め、提出等に関
しては可能な限り電子メールを使用する

②資源物を再生利用できるように分別する

③コピートナー容器などは業者に持ち帰ってもらう

①建設資材発注時は使用数量を再ﾁｪｯｸし、残余資材の
  発生を抑制する

②建設残余資材が発生したら、持ち帰って再利用を行う

③廃棄物の処理はできるだけﾘｻｲｸﾙ業者へ依頼して
  再資源化を推進する

①現場で使用する水は極力雨水や河川水を利用する

②車両や建設機械の洗車は必要最小限にとどめ、
  できるだけ雨水を利用する

①環境配慮型の建設機械を使用する

②可能な限り、環境配慮型材料等を利用した施工をする

③しっかりした工程管理で常に工期短縮に取組む

  5,498ｋＷｈ
（基準年比97％）

ガソリン9,694 Ｌ
（基準年比97％）

軽油   37,578 Ｌ
（基準年比97％）

167.4ｋｇ
（基準年比97％）

95％以上

節水の意識高揚

当該環境経営
計画の遵守

･電気使用量の削減

・環境配慮型施工の
 推進

・建設副産物の
 再資源化率の向上

・水資源使用量の
 削減

・化石燃料使用量の
 削減

   1.ｶﾞｿﾘﾝ
   2.軽油

・一般廃棄物の削減

（６）



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、訴訟の有無

  ＊当社の事業に関係する環境関連法規は、担当者が定期的に改訂の有無を確認しています。

    尚、関連法規の遵守状況確認を実施した結果、違反、訴訟はありませんでした。

       また、関係当局からの指摘及び地域住民からの訴訟もありませんでした。

       現場での遵守状況は、安全パトロールや安全会議時などで確認しています。

評価

順守

順守

順守

順守

順守

順守

順守

順守

該当なし

該当なし

順守

順守

８.代表者による全体評価と見直しの結果

    エコアクション21の登録当初からすると、従業員全員が常に環境配慮を念頭に

    おいて行動しており、充分に評価できる。

       しかしながら会社としては、原油価格の高騰による電気・ガソリン・軽油等の

       値上げに困惑している状況であり、暫く続く事が予想される為

       これまで以上に努力が必要だと考える。

       一人一人の小さな節約も、月単位・年単位となれば大きな環境配慮になると信じて

       全員で取り組む所存である。

計画書の提出

解体工事時の措置

簡易点検の実施

法定検査の実施、記録の保管

廃棄物処理法

建設リサイクル法

浄化槽法

発注者への書面による計画等説明、完了報告

必要事項を都道府県知事に届け出

分別解体、再資源化促進、再資源使用

大気汚染防止法

フロン排出抑制法

法規名 該当する要求事項

委託契約の締結

マニフェストの交付、保管義務

産業廃棄物管理票交付等状況報告書

多量排出事業者 計画書、実施書

保管場所の掲示

（７）



９.エネルギー消費量とＣＯ2排出量の推移グラフ

      ★ 二酸化炭素排出量は軽油の消費量と比例しています

      ★ 二酸化炭素排出量と売上高は比例しています
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