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１．組織の概要および活動内容

１） 事業者名及び代表者名

代表取締役 那須 忠幸

２） 所在地

本社・倉庫 〒８８９－０５１３  宮崎県 延岡市土々呂町６丁目１７７１

３） 環境管理責任者 環境管理責任者 高木 賢一

T E L  ０９８２（３７）７０９０ F A X  ０９８２（３７）７２０３

U R L  https://taiyou-giken.jimdo.com E‐mail  taiyougiken.7095@mint.ocn.ne.jp

4）事業内容

一般建設業許可 宮崎県知事許可（般ー１）第７７６４号

土木工事業  とび・土工工事業  舗装工事業

造園工事業  解体工事業

産業廃棄物収集運搬業許可番号 第０４５０８１３７８９６号

５)事業の規模

6)認証・登録の対象組織と活動

・対象組織は、本社・資機材倉庫の全活動とする。

・対象活動は、建設業許可業種の全てとする。

 売上高（百万円）

257

事業年度 ２０２１/６～２０２２/５

太 陽 技 建 株 式 会 社

 資機材倉庫床面積
（㎡）

634

 事業所床面積（㎡）

131

 従業員数（名）

16

１



２．実施体制

1）太陽技建㈱ EA-21推進組織図

2）役割、責任、権限一覧表

 1. 環境経営に関する総括責任

 2. 経営における課題とチャンスの明確化

 3. 環境経営システムに必要な資源の準備

 4. 環境経営方針の策定と見直し

 5. 環境経営目標及び環境経営計画の承認

 6. 定期的な全体の評価と見直し指示

 7. 環境経営レポートの承認

 1. 環境経営システムの構築、実施と管理

 2. 環境への負荷及び取組への自己チェックの実施

 3. 環境経営目標及び環境経営計画書の作成と評価

 4. 環境関連法規の取りまとめ及び遵守状況確認

 5. 環境関連外部コミニュケーションの窓口

 6. 環境活動の取組結果を代表者に報告

 7. 環境経営レポートの作成

 8. 問題点発生時の是正、予防処置の指示と内容承認

 9. 教育、訓練計画の策定と実施

 1. 環境経営方針の周知

 2. 環境上の緊急事態の対応に関する試行

 3. 環境及び安全教育訓練の実施

 4. 環境活動計画の実施及び達成状況の報告

 5. 手順書、計画書の作成

 6. 問題点の発見、是正、予防処置の実施

代表者（社長）

環境管理責任者

環境管理
責任者

部門長

役割・権限・責任

土木部 総務部

担当

代表者
（社長）

２



３．環境経営方針

１，

２，

３，

① 電力・化石燃料などの節減による、二酸化炭素排出量の削減

② 事業所や建設現場で発生する廃棄物の削減とリサイクル推進

③ 節水活動による水資源使用量の削減

４，

５，

６， この環境方針は全従業員へ周知し、社会に誓約します。

環境基本理念

環境経営方針

 私たちは、事業活動で消費する資源や廃棄物をできるだけ削減

し、再使用と再資源化など循環型社会形成のために積極的に環

境保全活動を行う事は事業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。

持続可能な社会形成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、継続的改善に努めます。

代表取締役 那須 忠幸

環境にやさしい施工を推進します。

２０２１年 １０月 1日

太 陽 技 建 株 式 会 社

事業を行うにあたって適用される環境関連法規、及びその他の要求事
項等を遵守します。

事業活動から発生する以下の環境負荷の低減に努めます。

事業活動で使用する物品はできるだけグリーン製品を使用します。

３



４.環境経営目標および実績

1）環境経営目標

基準年  2021年度  2022年度  2023年度

全社 134,047.6 132,707.1 132,036.9 131,366.6

1.0％減 1.5％減 2.0％減

8,092.0 8,011.1 7,970.6 7,930.2
1.0％減 1.5％減 2.0％減

7,537.4 7,462.0 7,424.3 7,386.7
1.0％減 1.5％減 2.0％減

43,907.4 43,468.3 43,248.8 43,029.3
1.0％減 1.5％減 2.0％減

663.5 656.9 653.5 650.2

95% 95%以上 95%以上 95%以上
0.5％減 1.0％減 1.5％減

128.8 128.2 127.5 126.9

10品 10品以上 10品以上 10品以上

環境に優しい施工の推進 現場 環 境 活 動 計 画 の 遵 守

＊建設副産物の再資源化率は再資源化量÷総排出量×100

＊環境に優しい施工の推進は、環境に配慮した工事に資する活動計画を順守することを目標としています。

2）環境経営目標の実績

サイト 目標値 実績 達成率 評価

全社 132,707.1 86,087.7 154.2% 〇

電力使用量の削減（kwh） 事務所 8,011.1 8,448.0 94.8% ×

ガソリン使用量の削減（ℓ） 現場 7,462.0 9,300.0 80.2% ×

軽油使用量の削減（ℓ） 現場 43,468.3 23,793.0 182.7% 〇

一般廃棄物の削減(kg) 全社 656.9 659.5 99.6% ×

95%以上 100.0%
1072.9(t)

全社 128.2 134.0 95.7% ×

グリーン購入の促進（品目） 全社 10品以上 12 100.0% ○

環境配慮型の施工推進 現場
活動計画
の遵守

遵守して
います

100.0% ○

＊購入電力の二酸化炭素排出係数は、九州電力の 0.370を使用しています。

基準年は、2020年10月～2021年9月の値を採用

実績値は、2021年10月から2022年9月までの1年間

年  度  別  環    境    目    標
取 組 み 項 目 サイト

事務所

現場

電力使用量の削減（kWh）

1.二酸化炭素排出量の削減（kg-CO2）

省
エ
ネ
ル
ギ
ー 現場

ガソリン使用量の削減(ℓ）

軽油使用量の削減(ℓ）

全社

現場

全社

事務所3．水資源使用量の削減（㎥）

4.
有益な環
境活動

2.
廃棄物の

削減

一般廃棄物の削減(kg)

建設副産物の再資源化率向上(%）

取組み項目

1.二酸化炭素排出量削減(kg-CO2)

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

3．水資源使用量の削減  （m
3
）

グリーン商品購入の促進
（エコ製品購入数）

＊目標管理から除外している現場の電気、事務所のガソリン、灯油やLPGを含めた二酸化炭素総排出量は 92,116.86kg-CO2です。

〇100.0%現場
建設副産物の再資源化率向上
（%）

2.
廃棄物の

削減

4．
有益な環
境活動

４



５.環境経営活動計画の取組結果とその評価

並びに次年度の環境活動計画

1）取組結果とその評価 評価基準：〇達成、△一部未達成、×未達成、－評価できない

取組項目 活動内容 責任者 取組結果 評価

①こまめなエアコン温度調節 ○

②年2回のエアコン清掃 〇

③サーキュレーター使用 〇

④不要な照明、PC、TVの電源OFF ○

①エコドライブの励行 ○

②定期的な車両点検と整備 〇

③現場への相乗り通勤の推進 〇

④建設機械のアクセル７割作業 △

⑤建設機械の始業前点検 ○

⑤エコモード機能付き機械の賃貸 ○

①ゴミ分別の徹底 〇

②裏紙使用や両面コピー 〇

③PDFやメールの活用 ○

①計画的な資材調達計画の策定 ○

②混合廃棄物の分別徹底 ○

③有価物の選別 ○

④産業廃棄物に関する知識向上教育 ○

①節水シールの貼付 ○

②高圧洗浄機での車両・重機の洗車 〇

③雨水による道路清掃、コンクリート養生 工事部 渇水期の工夫が必要必要である。 △

①資材を含む再生品の購入を推進 ○

②環境に配慮した製品の選択と使用 ○

①環境配慮型重機の使用 ○

②施工現場付近の環境保全の実施 ○

環境活動 ①清掃・除草ボランティア活動 工事部 次年度も活動を続ける。 ○

2）次年度の環境活動計画

重機作業で省エネモード機能を積
極的に活用している。また、各現場
で汚染対策をしっかり行っている。

グリーン購入
の促進

積極的に再生資源材を使用してい
る。

一般廃棄物
の削減

＊取組内容の見直し結果、2022年度も同一活動内容とします。
＊実施スケジュールは2022年10月から１年間とする

受発注間の工事情報共有システ
ムを活用しペーパレス化を図ってい
る。

環境配慮型
施行の推進

水資源使用
量の削減

総務部
工事部

建設副産物
の再資源化
率の向上

工事部

工事部

エコドライブが実施されていた。車
両点検整備の各自責任を持ち実
施された。

アクセル7割作業で一部未達成と
なった。習慣化するよう繰り返し教
育を実施する。

節水の呼びかけやシール張付けに
より意識向上が図られた。

各現場、施工計画どうり適正に再
資源化している。

電気使用量
の削減

化石燃料使
用量の削減

 ・ガソリン
 ・軽油

総務部
工事部

総務部
工事部

工事部

総務部

総務部
工事部

総務部
工事部

臨機に温度調整を行った。シーズ
ン前に清掃も行った。

不要な電気機器の電源を切ること
は習慣化されてきた。

５



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

環境関連法規および関連法規制の順守活動確認を行った結果、違反はありませんでした。

現場の順守状況確認は、店社安全パトロール者が各現場に毎月1回以上出向き確認をしている。

法規名 該当する要求事項 評価

委託契約の締結（契約終了後5年間保存） 順守

マニフェストの交付・回収、照合（適合マニフェストを使用） 順守

前年度実績の交付状況報告書を提出（毎年6月30日迄に知事へ） 順守

前年度多量排出業者の場合は報告書及び計画書を提出 該当なし

保管場所への看板設置（現場保管に適用） 順守

届出書、分別解体計画書および完了報告書の提出（着手7日前） 順守

再資源化等の実施状況報告書の提出 順守

資源有効利用促進法 再生資源利用計画書の作成と実施状況記録 順守

建物解体時の事前確認書面作成と適正処分（業務用） 該当なし

業務用エアコンの簡易点検（3ヵ月毎） 順守

オフロード法 排出ガス対策型機械の使用 順守

解体工事前のアスベスト調査と報告（労働基準監督署、自治体） 順守

建築物解体等届出、工事計画届（アスベスト有り：労働基準監督署） 順守

特定粉じん排出等作業実施届（自治体） 該当なし

騒音・振動規制法 特定建設作業実施届の提出（延岡市生活環境保護条例） 順守

河川法 50m3/日以上の汚水を河川排出する場合届出（河川管理者） 該当なし

７.代表者による全体評価と見直し結果

 朝礼や毎月の安全教育訓練での周知・啓発により、車両・建設機械の消費燃料削減への取組は定着

してきたが、理解度にバラツキが見られるため今後も継続的な環境教育・周知活動を行なうよう経営会議

にて確認した。

廃棄物処理法

建設リサイクル法

フロン排出抑制法

大気汚染防止法

６


