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【　基本理念　】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年度版

【　行動指針　】

１　節電、節水、省エネ、省資源に取り組みます。

２　廃棄物を分別し、適正な処理を行います。

３　健康管理に努めると共に安全対策を徹底し、事故を起こさないようにします。

４　適切な施工管理を行い、高品質な建築物を提供します。

５　環境に配慮した建築物をご提案します。

６　事業活動に関連する環境関連法規や条例等を遵守します。

７　地域や治自体等などのボランティア活動を通して地域環境の
　　美化と環境意識の向上に努めます。

８　社員が働きやすい職場環境を整備します。

９ 　この環境方針は、社員全員に周知するとともに、環境教育や
　　社内広報等を通じ、社員の環境保全に対する意識の向上に努めます。

１０ 　環境経営の継続的改善を実施します。

　株式会社　泰　平　住　建
　代表取締役社長
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竹内　陽平

環　　境　　経　　営　　方　　針

　当社は、一人ひとりの出会いに感謝し、安心で快適な住環境作りを通じて
豊かな社会の実現に貢献します。

　どうすればお客様に喜んでいただける施工ができるのか、どうすれば住みよ
い環境作りができるのか、お客様の立場になってお客様が喜んでいただけるこ
とを第一で考え、また安全第一を念頭に清潔で美しい現場を目指し事業を展開
します。
　その上で、環境経営システムを構築・運用し、環境負荷の低減を継続的に推
進すると共に、優良な環境の創出・保全に努めます。
　そのために以下の事項を重点的に取り組みます。

平成２５年５月２２日制定
令和１年５月１日改定
令和４年５月１日改定



1．事業の概要

事業所名　株式会社泰平住建

代表者名　竹内　陽平

所在地　　福岡県北九州市小倉北区井堀一丁目５番３０号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年度版連絡先　   TEL ０９３－５８２－７７７７

事業活動　建築工事業、不動産賃貸業

建設業許可　福岡県知事　４０－１００５３８号

環境管理責任者　竹内　陽子

環境連絡担当者　古谷　眞由美

沿革 昭和５８年３月３０日　設立

平成２７年１月１日　本店を現在の所在地に移転

資本金 5,000万円

事業内容

建築工事業 屋根工事業 内装仕上工事業

大工工事業 左官工事業 とび土工工事業

石　工事業 鋼構造物工事業 タイル･レンガ･ブロック工事業

鉄筋工事業 板金工事業 ガラス工事業

塗装工事業 防水工事業 塗装工事業

建具工事業 熱絶縁工事業

不動産賃貸業

事業規模

売上高 　　17億４千１百万円　（令和３年5月～令和４年4月）

従業員数 13人

延べ床面積 ９０㎡

事業年度　５月１日～４月３０日

認証　･登録範囲 全組織　・　全活動　・全従業員

2



２．組織図及び認証・登録範囲

役割分担表
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竹内　陽子 環境管理責任者 全体の把握・環境経営システムを構築し、運用する。状況を社長に報告する
(専務取締役）

竹内　陽平

１ヶ月に１回開催し、環境目標の達成状況及び活動計画の実行状況を審議する

満園　隆志

全社員 全部門 環境目標の把握と実施

美野　雷太

内田　光男

古谷　眞由美 総務部門

山下　隆博

古谷　眞由美

技術部門 ガソリンの節約、廃棄物の管理

ＥＡ２１委員会

ＥＡ21事務局 ＥＡ21文書及び記録類の作成・維持・管理

電力、水、紙使用量の管理

竹内　陽子

氏　　名 所　　属 役割・責任・権限

竹内　陽平 代表者 全体の統括、環境方針の設定。環境への取り組みを実施する為の全体の見直し
(代表取締役社長）

代表取締役社長
竹内 陽平

ＥＡ２１委員会
竹内 陽平

竹内 陽子
美野 雷太
満園 隆志
内田 光男

環境管理責任者
竹内 陽子

ＥＡ２１事務局

総務部門
古谷 眞由美

技術部門
山下 隆博



単位
令和2年度
(基準年度）

令和3年度
目標

令和4年度
目標

令和5年度
目標

ｋｇ－CO2

36,828 36,642
(▲０.５％）

36,459
(▲1.0％）

36,276
(▲１.５％）

① 電力使用量の削減
（事務所） kＷh

7,221 7,185
(▲０.５％）

7,149
(▲1.0％）

7,113
(▲１.５％）

② 電力使用量の削減　注１
（建設現場） kＷh

23,093 22,977
(▲０.５％）

22,862
(▲1.0％）

22,747
(▲１.５％）

③
ガソリン使用量の削減 ℓ

9,013 8,968
(▲０.５％）

8,923
(▲1.0％）

8,878
(▲１.５％）

④
軽油使用量の削減 ℓ

0 403 382 378

⑤
灯油使用量の削減 ℓ

0 1,653 1,570 1,488

①
一般廃棄物の再資源化 ％ 90 90 90 90

②
産業廃棄物のリサイクル率の向上 ％ 100％ 100％ 100％ 100％

3 ㎥ 24 24 24 24

4 提案数 50 50 50 50

※▲は、基準年に対する削減率。

行っている。

　４－１　二酸化炭素排出量の削減

　　　①電気使用量の削減

　　　　・エアコン設定温度を決め、実行する

　　　　・不要な照明の消灯

　　　　・長時間席を離れる時、パソコンの電源を切る

　 ・省電力機器の利用

　　　②ガソリン使用量の削減

　　　　・省エネドライブの励行

　　　　・アイドリングストップ励行

　　　③軽油使用量の削減

　　　　・省エネ運転の励行

　　　　・アイドリングストップ励行

　　　④灯油使用量の削減

　　　　・省エネの励行

　　　　・ウォームビズ励行

　４－２　廃棄物の削減

　　　　・リサイクル・分別を徹底する

　　　　・書類の電子化を推進する

　　　　・産業廃棄物処分を許可業者に依頼する

　４－３　水使用量の削減

　　　　・水を流し放しにしない

　４－4　環境に優しい住まいの提案

　　　　・２重サッシ・LED・太陽光発電の提案

　４－5　会社周辺の清掃

　　　　・会社周辺を自主的に清掃する
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４．当年度の環境活動計画
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3．当年度及び中期環境目標

二酸化炭素排出量の削減

環境目標

環境に優しい住まいの提案

水使用量の削減

※電力の実排出係数は、令和元年度の九州電力の排出係数０.３７１kg-CO2/kWhを用いた。

※化学物質は塗料を使用している。ただし塗料の施工は協力会社が行っている。当社は協力会社の施工管理を

※一般廃棄物排出量の削減及び水使用量の削減の目標値は、基準年と同じ値とした。

令和3年度及び中期環境目標

　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年度版



５．目標の実績

令和3年度（R3年５月～R4年４月）の目標に於ける実績は以下の通りであった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年度版

使用量
実績

36,642 36,128 101%
〇

　 kWｈ 7,185 9,009 80%
×

kWｈ 22,977 34,991 66%
×

　 ガソリン使用量削減 ℓ 8,968 7,485 120%
〇

軽油の使用量削減 ℓ 403 242 166%
〇

灯油の使用量削減 ℓ 1,653 712 232%
〇

％ 90 100 111%
〇

％ 100 100 100%
〇

㎥ 24 21 114% 〇

提案数 50 50 100%
〇

実施回数 1回／週 1回／週 100% 〇

６．環境活動計画の取組結果とその評価

　６－１．二酸化炭素排出量の削減
　　①電気使用量の削減

　　②ガソリン使用量の削減

　　③軽油使用量の削減
現場の重機使用の為軽油を使用した。

　　④灯油使用量の削減
現場事務所で寒かった為ストーブを使った。

　６－２．廃棄物排出量の削減等

　６－３．水道使用量の削減
蛇口を最低限に開くことで出す水の量を少なくし、目標を達成することができた。

　６－4．環境に優しい住まいの提案
提案が可能なお客様には必ず提案を行うことで、目標を達成することができた。

　６－5．会社周辺の清掃
清掃を毎朝行い目標を達成することができた。
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達成状況

適正な速度での運転等、使用量の削減に取り組んだ結果、前年に比べ現場の数が増えたことも
ありましたが、目標達成することができました。

一般廃棄物の再資源化

産業廃棄物のリサイクル率の向上

電気使用削減・建設現場

電気使用削減・事務所

事務所では、照明やエアコンの使用を管理することで削減目標を行ってきましたが、コロナ対
策の一つで事務所内の換気をすることで空調が効きにくくなる為にｴｱｺﾝの利用が大きくなって
しまい目標達成できませんでした
建設現場では、施工数が増えた為　電力を消費する工程が多くなったこともあり目標を達成で
きませんでした。

目標達成率環　境　目　標
R3年度

目標値

１　二酸化炭素総排出量　kg-CO2

2　廃棄物総排出量の削減

3　使用水量の削減

４　環境に優しい住まいの提案

５　会社周辺の清掃

継続して不要な印刷出力の削減などに取り組んだ結果、目標を達成することができた。
産業廃棄物は、適切な許可取得業者に処分を依頼した。

※達成状況の〇は達成、×は未達成を示す。



７．次年度の取組内容
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８．環境関連法規への違反、訴訟等の有無

環境関連法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律・建設ﾘｻｲｸﾙ法・騒音規制法・

振動規制法など)の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

９．代表者による全体評価と見直し・指示の結果
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①評価
・全社員が一丸となってエコ活動に取り組みました。
・事故なく苦情なく業務を推進しました。
・会社周辺の清掃活動を実施しました。
・お客様から良いものづくりに対して大きな評価を受けました。
・子育て応援宣言、飲酒運転撲滅宣言など福岡県地域貢献活動に参加しました。

②見直し・指示
・エコ活動を継続して実施します。
・事故、苦情がないよう細心の注意を払います。
・社員の環境教育を継続して実施します。
・安全、安心でお客様に満足して頂けるものづくりを推進します。
・社員のワークライフバランスに引き続き配慮していきます。

なお、関係当局よりの違反の指摘、利害関係者からの訴訟等も過去３年間
ありません。

①今年度においては概ね良好な結果をられたので、引き続き目標達成に向け意識的
   に取り組んでいきます。

②社員の意識を高め、それを維持していくために、引き続き社内における教育
　を充実していきます。


