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当社は、地域の皆様によろこんでもらえる、良いモノづくりに全力で取組んでいます。

仕事を通して、環境保全、環境負荷の低減、汚染の予防に取り組むとともに、

環境経営の継続的改善を進めていきます。

　

環境経営方針

重点的に取組む内容は、次の通りです。

1．事故を起こさないように、安全管理を徹底します。

2．手戻りを起こさないように、段取りをしっかりします。

3．省エネ、省資源活動に取り組み、二酸化炭素の排出量を削減します。

4．建設副産物の分別、再使用、再生使用（リサイクル）、適正管理に取り組みます。

5．事業所ごみの分別、再使用、再生使用（リサイクル）、適正管理に取り組みます。

　　株式会社 エース建設

　　　代表取締役　呉本　永基

6．節水に取り組みます。

7．各現場では環境に配慮した施工を行います。

8．環境関連法を順守します。

　　　　　制定日　平成26年4月15日
　　　　　改定日  　  令和4年9月1日
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　１－１．　事業活動の内容

1） 事業所名　 株式会社 エース建設

2） 代表者　

3） 住所    本社

    　　　電話番号 ：　０９３－６１４－１２７０ Ｆａｘ番号 ：　０９３－６１４－１２７１

　　　　　E-mail kuremoto@vesta.ocn.ne.jp

4） 環境管理責任者 呉本　永基

5） 連絡担当者名 呉本　順子

住所    本社に記載

6） 事業内容

土木工事業 福岡県 番号 許可日

とび・土工工事業 知事許可 （特ー２６） 平成31年

特定 舗装工事業 第101332号 4月6日

水道施設工事業 ～平成36年

4月5日

7） 営業年数 23年（創立年月日：平成10年10月１日）

8） 資本金 4,100万円

9） 事業規模

活動規模 単位
14期

（2019年８月～
2020年７月）

15期
（2020年８月～
2021年７月）

16期
（2021年８月～
2022年７月）

売上高 百万円 516 465 419

従業員 人 6 6 6

床面積 ｍ2 50 50 50

資材置場面積 ｍ2 200 200 200

１０） 当社の事業年度

１１） 認証・登録範囲 全組織・全活動

全組織：本社

全活動：土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、水道施設工事業

８月１日～翌年７月３１日

代表取締役　呉本　永基

：　福岡県北九州市八幡西区中の原3丁目9番17号
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所属（役職） 氏　名 役割・責任・権限・使命

代表者 ・環境方針の策定。

呉本　永基 ・管理責任者を任命する。

・ＥＡ２１に関する全ての責任と運用についての権限を持つ。

・代表者による全体の評価と見通し

管理責任者 ・ＥＡ２１を構築し実施、管理する。

呉本　永基 ・環境への負荷及び取り組みの自己チェックを確認し承認する。

・環境活動の取り組み結果を代表者へ報告する。

・環境関連法規制等の遵守、評価を行う。

１－２．　　実施体制
作成者：管理責任者
作成日：令和4年8月1日

現場代理人 呉本　圭輔
・適切な施工管理（安全管理、品質管理、環境管理等）

・廃棄物のリサイクル、環境は配慮施工の実施。

代表者
代表取締役 呉本 永基

管理責任者

建設現場
現場代理人
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令和元年８月 令和２年８月 令和３年８月 令和４年８月

令和2年7月 令和３年7月 令和４年7月 令和５年7月

（14期）実績 （15期）目標 （16期）目標 （17期）目標

基準年度の１％削減 基準年度の２％削減 基準年度の３％削減

111,422.0 110,296.5 109,171.0

基準年度の１％削減 基準年度の２％削減 基準年度の３％削減

12,561.1 12,434.2 12,307.4

基準年度の１％削減 基準年度の２％削減 基準年度の３％削減

5,585.9 5,529.5 5,473.0

基準年度の１％削減 基準年度の２％削減 基準年度の３％削減

36,851.0 36,478.7 36,106.5

基準年度の１％削減 基準年度の２％削減 基準年度の３％削減

231.8 229.4 227.1

基準年度の１％削減 基準年度の２％削減 基準年度の３％削減

118.8 117.6 116.4

基準年度の１％削減 基準年度の２％削減 基準年度の３％削減

23.4 20.8 18.2

１

２－１．　中期環境経営目標（事務所＋現場）　　　　　購入電力の排出係数（調整後）：令和元年年度九州電力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３７１（kg-CO2/kWh）

環境目標 単位

1

二酸化炭素総排出量の削減 ㎏CO2 112,547.5

１－１
電気使用量の削減
（事務所＋現場）

ｋｗｈ 12,688.0

１－２
ガソリン使用量の削減

（事務所＋現場）
㍑ 5,642.3

１－３
軽油使用量の削減

（現場）
㎏ 37,223.2

１－４
灯油使用量の削減

（事務所）
㎏ 234.1

26

2

２－１
廃棄物の削減

（事務所）
㎏ 120.0

２－２
建設副産物のリサイクル

（現場）
率 100

4 ４－１
環境に配慮した施工

（事故ゼロ、苦情ゼロ、手戻りゼロ）

100 100 100

3 ３－１
水使用量の削減

（事務所）
ｍ3

件/現場 0 0 0 0

５－２ 地域貢献活動(現場） 件/現場/月 1 １ １ １

１ １

5

５－１ 地域貢献活動（事務所） 件/月 １ １
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令和元年８月 令和4年8月 令和５年8月 令和6年8月

令和2年7月 令和5年7月 令和6年7月 令和7年7月

（14期）実績 （17期）目標 （18期）目標 （19期）目標

基準年度の4％削減 基準年度の5％削減 基準年度の6％削減

67,528.5 56,273.7 45,019.0

基準年度の4％削減 基準年度の5％削減 基準年度の6％削減

7,612.8 6,344.0 5,075.2

基準年度の4％削減 基準年度の5％削減 基準年度の6％削減

3,385.4 2,821.2 2,256.9

基準年度の4％削減 基準年度の5％削減 基準年度の6％削減

22,333.9 18,611.6 14,889.3

基準年度の4％削減 基準年度の5％削減 基準年度の6％削減

140.5 117.1 93.7

基準年度の4％削減 基準年度の5％削減 基準年度の6％削減

72.0 60.0 48.0

基準年度の１％削減 基準年度の２％削減 基準年度の３％削減

23.4 20.8 25.2

１５－２ 地域貢献活動(現場） 件/現場/月 1 １ １

0 0

5

５－１ 地域貢献活動（事務所） 件/月 １ １ １ １

4 ４－１
環境に配慮した施工

（事故ゼロ、苦情ゼロ、手戻りゼロ） 件/現場 0 0

100 100 100

3 ３－１
水使用量の削減

（事務所）
m3 26

2

２－１
廃棄物の削減

（事務所）
㎏ 120.0

２－２
建設副産物のリサイクル

（現場）
率 100

１－３
軽油使用量の削減

（現場）
㎏ 37,223.2

１－４
灯油使用量の削減

（事務所）
㎏ 234.1

ｋｗｈ 12,688.0

１－２
ガソリン使用量の削減

（事務所＋現場）
㍑ 5,642.3

2-1-1．　次年度以降の中期環境経営目標（事務所＋現場）　　　　購入電力の排出係数（調整後）：令和元年年度九州電力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３７１（kg-CO2/kWh）

環境目標 単位

1

１ 二酸化炭素総排出量の削減 ㎏CO2 112,547.5

１－１
電気使用量の削減
（事務所＋現場）
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令和元年８月 令和３年８月 令和３年８月

令和2年7月 令和４年7月 令和４年7月

（14期）実績 （16期）目標 （1６期）実績

基準年度の２％削減

110,296.5

基準年度の２％削減

12,434.2

基準年度の２％削減

5,529.5

基準年度の２％削減

36,478.7

基準年度の２％削減

229.4

基準年度の２％削減

117.6

基準年度の２％削減

20.8

　　2－2．　　　環境経営目標と実績（事務所＋現場）　　　購入電力の排出係数（調整後）：令和元年度九州電力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３７１（kg-CO2/kWh）

環境目標 単位
達成
状況

1

　　２）一
般廃棄物
の削減

二酸化炭素総排出量の削減 ㎏CO2 112,547.5 68,465.0 〇

〇

×

１－１
電気使用量の削減
（事務所＋現場）

ｋｗｈ 12,688.0 5,950.0

㍑ 37,223.2 20,518.1

㍑ 5,642.3 5,617.3

〇

１－２
ガソリン使用量の削減

（事務所＋現場）

１－４
灯油使用量の削減

（事務所）
㍑ 234.1 116.0

１－３
軽油使用量の削減

（現場）

2

２－１
廃棄物の削減

（事務所）
㎏ 120.0

２－２ 率 100 100 100

〇

120.0 ×

○

3 ３－１
水使用量の削減

（事務所）
ｍ3 26 １８ 〇

建設副産物のリサイクル
（現場）

○

１

4 ４－１
環境に配慮した施工

（事故ゼロ、苦情ゼロ,手戻りゼロ） 件/現場 0 0 0

５－２ 地域貢献活動(現場） 件/現場/月 1 １

○

○

5

５－１ 地域貢献活動（事務所） 件/月 １

１

１
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　　３．環境経営計画
　　（１－１）二酸化炭素排出量の削減（事務所）

　　１）電気使用量の削減
　　①エアコンの設定温度（夏27度・冬23度）を決め、実行する。
　　②昼休みは消灯する。
　　③パソコンは自動制御モードにする

　　２）灯油使用量の削減
　　①ウオームビーズ、クールビーズを励行する。
　　②残業時間を少なくする

　　（１－２）二酸化炭素排出量の削減（現場）
　　１）電気使用量の削減

　　①エアコンの設定温度（夏27度・冬23度）を決め、実行する。
　　②昼休みは消灯する。
　　③パソコンは自動制御モードにする

　　２）ガソリンの削減
　　①アイドリングストップの励行
　　②急発進・急停車をしない

　　３）軽油使用量の削減
　　①重機の燃費向上に努める。
　　②重機・車両は適性空気圧に整備する。

　　（２－１）一般廃棄物の削減（事務所）
　　１）紙使用量の削減、ゴミの削減

　　①裏紙の使用
　　②一般廃棄物は、分別ルールに従って実施する。
　　③分別したものは、適切に処理する。

　　（２－２）建設副産物のリサイクル（現場）
　　１）コンクリート塊

　　①分別の徹底
　　②中間処理場への運搬の徹底

　　２）アスファルト・コンクリート塊
　　①分別の徹底
　　②中間処理場への運搬の徹底

　　１）蛇口をしっかり締める
　　１）蛇口をしっかり締める２）節水に心がける
　

　　（４）環境に配慮した施工（現場）

　　（５）地域貢献活動（事務所＋現場）

　　（３）水使用量の削減（事務所）

１）安全管理を徹底し、事故を絶対に起こさないように周知・徹底する。
２）建設騒音、振動の発生を低減し、苦情の発生をなくす。

１）会社周辺の清掃活動。
２）建設現場周辺の清掃活動。
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　　４．　環境経営計画の取組結果と評価

　　（１）二酸化炭素排出量の削減（事務所+現場）
　１）二酸化炭素排出量は、目標を達成できた。
　　①電気使用量の削減は目標を達成できた。
　　②ガソリン使用量の削減は、目標未達成でした。これは、営業活動の増だと思う。
　　③軽油使用量の削減は、目標を達成できた。
　　④灯油使用量の削減は、目標を達成できた。

　　（２－１）廃棄物の削減（事務所）

　　①一般廃棄物の排出量は、目標を達成できなかった。

　　　これは、紙の使用量の増であった。

　　（２－２）建設副産物のリサイクル（現場）
　　①建設副産物のリサイクルは、目標を達成できた。

　　（３）水使用量の削減（事務所）
　　①水使用量は、目標を達成できた。

　　（４）環境に配慮した施工（現場）

　　（５）地域貢献活動（事務所＋現場）
　　①各現場、現場周辺の清掃活動を実施した。
　　②代表者は、消防団に参加し、地域貢献活動を実施した。

　　①安全管理を徹底し、事故を絶対に起こさないように周知・徹底したため、
　　　事故はなかった。
　　②建設騒音、振動の発生を低減し、苦情が生じないようにしたため、苦情ゼロであった。
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　　５．　次年度（17期）の取組内容

　　　　

　　６．　環境関連法規への違反、訴訟等の有無

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

　

　　５）各現場、現場周辺の清掃活動は引き続き実施します。

　　７．　代表者による評価と見直し
　　１）評価

　　・全社員一丸となって、エコ活動に、取り組んでいます。

　　・昨年、基準年の見直しを行い、第15期～第17期の目標を設定しました。

　　・第16期の目標の達成状況は、未達成が、ガソリンの削減、一般廃棄物の削減でした。

　　　未達成の理由は、ガソリンの使用量の増は、営業活動によるものと思われます。

　　　また、一般廃棄物の削減の未達成は、紙の使用量の増によるものと思われます。

　　・取り組んで良かったことは、ムリ・ムラ・ムダの削除です。

　　　また、継続して環境意識が高くなっていることも挙げられます。

　　・建設現場では、現場代理人を中心に、絶対に事故を起こさない

　　　という信念のもと施工管理を行っています。

　　・環境に配慮した施工として、事故ゼロを掲げているのも、このことからです。

　　　全員の協力で事故はゼロでした。

　　２）見直し

　　・さらなる環境意識の高揚を図るため、継続して、ムリ・ムラ・ムダの

　　　削除を図っていきます。

　　・社員の環境教育は、ＫＹＫ（危険予知活動）や、月に2回実施して

　　　いる安全会議を有効に活用するようにしていきます。

　　・現場代理人は、技術の研鑽に励み、安全管理、原価管理、

　　　環境管理、品質管理、工程管理等の施工管理技術の向上に努めます。

　　・特に、絶対に事故を起こさないように、全社員に周知・徹底します。

　　・５Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔、躾）を行います。

　　４）環境に配慮した施工では、安全管理を徹底し、事故を絶対に起こさないようにします。
　　　　また、建設騒音、振動の発生を低減し、苦情が生じないようにします。

　　１）二酸化炭素総排出量の削減は、電気使用量、ガソリン使用量、軽油使用量、
　　　　灯油使用量等を環境活動計画に従って取り組みます。

　　２）一般廃棄物の削減は、紙の使用量の削減やゴミの削減に努めます。
　　　　建設副産物のリサイクルは、コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊等
　　　　有効活用を図ります。

　　３）水使用量の削減は、節水に心がけます。

　　　環境関連法規の遵守は、廃棄物処理法、建設リサイクル法、騒音規制法、振動規制法、
　　　オフロ－ド法、フロン排出抑制法等の状況をチェックの結果、違反はありませんでした。
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