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１．事業概要

　　　１）事業者名及び代表者名
　　　　　　　西部開発株式会社
　　　　　　　代表取締役　　柳田 政人

　　　２）所在地
　　　　　　　本　　　社　〒８８2－0061　　宮崎県延岡市小峰町7435番地

資材置場　〒８８2－0061　　宮崎県延岡市小峰町後田

　　　３）環境管理責任者
EA-21責任者　 ：  岡田　泰宏

　　　４）連絡先
　　　　　　　連絡担当者　：　松永　珠代

TEL　 ： 0982-38-0074
FAX　 ： 0982-38-0684

　　　　　　　E‐mail： 　seibu-3＠ma.wainet.ne.jp

　　　　　　　
　　　５）事業活動の内容
　　　　　　　建設業（土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、造園工事業、

　                                      　　　水道施設工事業、解体工事業）

　　　６）対象範囲 ・・・・ (全組織・全活動)
　　　　　　　・対象組織　・・・・（本社・資材置場）　　

・対象活動　・・・・建設業（土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、水道施設工事業)

　 　７）事業規模

　　　

８）推進組織図
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      私たちは､建設工事が与える環境負荷を把握し、
      以下に掲げる省エネ・省資源、及びストップ温暖化
      の社員総ぐるみ運動を展開し、資源循環型社会形成
      に尽力して、持続可能な社会づくりに貢献します。

　　環境経営に積極的に取組むため、環境経営システムを
　　構築して継続的な改善に努めます。

    1.事業活動から発生する環境負荷削減の為、以下を重点
　　   項目として積極的に取組みます。

　　   ①．エネルギー使用量節減による二酸化炭素排出量の削減推進

 　    ②．廃棄物の削減及び再資源化の推進

 　    ③．水資源使用量の削減推進

　   ２．関連する環境法規制、及び当社が約束した事を遵守します

　   ３．安全且つ効率的な施工に努めます。

　   ４．環境に配慮した工法を推進し、現場周辺の自然環境保全に努めます

　   ５. 環境方針は当社全従業員に周知徹底し、一般に公表します。
　　

制定　2015年 1月15日

改定　2020年 2月  1日

改定　2021年 2月  1日

　　　　 　西部開発株式会社
　　　　　　 　　　  　代表取締役 柳田 政人

環境基本理念

環境基本方針



３．環境目標

　　過去3年間(2018年2月～2021年1月)の環境負荷の自己チェックから、第三次中期（３ヶ年）の目標値を設定しました。

年　　度　　別　　環    境    目    標

基準値
(2018年2月～
2021月平均)

　2021年度
(2021年2月～
2022年1月)

　2022年度
(2022年2月～
2023年1月）

　2023年度
(2023年2月～
2024年1月)

全社 50,173 49,684 49,195 48,706

基準値比0.5％削減 基準値比1.0％削減 基準値比1.5％削減

事務所 7,380 7,343 7,306 7,269

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 2,495 2,470 2,445 2,420

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 16,210 16,048 15,889 15,724

基準値比0.5％削減 基準値比1.0％削減 基準値比1.5％削減

事務所 164.7 163.9 163.1 162.2

現場 95%

基準比0.5％削減 基準比１.0％削減 基準比１.5％削減

事務所 148.8 148.1 147.3 146.6

現場 ―

＊一般廃棄物は最終処分量の削減を目標としています。
＊再資源化率＝（再利用＋再生利用＋熱回収）÷総排出量×１００
＊自らが施工する土木建築物の環境性能の向上の目標は、環境活動計画を遵守する事を目標としています。

４.環境目標の実績

＊2021年2月から2022年１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 49,195 623,823 78.9% △

事務所 7,306 8,910 82.0% △

全社 2,445 3,729 65.6% ×

現場 15,886 19,628 80.9% △

全社 163.1 70.0 233.0% ○

現場 95％以上 93.8%
(403.2t/429.8t)

98.7% ○

全社 147.3 145.4 101.3% ○

全社
環境活動計画を遵

守する
環境活動計画を遵

守しました
― ○

＊購入電力の二酸化炭素排出係数は九州電力の令和2年9月公表の調整後排出係数0.374を使用しています。

＊事務所の灯油や現場の電気消費量を含めた全社の二酸化炭素排出量は、64,380.4 kg-CO2です。
＊評価は達成率90%以上=〇　70%以上90%未満=△　　70%未満=×

第三次中期目標

取組み項目

③軽油使用量の削減　　  （Ｌ）

３．水資源使用量の削減 　      （㎥）

取組み項目

４．自らが施工する土木建築物の環境性能
　　の向上及びサービスの改善

実 施 区

１．二酸化炭素排出量の削減（kg-CO2）

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

項
目

①電気使用量の削減　 （kWh）

②ガソリン使用量の削減   （Ｌ）

二酸化炭素排出量(kg-CO2)

③軽油使用量の削減 　  （Ｌ）

①電気使用量の削減   （kWh）

②ガソリン使用量の削減    （Ｌ）

４．自らが施工する環境配慮

３．水資源使用量の削減 　（㎥）

再資源化率=９５％以上
②建設副産物の再資源化率
　　　向上    （％）

２
廃
棄
物
の

削
減

環境活動計画を遵守する

①一般廃棄物最終処分量の削減
　　　　　　      (kg)

②建設副産物の
　　　再資源化率向上（％）

２
廃
棄
物

の
削
減

①一般廃棄物最終処分量の
　　削減    (kg)

（４）



５．環境活動計画と取組結果及びその評価

取組項目 活動内容(活動計画) 取組結果 評価

①不在箇所、昼休みなどの電気消灯の徹底 ○

②ﾊﾟｿｺﾝ、ｺﾋﾟｰ機等のOA機器は省電力設定 ○

③空調の適温化
　　　〔冷房28℃程度、暖房22度程度〕

○

①エコドライブの徹底(ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟなど) ○

➁段取り良い前準備で忘れ物などをなくし、
　　折返し運行をしない

○

③現場へはできるだけ相乗りで通勤している ○

①建設機械等の作業は、できるだけ過剰な
　　負荷を掛けない（ｱｸｾﾙ７割運動等）

○

②重機の始業前点検整備の実施 ○

③施工方法や作業方法の見直しでｴﾈﾙｷﾞｰ
　　の消費削減を図る

○

①廃棄物の分別計量と記録
　　(最終処分量の削減)

○

②コピー用紙などの節減
      (ﾍﾟｰﾊﾟﾚｽ化・裏紙使用など)

○

③ﾄﾅｰ容器などや資材梱包材の業者へ
　　持帰り依頼

○

①資材発注時は仕様書数量の再ﾁｪｯｸ、及び
　在庫の確認を行い残余資材の発生を抑制

○

②建設残余資材が発生したら、分別して持帰
　　り、再利用を行う

○

③現場で発生する混合廃棄物は、できるだけ
　　分別し最終処分量の削減を図る

○

①節水ｼｰﾙの表示による節水意識の高揚 ○

②水道配管からの漏水を定期的に点検する
　(全蛇口を閉めて、ﾒｰﾀｰの動きを確認する)

○

①低騒音・排ガス規制などの環境配慮型
　　建設機械を使用する

○

➁工期短縮の創意工夫をする ○

③環境対策（騒音・振動・粉塵・大気汚染・
　　河川汚濁等）を実施する

○

・現場では、環境配慮型重機の使用を心がけた。
　又、常に騒音・振動・粉塵等の発生防止に努め
　ている。
・できるだけ工期短縮の創意工夫を推進してい
　る。

不在時などの消灯や、夏場のｴｱｺﾝのこまめな温度
調整などで節電を図ったが、今年度は年度末の事
務作業が増加した事と、作業員控室にエアコンを設
置した為、事務所の電気使用量が82.0%の目標未達
成となった。次年度は電気の基準値の見直しを検討
する。

車両をﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車に買換えた事や環境教育時に省
エネ・省資源活動の徹底を社長から指示され、各現
場で更に社員へ周知してｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟなどのｴｺﾄﾞ
ﾗﾌﾞは徹底されたが、遠方現場や一昨年から直営工
事を増やした事で、ｶﾞｿﾘﾝ消費量が大幅に増加して
65.6%の目標未達となった。今後も現場への相乗りや
ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞを徹底して省エネを図る。

今年も河川掘削や急傾斜工事等で重機の稼働が多
かった事と、特に直営工事が多かった事で軽油消費
量は80.9%の目標未達成となった。特に軽油消費量
は現場の状況で大きく変化する為、今後も重機やﾀﾞ
ﾝﾌﾟｶｰ等の始業前点検・整備の徹底や、ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽ
ﾄｯﾌﾟ、及びﾌﾙｱｸｾﾙ抑制等を徹底する。

両面ｺﾋﾟｰや裏紙使用などで廃棄物の削減を図りな
がら、徹底した分別で最終処分量(焼却・埋立)の削
減を図った結果、最終処分量は大幅に減少して
233%の目標達成となった。

・資材発注時は在庫の確認、及び設計書の
　数量確認など、細かな発注に心がけた。
・現場で発生する廃棄物はできるだけ分別し、再
　利用できる資材は資材置場へ持ち帰って保管し
　ている。今年度も混合廃棄物や廃プラが26.6t
　発生したため、再資源化率は93.8%で、僅かに
　目標未達成となった。

・節水シールの表示などで、こまめな蛇口の開閉
　に努めて、僅かだが目標を達成できた。
・全蛇口を閉めて水道ﾒｰﾀｰの動きを確認して
　漏水が無い事を確認しているが、漏水もなく、
　101.3%の目標達成率となった。

･電気使用量
の削減

･ガソリン使
用量の削減

･軽油使用量
の削減

・一般廃棄
物の削減

・建設副産
物の再資源
化率向上

・環境配慮
型施工の推
進

・水資源使
用量の削減

（５）



６．次年度の環境目標と活動計画

取組項目
(２０２３年度目標)

二酸化炭素排出量
48,706 kg-CO2

＊活動内容は前年度の内容を継続するが、会社の状況や市場の変化、及びその他

　 効果的・効率的な活動などがあった場合は適宜見直すこととする。

7.自らが施工する土木
　建築物の環境性能の
　向上及びサービスの
　改善

６.水資源使用量の削減
　　（146.6m3）

５.建設副産物の
   再資源化率の向上
　　　（95% ）

４.一般廃棄物の削減
　　　（　162.2 kg）

③現場で発生する混合廃棄物はできるだけ分別し、最終処分量の
　　削減を図る

②水道配管からの漏水を定期的に点検する
　(全蛇口を閉めて、ﾒｰﾀｰの動きを確認する)

①資材発注時は仕様書数量の再ﾁｪｯｸ、及び在庫の確認を行い
　　残余材の発生を抑制する

①低騒音・排ガス規制などの環境配慮型建設機械を使用する

③環境対策（騒音・振動・粉塵・大気汚染・河川汚濁等）を実施する

③ﾄﾅｰ容器などや資材梱包材の業者持帰り依頼

①節水ｼｰﾙの表示による節水意識の高揚を図る

②建設残余資材が発生したら、分別して持ち帰り再利用を行う

➁工期短縮の創意工夫をする

活動内容

①建設機械等の作業は、できるだけ過剰な負荷を掛けないようにする
　　　　　（ｱｸｾﾙ７割運動等）

②重機の始業前点検整備の実施

②コピー用紙などの節減     (ﾍﾟｰﾊﾟﾚｽ化・裏紙使用など)

②パソコン、コピー機等のＯＡ機器は省電力設定

・省エネ・省資源活動の推進

①エコドライブの徹底(ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟなど)

②段取り良い前準備で忘れ物などをなくし、折返し運行をしない

①廃棄物の分別計量と記録

１.電気使用量の 削減

    (  7,269 kWh)

３.軽油使用量の削減
　　　（15,724 L ）

２.ガソリン使用量の削減
      （2,420 L）

③現場へはできるだけ相乗りで通勤する

①不在箇所、昼休みなどの電気消灯の徹底

③空調の適温化　〔冷房28℃程度、暖房22℃程度〕

③施工方法や作業方法の見直しでエネルギーの消費削減を図る

（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、訴訟等の有無

　　　当社の事業に関係する環境関連法規は、担当者が定期的に日建連や富士経済等のHPで

　　　関連法規等の改定情報を確認しています。

　　　尚、運用期間中の環境関連法規制の遵守状況確認を実施した結果、違反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なども以前からありませんでした。

      建設現場での関連法規の遵守状況確認は、安全パトロールなどで確認しています。

当社の事業に関係する主な環境関連法規と遵守状況は以下の通りです。

法規名 遵守事項 遵守評価

・委託契約の締結、マニフェストの交付 遵守
・回収・照合確認（発行後B2,D票90日E票180日以内）
・A表の5年間保管

遵守

・産業廃棄物管理票交付等状況報告(6月30日までに知事へ報告) 遵守
・保管場所の掲示板設置 遵守
・発注者への書面による計画等説明、完了報告 遵守
・工事着手する日の７日前までに必要事項を都道府県知事に届け出 遵守
・分別解体、再資源化促進、再資源使用 遵守

ﾌﾛﾝ排出抑制法
・定格出力7.5kW未満の業務用ｴｱｺﾝ等の簡易点検実施
　　(重機搭載のｴｱｺﾝを含む)

該当なし

再生資源利用省令
・再資源利用計画書・実施書の作成
・再資源利用促進計画書・実施書の作成

遵守

騒音規制法
・知事へ7日前までに届け出
・作業敷地境界にて85デシベル以下

該当工事
なし

振動規制法
・知事へ7日前までに届け出
・作業敷地境界にて75デシベル以下

該当工事
なし

大気汚染防止法
・受注者は特定工事に該当するか否かを調査し発注者に書面で説明
・事前調査結果記録の作成、保存、知事へ報告

該当工事
なし

８.代表者による全体評価と見直しの結果

一昨年から、協力会社の人材不足などもあり、ほとんどの工事を直営工事で実施している為、

化石燃料の消費量が増加しました。又、それに伴って事務作業も増えた為、電気消費量も

増加して全社の二酸化炭素排出量が目標未達成となりましたが、省エネ・省資源活動は

全社員が意識して実施出来ている事を毎月の安全パトロールで確認していますので

特に問題は無いと思っています。

今後も、現場の内容によっては活動の結果が直接数値実績として現れない事もあると思い

ますが、我々が決めた活動を継続して取り組む事が、僅かではありますが地球温暖化防止に

貢献しているのだとの意識を持って、この環境活動を継続して行く所存です。

廃棄物処理法

建設ﾘｻｲｸﾙ法

（７）


