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　《基本理念》

  翔峰建設は「お客様と地域の皆さんに愛され、社員が幸せと生き甲斐を感じられる会社を目指す」を

経営理念として、創業以来建設工事に携わり、良質な土木構造物を提供して、社会資本の整備に

貢献してきました。　しかしその反面、事業活動の過程において自然の改変、資質・エネルギーの

消費、廃棄物の発生等、地球環境に様々な影響を与えていることも事実です。

  これを真摯に受け止め当社は、全ての事業活動を通して「地球に優しい翔峰建設」をモットーに

「環境の保全と創造」に努め良き企業市民として社会や地域への責務を果たして継続的改善に努めて

まいります。

１．　具体的に次のことに取り組みます。

①電力・化石燃料などの消費に伴う二酸化炭素排出量を削減する

②使用原材料の省資源の、廃棄物の３R（減量、再使用、再生利用）を推進する

③水資源を大切にするため節水に努める

④原材料及び事務用品のグリーン製品の購入に努める

⑤環境に配慮した機械を使用する

⑥事業所周辺の清掃活動を推進する

⑦環境関連法や当社が約束したことを厳守します

制定日：　平成  ２９年　　９月　　２８日

　株式会社　翔峰建設

　代表取締役

環　境　方　針

　《環境行動指針》
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①　名称及び代表者名 株式会社　翔峰建設

代表取締役　杉園泰明

②　所在地 本　　社　
〒871-0112
大分県中津市三光臼木339番地

③　環境管理責任者及び 環境管理責任者 杉園　啓介
　　担当者氏名並びに連絡先 TEL    0979-26-5858

FAX 　0979-26-5840
E-mail　shoho-koji@nk.oct-ne.jp

④　事業内容 大分県知事　　許可（特-3）第　8571号
土木工事業　　とび・土工工事業　　
石工事業　　　鋼造物工事業
ほ装工事業　　しゅんせつ工事業
塗装工事業　　造園工事業
水道施設工事業

大分県知事　　許可（般-3）第　8571号
建築工事業　　管工事業　　

⑤　事業規模 単位 令和2年 令和3年 令和4年
件 29 27 26

百万円 313 353 368
人 11 10 10
ｍ2 55 55 55

⑥　会計年度 10月　　～　　次年度9月

⑥　対象事業所 株式会社　翔峰建設　　　本社・倉庫・資材置場

⑦　対象事業活動 全組織・土木建設工事

　　(環境年度）

　組　織　の　概　要

工事件数
売上高

従業員数
事業所床面積
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環境方針の理解と環境活動への自主的、積極的な参加
関連法規、規則の遵守

問題点の是正及び予防処置の承認

EA21　実　施　体　制

役　割　　・　　責　任　　・　　権　限

環境活動の取組結果を代表者へ報告
EA21推進委員会の責任者
環境目標・環境活動計画書を確認
環境活動レポートの確認

EA21推進委員会

ＥＡ　リーダー

全従業員

環境関連法規等の取りまとめ表を承認

代表取締役社長

環境管理責任者

EA21事務局

環境管理責任者の任命

環境経営に関する統括責任者
環境経営の実施に必要なインフラの整備

環境方針の制定、見直し及び全社員への周知
環境目標・環境活動計画書を承認

環境活動レポートの承認
全体の評価と見直しを実施する

環境経営システムの構築、実施及び運用管理

環境管理責任者の補佐
環境目標・環境活動計画書の作成
環境関連法規等取りまとめ及び厳守状況の確認
環境活動レポートの作成、公表
各種データの取りまとめ、取組のチェック

工事部門の問題点の把握と是正処置の実施

環境活動に関する意見交換

の報告

各種文書・記録の作成管理
外部とのコミュニケーションの窓口
環境目標、環境活動計画の実行状況を審議する

開催頻度(3ケ月に1回)
工事部門における環境方針の周知
工事部門に関する環境活動計画の立案・実施及び達成状況

代表取締役社長

杉園 泰明

環境管理責任者

杉園 啓介

ＥＡ21推進委員会
EA21事務局

倉升 雅明

工事部門 ＥＡリーダー
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基準年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

R2年度実績 目標 目標 目標

R.1.10～R.2.9

202,010 197,970 195,950 193,930

(-2％） (-3％） (-4％）

5,882 5,764 5,591 5,647

-2% -3% -4%

14,226 13,941 13,523 13,657

-2% -3% -4%

62,024 60,784 60,163 59,543

-2% -3% -4%

550 539 534 528

-2% -3% -4%

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

3 3 3 3

2 2回以上 2回以上 2回以上

二酸化炭素排出量の購入電力排出係数は九州電力平成28年度の調整後(0.483kg-CO2/kwh)

を用いた。

※1事務所は井戸掘りボーリングにて地下水を使用。

※2化学物質については、事業活動での実績がない為、目標から除外している。

環　境　経　営　目　標　

環境目標 単位

1 二酸化炭素排出量の削減（削減率） ㎏-CO2

1-1 電力消費量の削減 KWh

1-2 ガソリン消費量の削減 ℓ

1-3 軽油消費量の削減 ℓ

2 廃棄物排出量の削減 t

2-1
産業廃棄物リサイクル率

100％維持
％

3 水使用量の削減（※1） ％

6 社会貢献・清掃活動の実施 回

4 環境に配慮した機械の使用 ％

5 グリーン製品購入の推進 品目
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1

事務部門

6．太陽光発電の導入（将来）

全部門

具体的な行動　（活動）

1-1

環　境　経　営　計　画

電力消費量削減

対象部門

二酸化炭素排出量削減

1．昼休みの消灯

2．エアコンの温度設定

3．照明をこまめにON・OFF

5．省電力製品の購入（更新時）

目 標 課 題

1．地域活動に自主的に参加する
4 社会貢献への参加

2 廃棄物排出量削減

1．ゴミの分別（現場でも）実施

2．マニフェストにて適正に管理を行う

3．コピー用紙の両面使用

3 水使用量削減
1．節水に心掛ける

1-2 ガソリン消費量削減

1-3 軽油消費量削減
3．アイドリングストップ

4．建設機械の過負荷防止（アクセル7割稼働指示）

2．水・オイルの点検

3．アイドリングストップ

4．近い距離なら歩く

1．乗車前の点検（タイヤ空気圧など）

2．水・オイルの点検

1．乗車前の点検（タイヤ空気圧など）

6 環境配慮した機械の使用
1．排ガス適合基準の建設機械を使用する

2．NETIS適合機械の使用

2．現場周辺の清掃活動を行う

5 グリーン購入の推進
1．再生資材を使用する（砕石等）

2．再生資材で作られた製品の優先利用
全部門

工事部門

運転者

運転者

全部門

全部門

全部門
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項目 基準年実績値 目標値 実績値 達成度

1.　合計ＣＯ2排出量 (kg-CO2) 202010 195950 129686 151%

　　電気使用量  (KWh) 5882 5706 8620 66%

　　ガソリン使用量  ( ℓ ) 14226 13799 12884 107%

　　軽油使用量  ( ℓ ) 62024 60163 35759 168%

（評価と今後の取組内容）

二酸化炭素排出量は、工事内容により重機を複数使用する機会が減り、軽油の消費量が少なかった為、達成する

事ができた。ガソリンの消費量は、目標は達成できたが消費を抑える取組みを強化していく。

消費電力は夏季に電力消費の増加が見られた為、目標値を達成できなかった。今後は社内での節電、省エネ実施を

見直し、改善を行う。今後も引き続き節電、ガソリンや軽油の削減に取り組んでいく。

2.　廃棄物   (　t　) 550 534 885 60%

（評価と今後の取組内容）

公共工事の工種内容により廃棄物量は増加した。

廃棄物は処理品目に応じて適切な処理が出来た。

これからの工事内容により、大幅に増加、減少する事も考えられる為、今後も引き続き適切な処理を行い目標値を

達成できるように努める。

3.　水使用量   ( ℓ ) - 節水推進 推進できた 100%

（評価と今後の取組内容）

井戸堀ボーリングを使用している為、節水推進を維持できた。

4.　グリーン購入　　（　回　） 3 3 3 100%

（評価と今後の取組内容）

今後も積極的に、リサイクル製品や詰め替え製品を優先して購入する。

5.　環境配慮した重機・

　　材料の使用及び施工　　（％）

（評価と今後の取組内容）

使用重機は、すべて低燃費・低騒音型・低振動型の機械を使用し取り組むことが出来た。

引き続き排ガス適合基準の建設機械の使用を推進し、運転手の意識向上を図る。

6.　社会貢献への参加　　（　回　） 2 2回以上 2 100%

（評価と今後の取組内容）

全員が積極的に取り組み有意義な清掃活動が出来た。

今後も積極的に活動していく。

100 100100 100%

環境経営目標の実績評価と今後の活動

期間 ：  令和3年　10月～ 令和4年　９月
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◎

◎

○

◎

◎

◎

杉園 ◎

◎

◎

◎

◎

◎

〇 　を推進する。

　社会貢献への参加

　水使用量削減

・引き続き分別徹底を維持する。

・引き続き節水推進を維持する。

責任者

坪根

字室

黒土

是木

　ガソリン消費量削減

2．水・オイルの点検

1．乗車前の点検（タイヤ空気圧など）

1．ゴミの分別（現場でも）実施

2．マニフェストにて適正に管理を行う

1．節水に心掛ける

・タイヤ空気圧チェック、水・オイルの点検

環境経営計画の取組と評価

・エアコンの設定温度、照明の不必要時の

　消灯は実行できた。

　検討課題。

・太陽光発電の導入（将来）は今後の

判　定 評　　価

1．昼休みの消灯

2．エアコンの温度設定

3．照明をこまめにON・OFF

5．省電力製品の購入

6．太陽光発電の導入

取 組 計 画

　電力消費量削減

期間 ： 令和3年　10月～ 令和4年　9月

　を引続き徹底する。

・エコ運転等の取組みを強化していく。

　廃棄物排出量削減

　軽油消費量削減

・タイヤ空気圧チェック、水・オイルの点検

　を引き続き徹底する。

・建設機械の過負荷防止の徹底を強化

　していく。

1．乗車前の点検（タイヤ空気圧など）

2．水・オイルの点検

3．アイドリングストップ

4．近い距離なら歩く

4．建設機械の過負荷防止

3．アイドリングストップ

　グリーン購入の推進

・引き続き全員が高い意識をもって清掃活動

　に取り組む。

・再生砕石の使用は充分できた。

 リサイクル製品を優先して購入する。

1．再生資材を使用する（砕石等）

2．再生資材で作られた製品の優先利用

今永

字室

1．地域活動に自主的に参加する

2．現場周辺の清掃活動を行う

別途、活動状況写真添付

評価：◎十分出来た　〇概ね出来た　△やや不十分　×出来なかった

　環境配慮した機械の使用

・引き続き排ガス適合基準の建設機械の使用1．排ガス適合基準の建設機械の使用

2．NETIS適合機械の使用
坪根
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環境活動計画の取組と評価

　電力消費量削減

実　施　状　況

　廃棄物排出量削減

　水使用量削減

　ガソリン、軽油消費量削減

始業前ｵｲﾙﾁｪｯｸ

ゴミの分別

地下水の使用

節電注意喚起
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　グリーン購入の推進

環境活動計画の取組と評価

実　施　状　況

　社会貢献への参加

　環境配慮した機械の使用

ｴｺﾏｰｸ製品の購入 ｴｺﾏｰｸ製品の購入

NETIS適合機械の使用

排ガス適合基準の機械使用

清掃活動
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遵守状況

適

適

-

適

適

適

適

-

-

-

適

適

適

適

適

適

適

-

適

-

「-」 : 届出する案件が発生しなかった。

当事業所及び現場に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

いません。

環境関連法規の遵守状況並びに違反訴訟の有無

過去３年間にわたり、関係機関及び近隣住民からの環境関連訴訟及び苦情に関して、１件も発生して

摘要される法律等の名称 該当する事項

産業廃棄物の保管基準

産業廃棄物の委託基準

特別管理産業廃棄物の保管基準

産業廃棄物管理票

産業廃棄物管理票交付等状況報告

特定再利用業種

指定副産物

日常点検整備

定期点検整備

建設工事の事前届出

特定建設作業の届出

指定可燃物の届出
消防法

特定建設作業の届出

公共工事の場合に適用

点検整備記録簿

特定施設の届出

振動規制法

排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規定

低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定

道路交通法

道路法

道路運送車両法

公共工事の場合に適用

道路の使用の許可

令和4年　10月　4日

確認者　：　杉園啓介

道路の占用の許可

第4類危険物の指定数量

水質汚濁防止法

廃棄物処理法

資源有効利用促進法

建設リサイクル法

騒音規制法
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（１）環境目標達成状況について

①二酸化炭素排出量の削減

　・二酸化炭素排出量は、工事内容により軽油消費量が大幅に減少したため達成できました。

　　ガソリンの消費も目標を達成できました。

　　燃料の原価高騰により目標達成が難しいが引き続き削減に努めていきたいと思います。

　・電力消費量削減については、積極的に節電に取り組んだが、冷暖房の電力消費の増加が

　　見られ目標値を達成できなかった。今後は社内での節電意識を全員で見直し目標値を

　　達成できるように努めていきたいと思います。

②水使用量の削減

　・事務所は戸掘りボーリングにて地下水を使用していますが、今後も重要な

　　資源という意識をもち、節水活動に取り組んでいきたいと思います。

③廃棄物排出量の削減

　・工事内容等により排出量が、近年増加傾向にあるが、処理については、適切な処理が

　　できていました。

　　今後も増減する事がある為、処理方法を再度徹底し削減に努めていきたいと思います。

④グリーン購入の推進

　　・積極的な取組みが行われていましたが、まだ不十分ないところがみられたので、

　　　意識的に購入していくよう推進していきたいと思います。

⑤環境配慮した機械の使用

　・各現場にて低騒音・低振動型の機械を使用し運転手も環境に配慮した使用が

　　できていたと思います。

　・今後も、慢心せず注意喚起を行い環境意識を高め継続的に取組みを行っていきたいと

　　思います。

⑥社会貢献への参加

　・全員が積極的に活動へ参加出来たと思います。今後も引き続き参加していきたいと

　　思います。

　（２）　総合評価

　　・前回の審査から活動を強化してきましたが、結果としては二酸化炭素排出量を大幅に削減できました。

　　　建設業の特性上、工事の内容によって大幅な増減が考えられる為、小さなことでも

　　　常に削減の意識を持って社員全員で取り組んでいきたいと思います。

　    環境活動や社会貢献に取り組む事で、全員が活動に対する意識の向上が見受けられますが

　    慢心することなく、今後も全環境目標を達成できるように社内一丸となって活動に取り組みたいと思います。

代表者による全体評価と見直しの結果
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