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① 名称及び代表者名

代表取締役　　　永田　純一

② 所在地

本　　　   社 〒813-0034　　福岡市東区多の津４丁目１８番１６号
管修理事務所 〒811-2313　　福岡県糟屋郡粕屋町江辻769-1
久山プラント 〒811-2502　　福岡県糟屋郡久山町山田2269-9
東営業所　　 〒811-2313　　福岡県糟屋郡粕屋町江辻735-1
今宿営業所　 〒819-0164　　福岡県福岡市西区今宿町384-1
糸島支店　　 〒819-1616　　福岡県糸島市二丈武826

③ 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者　 経理部長 三橋　史宜 TEL：０９２－６２１－１８３６

担当者 経理部　 日髙　千枝実・藤本　恵美 FAX：０９２－６２１－１８４１

Mail ：info@kitasetsubi.com

④ 事業内容

⑤ 事業の規模等 設立 昭和４１年５月18日
資本金 20百万円

売上げ額 令和3年度 1,617百万円

区分 本社 管修理 久山プラント 東営業所 今宿営業所 糸島支店 合計
従業員数 26 3名 5名 無人 36名
敷地面積 79㎡ 422㎡ 4,221㎡ 820㎡ 1,816㎡ 4,456㎡1,1814㎡

⑥ 事業年度 ４月～翌年３月

① 対象組織

本社　管修理事務所　久山プラント　東営業所　今宿営業所　糸島支店

②

③ 対象外組織・活動

なし

2. 認証・登録の対象範囲

管工事業、水道施設工事業、再生砂製造販売事業

                        北設備工業株式会社

管工事業、水道施設工事業、再生砂製造販売事業

 1.  事 業 概 要

2名

対象活動
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＜役割分担表＞

・３ケ月毎にその間の取組状況を評価し、必要に応じて問題点の是正処置を検討する。

・環境管理責任者を補佐し、ＥＡ２１文書及び記録類、及び基礎データの作成・集計・管理を行う。

・社外からの環境情報の収集と伝達を行う。

・環境経営方針、自部門の環境経営目標、環境活動計画を部門全員に周知する。

ＥＡ２１委員会

・ＥＡ２１ガイドラインの要求事項を満たす環境経営システムを構築し、実行し、環境実績を向上させる。

・環境経営目標、環境活動計画を作成する。

・ＥＡ２１委員会を毎月主宰して取組状況を確認するとともに、3ヶ月に１回は、環境経営目標の達成状況及び環境活動計画の実行状
況を評価する。

・上記の結果を代表者に報告する。

・毎月、環境管理責任者と環境経営目標の達成状況や環境活動計画の実施状況を審議する。

・代表者として環境経営全般について責任と権限を持つ。

・環境経営方針を作成・見直し、従業員に周知する。

・環境管理責任者、ＥＡ２１事務局員を任命する。

・環境への取組を実施するための資源（人・もの・金）を準備する。

・ＥＡ２１全体の取組状況に関し評価、見直しを実施する。

・自部門の教育・訓練を実施する。

・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚する

・決められた担当の役割・責任を理解し、自主的・積極的に環境活動へ参加する。

・エコアクション21への取組提案を実施する。

3. 実施体制

役割・責任・権限

・環境経営目標達成のため、責任を持って自部門の環境活動を推進する。

・自部門で発生した問題点の是正処置、予防処置を実施する。

・自部門に関連する法規制等を順守する。

・自部門に関連する緊急事態への準備及び対応の訓練を実施する。

ＥＡ２１事務局

部門長

所　属

代表者

環境管理責任者

全従業員

代表者

社長 永田 純一

環境管理責任者

三橋 史宜

経理部
経理部長：三橋 史宜

本管工事部
本管工事部長：辻 博

管修理部
管修理部長：下瀬 安信

ＥＡ２１事務局
三橋 史宜

日髙 千枝実

藤本 恵美

Ａ班
班長：吉田 一

Ｂ班
班長：壱﨑 喜一

Ｃ班
班長：玉手 克典

プラント部
プラント部長：矢野 貴之

ＥＡ２１委員会
壱崎 喜一

辻 博

下瀬 安信

矢野 貴之
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制定日 平成 ３0年 3月１5日

改定日 令和　 ３年 ４月 １日

代表取締役

　4.  環 　境　経　営　 方　 針

1.　電力使用と燃料使用を抑制し、二酸化炭素排出量を削減します。

2.　廃棄物排出量の削減と資源のリサイクルに努めます。

3.　節水に努め水使用量を削減します。

4.　グリーン購入に努めます。

5.　自社工事における再生砂100％使用に努めます。

6.　事業活動に関する環境関連法規を遵守します。

7.　毎年、環境への取組は環境活動レポートにとりまとめ、公表します。

当社では環境経営システムを構築して、以下の取組を推進していきます。

行動指針

環境理念

環境保全活動に取り組み、環境経営の継続的な改善に努めます。

北設備工業　株式会社

永田　純一

  今の社会において、環境保全・地球温暖化への対応は人類共通の課題となっており

全ての事業活動を行う上で、地球環境に配慮した取り組みが、必要となっています。

そこで水道工事を通じ、安心安全な水の供給と豊富な水資源の維持を目標に
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新基準年

（令和2年度）
R2年4月～R3年3月

事務所 6,342 6,279 （△1％） 6,215 （△2％） 6,152 （△3％）

現場 469,123 464,432 （△1％） 459,741 （△2％） 455,049 （△3％）

（1）軽油使用量の削減 現場 Ｌ 167,075 165,404 （△1％） 163,734 （△2％） 162,063 （△3％）

事務所 2,070 2,049 （△1％） 2,029 （△2％） 2,008 （△3％）

現場 10,783 10,675 （△1％） 10,567 （△2％） 10,460 （△3％）

事務所 4,149 4,108 （△1％） 4,066 （△2％） 4,025 （△3％）

現場 33,663 33,326 （△1％） 32,990 （△2％） 32,653 （△3％）

廃棄物排出量の削減

事務所 110 109 （△1％） 108 （△2％） 107 （△3％）

現場 12,380 12,256 （△1％） 12,132 （△2％） 12,009 （△3％）

（2）産業廃棄物排出量の削減 現場

％
（リサイクル

率）
100

事務所 ㎥ 137 136 （△1％） 134 （△2％） 133 （△3％）

現場 ㎥ 416 412 （△1％） 408 （△2％） 404 （△3％）

4 グリーン購入の推進 事務所 品目数 推進している

5 自社工事における再生砂の使用 現場
％

（現場使用率） 100

事務所～本社

現　場～管修理事務所・久山プラント・東営業所・今宿営業所・糸島支店

5.  環　境　経　営　目　標

環境目標
サイト
区分

単位
（令和3年度）

R3年4月～R4年3月
（令和4年度）

R4年4月～R5年3月

目　　　標

（令和5年度）
R5年4月～R6年3月

100 100 100

2
（1）一般廃棄物排出量の削減
　　　　(その他可燃ごみ) ㎏

100 100 100

3 水使用量の削減

推進する 推進する 推進する

1

二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2

（3）ガソリン使用量の削減 Ｌ

（4）電気使用量の削減 kWh

備考）・二酸化炭素排出量計算における購入電力の排出係数は、九州電力（株）の2019年度調整後排出係数（0.371kg-CO2/kWh)を用いた。

　　　・化学物質については本事業活動での使用実績がないため、目標から除外した。

　　　・（　）は基準年に対する削減率を示す。

　　　・サイト区分～～～～～～～～～～～～
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通年

通年現場

建設機械等の作業を停止するときは、エンジンを停止する。

建設重機の定期的な保守・点検・整備を励行する。

タイヤの空気圧を定期的に確認する。

6.  環境経営計画

取組目標
サイト区分
（責任者） 活動項目

①二酸化炭素排出量の削減

軽油・ガソリン使用量の削減

事務所
＋

現場

アイドリングストップを、実行する。

急発進・急加速を行わない。

電気使用量の削減
事務所

＋
現場

休憩室やトイレなどの電気を使用時のみ点灯する。

②廃棄物排出量の削減

一般廃棄物排出量の削減
事務所

＋
現場

紙はリサイクル（ゑびすリサイクル工場へ持込）を徹底し、資源ゴミ
（缶、ビン、ペットボトル）は各自持ち帰る様に心がける。

上記資源ゴミ等の分別徹底や弁当の食べ残し等をなくして「その他可
燃ごみ」の排出量を削減し、排出量の記録を取る。

両面印刷や裏紙利用で紙使用量を削減し、排出時には分別排出を行
い、ペーパーリサイクル率を高める。

産業廃棄物排出量の削減 現場

現場での産業廃棄物分別作業を協力会社を含めて徹底し、混合廃棄物
ゼロを目指す。

収集時での分別の確認と報告を徹底する。

③水使用量の削減 水使用量の削減
事務所

＋
現場

水の使用場所には節水シールを貼り、節水を心がける。

社用車の洗車は必要最小限に止め、洗車時は節水に心がける。

事務所で使うタオルの洗濯を、一週間でまとめ洗いをする。

④グリーン購入の推進 グリーン購入の推進 事務所

⑤再生砂使用 自社工事における再生砂の使用 現場

必要時

通年

事務用品購入に当たっては、対象品目（再生材商品や環境ラベル付き
商品）を優先的に購入する。

日程

タイヤの空気圧を定期的に確認する。

作業時間や待機時間、走行距離の短縮化を図る。

通年

通年

通年

通年

再生砂の使用率100％を維持する。

現場事の再生砂使用量の集計を記録する。

破砕施設の保守・点検・整備を徹底し、作業効率を高める。

室内温度は冷房、暖房のエアコン温度を調節し極力削減する。

夏季はクールビズ、冬季はウォームビズを励行して、冷暖房温度や機
器使用を抑える。

夜間、休日、昼休みは、パソコン、プリンター等の主電源を切る。
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実績

事務所 8,338 75 ％ ×

現場 451,736 103 ％ ○

（1）軽油使用量の削減 現場 Ｌ 160,823 103 ％ ○

事務所 2,845 72 ％ ×

現場 10,363 103 ％ ○

事務所 4,680 88 ％ ×

現場 33,300 100 ％ ○

廃棄物排出量の削減 　

事務所
95 115 ％ ○

現場 5,030 244 ％ 〇

（2）産業廃棄物排出量の削減 現場

％
（リサイク

ル率） 100 100 ％ ○

事務所 ㎥ 145 94 ％ ×

現場 ㎥ 411 100 ％ ○

4 グリーン購入の推進 事務所 品目数 推進している -

5 自社工事における再生砂の使用 現場

％
（現場使用

率） 100 100 ％ ○

備考）

達成状況の判定区分　　○：達成率≧100％　　△：100＞達成率≧95　　　　×：達成率＜95　　＊達成率＝（目標÷実績）×100

7. 環境経営目標の実績

・2021年度（令和3年4月～令和4年3月）の環境目標の実績は以下のとおりです。

環境目標 区分 単位

新基準年
56期（令和3年度）

〔R3年4月～R4年3月〕

目標
達成率

目標
達成状

況
55期（令和2年度）
R2年4月～R3年3月

目標

1

二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2

6,342 6,279

469,123 464,432

167,075 165,404

（2）ガソリン使用量の削減 Ｌ

2,070 2,049

10,783 10,675

（3）電気使用量の削減 kWh

4,149 4,108

33,663 33,326

109

12,380 12,256

100 100

2
（1）一般廃棄物排出量の削減
　　(その他可燃ごみ) ㎏

110.0

3 水使用量の削減

137 136

416 412

推進する 推進する

100 100

-

・二酸化炭素排出量計算における購入電力の排出係数は、九州電力（株）の2019年度調整後排出係数（0.371kg-CO2/kWh)を用いた。

・化学物質については本事業活動での使用実績がないため、目標から除外した。

・（　）は基準年に対する削減率を示す。
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1.二酸化炭素排出量の削減

現場 事務所

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

×

△

〇

〇

2.廃棄物排出量の削減

現場 事務所

〇

〇

〇

〇

〇

〇

【評価】
達成出来ました。

【次年度】
現状出来ている部分継続して
いきたい。

上記資源ゴミ等の分別徹底や弁当
の食べ残し等をなくして「その他
可燃ごみ」の排出量を削減し、排
出量の記録を取る。

両面印刷や裏紙利用で紙使用量を
削減し、排出時には分別排出を行
い、ペーパーリサイクル率を高め
る。

〇

紙はリサイクル（ゑびすリサイク
ル工場へ持込）を徹底し、資源ご
み （缶、ビン、ペットボトル）
は各自 持ち帰る様に心がける。

現場での産業廃棄物分別作業を協
力会社を含めて徹底し、混合廃棄
物ゼロを目指す。

【評価】
達成出来ました。

【次年度】
引き続き削減に心がけたい。収集時での分別の確認と報告を徹

底する。

破砕施設の保守・点検・整備を徹
底し、作業効率を高める。

○

【評価】
事務所の電気使用量の増加は
猛暑や新型コロナ対策により
換気に気を配った為、エアコ
ンの消費電力増となり、削減
できませんでした。

【次年度】
できるだけ努力して、削減に
心がけたい。

夏季はクールビズ、冬季はウォー
ムビズを励行して、冷暖房温度や
機器使用を抑える。

夜間、休日、昼休みは、パソコ
ン、プリンター等の主電源を切
る。

休憩室やトイレなどの電気を使用
時のみ点灯する。

活動項目

目標達成状
況結果

評価及び次年度の取組実施状況

○

〇

【評価】
達成出来ました。

【次年度】
引き続き削減を意識して
いきたい。

急発進・急加速を行わない。

タイヤの空気圧を定期的に確認す
る。

作業時間や待機時間、走行距離の
短縮化を図る。

建設機械等の作業を停止するとき
は、エンジンを停止する。

建設重機の定期的な保守・点検・
整備を励行する。

タイヤの空気圧を定期的に確認す
る。

産業廃棄
物

排出量の
削減

一般廃棄
物

排出量の
削減

（その他
可燃ご
み）

8.環境経営計画に基づき実施した取組内容とその評価

取組目標 活動項目

目標達成状
況結果 評価及び次年度の取組実施状況

電
気

使
用
量
の
削
減

室内温度は冷房、暖房時のエアコ
ン設定温度を調節し極力削減す
る。

○ △

取組目標

軽
油
・
ガ
ソ
リ
ン

使
用
量
の
削
減

アイドリングストップを、実行す
る。
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3.水使用量の削減

現場 事務所

〇

〇

△

4.グリーン購入の推進

現場 事務所

〇

〇

5.自社工事における再生砂の使用

現場 事務所

〇

〇

取組目標 活動項目 実施状況

目標達成状
況結果 評価及び次年度の取組

水使用量
の削減

水の使用場所には節水シールを貼
り 節水を心がける。

○ ○

【評価】
概ね達成出来ました。

【次年度】
削減を意識していきたい。社用車の洗車は必要最小限に止

め、洗車時は節水に心がける。

事務所で使うタオルの洗濯を、一
週間でまとめ洗いをする。

評価及び次年度の取組

グリーン
購入

の推進

事務用品購入に当たっては、対象
品目（再生材商品や環境ラベル付
き商品）の有無を調査する。

○

　【評価】
対象品目を事前に確認するよ
うにしている。

　【今後】
現状を維持していきたい。

対象品目がある場合は出来るだけ
購入を進め、品目数を記録する

目標達成状
況結果取組目標 活動項目 実施状況

自社工事
における
再生砂の

利用

取組目標 活動項目 実施状況

目標達成状
況結果 評価及び次年度の取組

再生砂の使用率100％を維持す
る

○

　【現状】
100％再生砂を使用し、現場
ごとに使用量の集計を取って
いる。

　【今後】
現状を維持していきたい。

現場事の再生砂使用量集計を記録
する

８



新基準年 単年度目標

（令和2年度）
R2年4月～R3年3月

（令和4年度）
R4年4月～R5年3月

（△2％）

（令和5年度）
　R5年4月～R6年3月

（△3％）

（令和6年度）
　R6年4月～R7年3月

（△4％）

（令和7年度）
　R6年4月～R7年3月

（△5％）

事務所 6,342 6,215 6,152 6,088 6,025

現場 469,123 459,741 455,049 450,358 445,667

（1）軽油使用量の削減 現場 Ｌ 167,075 163,734 162,063 160,392 158,721

事務所 2,070 2,029 2,008 1,987 1,967

現場 10,783 10,567 10,460 10,352 10,244

事務所 4,149 4,066 4,025 3,983 3,942

現場 33,663 32,990 32,653 32,316 31,980

廃棄物排出量の削減

事務所
110 109 107 106 105

現場 12,380 12,132 12,009 11,885 11,761

（2）産業廃棄物排出量の削減 現場
％

（リサイクル率） 100 100 100 100 100

事務所 ㎥ 137 134 133 132 130

現場 ㎥ 416 408 404 404 395

4 グリーン購入の推進 事務所 推進している 推進する 推進する 推進する 推進する

5 自社工事における再生砂の使用 現場
％

（現場使用率） 100 100 100 100 100

備考）

事務所～本社

現　場～管修理事務所・久山プラント・東営業所・今宿営業所・糸島支店

 9.次年度の環境経営目標及び環境経営計画　

・基準年の二酸化炭素排出量計算における購入電力の排出係数は、九州電力（株）の2019年度調整後排出係数（0.371kg-CO2/kWh)を用いた。

・化学物質については本事業活動での使用実績がないため、目標から除外した。

・（　）は基準年に対する削減率を示す。

2

（1）一般廃棄物排出量の削減
　　(その他可燃ごみ) ㎏

1

二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2

　環境経営目標

環境目標 区分 単位

・サイト区分～～～～～～～

3 水使用量の削減

中・長期目標

（3）ガソリン使用量の削減 Ｌ

（4）電気使用量の削減 kWh

9



環境経営計画

通年

通年

必要時

⑤再生砂使用 自社工事における再生砂の使用 現場

再生砂の使用率100％を維持する。

通年

現場事の再生砂使用量の集計を記録する。

④グリーン購入の推進 グリーン購入の推進 事務所
事務用品購入に当たっては、対象品目（再生材商品や環境ラベル付き
商品）を優先的に購入する。

通年収集時での分別の確認と報告を徹底する。

破砕施設の保守・点検・整備を徹底し、作業効率を高める。

③水使用量の削減 水使用量の削減
事務所

＋
現場

水の使用場所には節水シールを貼り、節水を心がける。

通年社用車の洗車は必要最小限に止め、洗車時は節水に心がける。

事務所で使うタオルの洗濯を、一週間でまとめ洗いをする。

②廃棄物排出量の削減

一般廃棄物排出量の削減
事務所

＋
現場

紙はリサイクル（ゑびすリサイクル工場へ持込）を徹底し、資源ゴミ
（缶、ビン、ペットボトル）は各自持ち帰る様に心がける。

通年
上記資源ゴミ等の分別徹底や弁当の食べ残し等をなくして「その他可
燃ごみ」の排出量を削減し、排出量の記録を取る。

両面印刷や裏紙利用で紙使用量を削減し、排出時には分別排出を行
い、ペーパーリサイクル率を高める。

産業廃棄物排出量の削減 現場

現場での産業廃棄物分別作業を協力会社を含めて徹底し、混合廃棄物
ゼロを目指す。

タイヤの空気圧を定期的に確認する。

電気使用量の削減
事務所

＋
現場

室内温度は冷房、暖房のエアコン温度を調節し極力削減する。

通年

夏季はクールビズ、冬季はウォームビズを励行して、冷暖房温度や機
器使用を抑える。

夜間、休日、昼休みは、パソコン、プリンター等の主電源を切る。

休憩室やトイレなどの電気を使用時のみ点灯する。

①二酸化炭素排出量の削減

軽油・ガソリン使用量の削減

事務所
＋

現場

アイドリングストップを、実行する。

急発進・急加速を行わない。

タイヤの空気圧を定期的に確認する。

作業時間や待機時間、走行距離の短縮化を図る。

現場

建設機械等の作業を停止するときは、エンジンを停止する。

建設重機の定期的な保守・点検・整備を励行する。

日程取組目標
サイト区分
（責任者） 活動項目
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遵守状況

○

○

○

○

○

○

使用量・水使用量は増加しており、目標は未達成となっております。

2022年度も現場社員の増員を行っており、軽油・ガソリン・電気・水

建設リサイクル法

　2021年度は、事務所社員を1名増員によりガソリン使用量・電気

フロン排出抑制法 簡易点検、記録の作成保存等

労働安全衛生法 健康診断の実施

11．代表者による全体評価と見直しの結果

使用量の増加はやむを得ないところです。

　次年度は、EA21委員会が中心となって、環境負荷への影響に配慮する

無駄な印刷はしない、印刷設定に気を配る、PC・冷暖房器具のスイッチを

意識と行動を継続的に行って参ります。

切る習慣を身につける等、基本的な行動を変えていきます。

発注者への計画等説明、再資源化の結果報告書等

振動規制法 指定地域の確認、届出等

騒音規制法 指定地域の確認、届出等

10．環境関連法規制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

環境法規制等 規制内容

廃棄物処理法 委託業者との契約、マニフェストの管理、産業廃棄物の保管等

　・2021年度（令和3年4月～令和4年3月）の事業活動において、環境関連法規

　　　への違反や訴訟はありませんでした。

 　・また、関係当局からの違反や訴訟はありませんでした。
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