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1.事業概要

　　代表者 アーク工業　有限会社

代表取締役　林　秀雄

2）法人設立年月日

平成２年11月１日

3）所在地

〒８２２－０１５１

福岡県宮若市稲光２７１－１９

4）環境管理責任者

　　及び事務局 環境管理責任者 林　恵子

EA-21事務局 橋本　優子

5）連絡先

連絡担当者 橋本　優子

TEL　： 09４９-５２-０４９７

FAX　： 09４９-５２-３６０８

6）事業規模

資本金 10百万円

従業員 8名

社屋敷地面積 4369㎡

事務所 194㎡

工場 634㎡

塗装ブース 240㎡

7）事業活動の内容

鋼構造物設計製作、機械加工

塗装工事

土木工事

上記に付帯関連する工事

8）登録・認証範囲

全組織・全活動・全従業員

9）事業年度 11月1日　～　10月31日

1）事業者名及び

上下水道施設機械設置、配管工事

ポンプ場施設機械設置、配管工事
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２．エコアクション２１実施体制

活動の統括、環境経営方針設定、環境経営システムの構築　

取組み実施のための準備

活動全般の評価と見直し

活動全体の把握と運用状況の報告

各種環境関連記録の管理・環境活動レポートの作成

事務所における環境経営活動の遂行管理

工事現場における環境経営活動の遂行を統括

工場における環境経営活動の遂行を統括

工事現場における環境経営活動の作業員への周知徹底

実施状況：1回/3か月実施する

(確認ならびに反省会、今後の取組みなど）

現場代理人 工事現場

橋本　優子 総務

寒竹　一章 工事部門

水間　輝明 工場

林　　秀雄 代表取締役

林　　恵子 EA21事務局

林　　恵子 環境管理責任者

工　場

橋本　優子 責任者　寒竹　一章 責任者　水間　輝明

（所属）役職 役割・責任・権限

現場代理人

氏　　名

総　務 工事現場

林　恵子

EA21事務局

林    恵子

橋本　優子

森田　清太郎

水間　輝明

EA21委員会 EA21委員会

代表取締役社長

林　秀雄

EA21委員会

委員長 寒竹　一章

環境管理責任者
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[基本理念]

　   あらゆる事業活動の中で環境対策を重要課題と位置づけ、全員が環境対策に

   高い意識と実践で社会に貢献できる働きをします。

[行動指針]

  　 環境マネジメントシステムを構築し、環境関連法規の遵守とともに地域・

　業界の環境関連要求事項に配慮し、継続性のある環境活動に取り組みます。

　１．二酸化炭素排出量の削減に努めます

　　　節電・省エネ活動を励行し、電力消費量を削減します

　　　エコドライブ、車両の適正管理を行い燃料消費量の削減に努めます

　２．廃棄物の排出量削減に努めます

　　　材料のロスをなくし、廃棄物の削減に努めます

　　　資源ごみの分別徹底により廃棄物の減量に努めます

　　　書類の電子化、裏紙利用等により紙の使用量削減に取り組みます

　4．従業員への環境保全教育、意識の向上に努めます

　　　

　5．事業における環境に有益な活動を推進します

　　　

　6．環境関連法規の遵守に努めます

　7．この環境方針は広く一般に公表します

アーク工業有限会社

代表取締役　林　秀雄

　3．化学物質の適正使用に努めます

３．環境経営方針、行動指針

制定：平成27年5月26日

改訂：令和元年10月1日
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４．令和4年度及び中期環境経営目標

【事業所】

H30年度
(基準年度）

R3年度
目標

R4年度
目標

R5年度
目標

30.11～31.10 R3.11～R4.10 R4.11～R5.10 R5.11～R6.10

15,535.4 15,082.0 14,824.0 14,712.0

2.9%削減 4.6%削減 5.3%削減

24,930.0 24,500.0 24,200.0 24,100.0

1.7%削減 2.9%削減 3.3%削減

702.1 680.0 670.0 660.0

3.1%削減 4.5%削減 5.9%削減

2,175.2 2,070.0 2,020.0 2,000.0

4.8%削減 7.1%削減 8%削減

30.0 28.5 24.0 22.0

5%削減 20%削減 26.6%削減

145.1 137.0 135.0 134.0

5.5%削減 6.9%削減 7.6%削減

5,749.0 5650.0 5600.0 5580.0

1.7%削減 2.5%削減 2.9%削減

- 使用量の管理 使用量の管理 使用量の管理

- 使用量の適正管理 使用量の適正管理 使用量の適正管理

事故件数
違反、災害

0件/年
0件 0件 0件 0件

2回/年 2回 2回 2回 2回

※電気使用量の削減目標は購入電力のみを対象とし、太陽光発電による電力使用量は除外する

※電力の二酸化炭素排出量計上は平成30年の調整後排出係数0.347kg-CO2/kwhを使用

【現　場】

H30年度
(基準年度）

R3年度
目標

R4年度
目標

R5年度
目標

30.11～31.10 R3.11～R4.10 R4.11～R5.10 R5.11～R6.10

22,170.4 21,400.0 21,240.0 20,830.0

3.4%削減 4.1%削減 6%削減

905.7 885.0 870.0 860.0

2.2%削減 3.9%削減 5%削減

7,755.0 7,500.0 7,450.0 7,300.0

3.2%削減 3.9%削減 5.8%削減

- 使用量の適正管理 使用量の適正管理 使用量の適正管理

事故件数
違反、災害

0件/年
0件 0件 0件 0件

環境保全教育・会議等の実施

ガソリン使用量の削減

ガソリン使用量の削減

化学物質の管理

ℓ

環境目標

単位

kg

事業における環境に有益な活動

kg

二酸化炭素排出量の削減

単位

事業における環境に有益な活動

ℓ

灯油使用量の削減

軽油使用量の削減

㎏‐ＣＯ２

産業廃棄物排出量の削減 t

水使用量の管理

ℓ

環境目標

㎏‐ＣＯ２

ℓ

電気使用量の削減 kWh

化学物質の管理

LPG

一般廃棄物の排出量削減
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①二酸化炭素排出量の削減　

　(１)電気使用量の削減   
事務所・工場で使用する電力は九州電力からの購入電力と当社の太陽光発電による

電力の合計である

太陽光発電はCo2の発生がないため削減目標値は購入電力のみを設定する

エアコンの設定温度を決め実行する(冷房26℃,暖房23℃）

エアコンとサーキュレータを併用する

昼休みの消灯を徹底する

節電表示で従業員の意識向上を図る

省エネ機器を導入する

夜間、休日はパソコン・プリンタの主電源を切る

空調機のフィルターの定期的な点検、清掃、交換を行う

電気機器、換気扇等の不使用時に停止する

工場出入口のビニールカーテンを利用し、冷暖房効率を向上させる

　(２)ガソリン使用量の削減
建設機械のアイドリングストップを励行する

(工場)リフト運転と荷積方法の見直しを行う

車両ごとにタイヤ空気圧の適正値を表示し、定期的に確認する

経年車両や燃費の悪い車両の見直し、入れ替え

　(３)灯油使用量の削減

室温の適正管理を行う

　(４)軽油使用量の削減

省エネドライブを励行する

車両の燃料使用量と走行距離のチェックを行う

車両の整備点検を適正に行う

タイヤの空気圧を定期的に確認する

　(５)LPG使用量の削減
ストーブの熱源を有効的に利用する
冬季以外は給湯室の温水を使用しない

5．環境経営活動計画
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②一般廃棄物の排出量削減

裏紙利用を実施する

コピー前の再確認を行う

書類の電子化を行う

社内LAN利用による文書の電子化

コピー機使用前の設定確認と使用後のリセット

文具注文時は、まとめて購入することで梱包材の廃棄を削減する

使用済み封筒を利用する

作成する書類をできるだけ一枚にまとめる

ダンボールとコピー用紙は分別し再資源化する

③産業廃棄物の排出量削減

産業廃棄物の分別徹底によるリサイクル率を向上させる

マニフェストをもとに廃棄物の適正な処理を行う

現場との工事打合せを十分行い、手直し品を減らす

紙、金属缶、ガラスびん、プラスチック、電池等について、分別回収BOXを配置する

施工方法の工夫による廃棄物の削減を目指す

④総排水量及び水使用量の把握

メーター設置により地下水の使用量を把握する

掲示物による節水意識の向上を図る

⑤化学物質の管理

使用量は少量の為、数量の計上はしない。ただし使用上の注意と適正管理を行う

⑥事業における環境に有益な活動

無事故、無違反、無災害

手戻りの低減

省エネ型機械の選定、導入

再生資源資材の利用

⑦環境保全教育、会議等の実施

環境方針、環境活動内容を従業員へ周知させる

会議による環境負荷低減に資する提案、設計を行う
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　【事業所】

原単位
H30年度

(基準年度）
R3年度
目標

R3年度
 実績

R3年度
目標達成結果

15,535.0 15,082.0 19,518.0

24,930.0 24,500.0 36,110.0

702.1 680.0 540.0

2,175.2 2,070.0 2,423.2

30.0 28.5 7.30

145.1 137.0 134.8

5,749.0 5,650.0 6,028.0

ℓ 使用量の管理 使用量の管理

- 使用量の適正管理 使用量の適正管理

事故件数
違反、災害
0件/年

0件 0件 0件 〇

回/年 2回 2回 〇

※電気使用量は購入電力のみを計上（太陽光発電による電気使用量は含まない）

※電力の二酸化炭素排出量計上は平成30年の調整後排出係数0.347kg-CO2/kwhを使用

　【現　場】

原単位
H30年度

(基準年度）
R3年度
目標

R3年度
 実績

R3年度
目標達成結果

22,170.4 21,400.0 28,041.5

905.7 885.0 363.2

7,755.0 7,500.0 10,542.2

- 使用量の適正管理 使用量の適正管理

事故件数
違反、災害
0件/年

0件 0件 0件 0件

×

〇

×

×

×

〇

×

〇

〇

×

一般廃棄物の排出量削減 kg

kg

㎏‐ＣＯ２

ℓ

ガソリン使用量の削減

産業廃棄物排出量の削減

事業における環境に有益な活動

二酸化炭素排出量の削減

㎏‐ＣＯ２

化学物質の管理

ℓ

事業における環境に有益な活動

kWh

二酸化炭素排出量の削減

 電気使用量の削減

ℓ

ガソリン使用量の削減

水使用量の管理

化学物質の管理

環境保全教育・会議等の実施

環境目標

軽油使用量の削減

６．当年度環境経営目標の取組実績

LPG

kg

環境目標

灯油使用量の削減

ℓ
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①二酸化炭素排出量の削減

(1)電気使用量の削減

　

工場の新築工事に伴い、太陽光パネルを新工場屋根に移設した。工事期間中、太陽光

発電の稼働を停止したため、購入電力量が増加した。

使用電力総量としては基準年以降で最小値だった。

太陽光パネルの配置を改善したため、次期からの発電量の増加を期待したい

(2)ガソリン使用量の削減

工場新築工事に伴い、資材の整理、移設作業でリフトの稼働が増えたため

事業所は未達だった。

現場は目標達成できた。現場への通勤車両の使用が少なかったため

(3)軽油使用量の削減

未達だった。発電機での使用量が高く基準年の2.2倍であった。

出張工事が多かったため、通勤車両での使用量は減少していた。

エコドライブの取り組みはよくできていた

(4)灯油使用量の削減

暖冬により消費量が少なかったため達成できた。

(5)LPG使用量の削減

達成できた.

②一般廃棄物の排出量削減

達成できた。段ボール、コピー用紙などは分別して再資源化がよくできていた。

7.環境経営計画の取組結果とその評価及び今後の取組内容
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③産業廃棄物の排出量削減

新工場に移設の際に不要資材等を整理、処分により排出量が増加、未達となった。

マニフェストによる適正処分の管理もできていた。

④総排水量及び水使用量の把握

新工場の基礎工事での使用量が多かったため、大幅に増加した

⑤化学物質の管理

使用量は少量の為、計上をしていない。

使用上の注意、適正使用はできていた。

⑦事業における環境に有益な活動

無事故、無災害

手戻りの低減

環境配慮型建設機械の導入

再生資源資材の利用

⑧環境保全教育、会議などの実施

スケジュール通り実施できた
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環境関連法の遵守状況をチェックの結果、違反はなかった。

主要な環境関連法規は廃棄物処理法、フロン排出規制法、騒音規制法、浄化槽法である。

尚、環境当局からの違反の指摘もなかった。

地域住民の方から以下2件の要望、苦情を受け付けた。

ご意見

ご要望

対応

ご意見

ご要望

対応

1.評価

　・社員が一丸となってエコ活動の取組が出来ていた

   ・室内や工場内の5S活動（整理、整頓、清掃、清潔、躾）の周知徹底ができていた

   ・適正な安全衛生管理により無事故、無災害を達成できた

2.見直し及び指示

　・社内のコミニュケーションを活性化し取組、活動意識の向上を図ること

　・引き続き安全を最優先に無事故、無災害に努めること

    ・協力会社の連携、協力を仰ぎエコ活動を推進していくこと

　・資材、燃料価格高騰の折、資源投入量、コスト削減を意識しエコ活動に努めること

事実確認の上、工事の元請会社および当該業者へ注意。

機材の洗浄は、施工業者の事業所へ持ち帰って実施するように指示した

８．環境関連法への違反・訴訟などへの有無

９．代表者による全体の評価と見直しの結果

①

②

当社道路脇に設置しているカーブミラーの設置場所について、地権者様の土地に侵入

しているため、移設の要望を受けた

地権者様、自治会長様に立ち合い頂き上記事実を確認し、令和5年1月にカーブ

ミラーの移設を実施した

自治会長様より弊社の工場新築工事において、生コン工事業者が打設後のミキサー車の

洗い水を地域用水路に廃水し、残コンクリートが処理されていないとの指摘を受けた
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