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６．環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

７．環境関連法規への違反、訴訟等の有無

８．代表者による全体評価と見直しの結果
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４．２０２０度 環境活動計画

５．環境目標の実績

◇ 目　次

　　　　　１．組織の概要

２．環境経営方針

３．２０２０度 中長期環境目標



事業所名

代表者名

所在地
大分事業所  :  〒870-0913 大分県大分市松原町３－１－１１

環境管理責任者

業務内容　　　
　　・道路設計　　　　　 　　・橋梁設計　　　　　 　　　・橋梁補修補強設計
　　・河川設計　　　　　 　　・各種構造物設計　　　　・土地造成設計
　　・開発許認可設計　　　・プラント設備設計　　　  ・外構設計
　　・上下水道設計　　　 　・施工管理

実施体制　　　 代表取締役

尾道　一虎
EA２１委員会

尾道　一虎

穴井　浩二 環境管理責任者 ＥＡ２１事務局

坂　田　　敢 坂　田　　敢 坂　田　　敢

尾道　幸子
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技術部門（１１名）
事務部門（４名）
（総務・営業）

許可・登録

事業規模

認証・登録の
対象範囲

　建設コンサルタント、調査・点検、測量

事業年度　　  　　１０月～９月

◇対象組織
　本社
  大分事業所

資本金　　　　   　２，３００万円

１．組織の概要

   [ E-mail  t-sakata@kk-onomiti.co.jp ]

　　・交通量調査解析　　　・コンクリート診断

◇調査・点検
　　・橋梁点検　　　　　　　 ・河川砂防点検　　　　　　・法面点検

株式会社　おのみち設計技術　　　     [ WEB　http://www.kk-onomiti.co.jp ]

代表取締役　尾道　一虎

本　　　　 社  :　〒805-0071　福岡県北九州市八幡東区東田一丁目５番３号

坂田　敢

担当者・連絡先 坂田　敢
   TEL０９３－６６３－６６７７　FAX０９３－６６３－６６８７

◇建設コンサルタント

　　・公共測量全般
◇測量

◇対象事業活動

建設コンサルタント　建２９第９８９６号
測量業者　第（４）３０７９１号

設   立　　　　   　平成５年１０月１日

従業員数　　　　　１５名

売上高　　　　　　 ２４７百万円（2020年度）



　　　 株式会社おのみち設計技術は、地球環境問題を重要な課題としてとらえ、
　　土木設計を主とする事業活動において、環境負荷の低減に努めるとともに
　　積極的な環境への取り組みを推進します。

　　　 環境経営システムを構築・運用し、環境負荷の低減を継続的に推進するために、
　　以下の行動方針に取り組みます。

　　①二酸化炭素排出量の削減を推進します。

　　②廃棄物排出量の削減を推進します。

　　③水道使用量の削減を推進します。

　　④グリーン購入を推進します。

　　⑤環境に配慮した設計を推進します。

　　⑥環境関連法等を遵守します。

　　⑦地域の環境活動に積極的に参加します。

　　⑧この環境方針を全従業員に周知し、広く一般に公表します。

改定日　 　　２０２０年　１０月　１日

　 　　　　　　　　株式会社　おのみち設計技術

　代表取締役　　尾道 　一虎
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 ２．環境経営方針

— 基本理念 —

— 行動方針 —



購入

品目数

・購入電力の二酸化炭素排出係数は九州電力の平成29年度調整後排出係数 0.463kg-CO2/kwhを用いた。

・売上高は百万円単位を使用。

・化学物質は使用していない。

2021年度 2022年度

(-２％) (-３％)

99.5以下 98.5以下

(-２％) (-３％)

30.2以下 29.9以下

(-２％) (-３％)

383.3以下

目　標 目　標

115.9以下 114.8以下

3以上 3以上

二酸化炭素排出量の削減 kg-ＣO₂/売上高 118.3
117.1以下

1-1 電力使用量の削減 kWh/売上高 101.5
100.5以下

(-１％)

379.4以下

(-２％)

環境目標 単位
2019年度 2020年度

(-１％)

(基準年度) 目　標

2
廃棄物総排出量(コピー用紙使用
量)の削減

枚/売上高 391.1
387.2以下

(-１％) (-３％)

1-2 ガソリン使用量の削減 ℓ/売上高 30.8
30.5以下

(-１％)

3 使用水量の削減 ㎥ ―
節水の徹底(弊社がテナントとして入居しているビル１Fの洗い場等はすべて共用の為、
使用水量の管理はできない。)

1回/年 1回/年

5 環境に配慮した設計の推進 件 3 3以上

1回/年 1回/年
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３．２０２０年度 中長期環境目標

1

4 グリーン購入の推進 6 6以上 6以上 6以上

6 会社周辺の清掃 実施回数



１．二酸化炭素総排出量の削減

①

②

③ 外出時等のパソコン電源OFF

④ 高効率蛍光灯の導入

①

②

③

２．廃棄物総排出量の削減

①

②

2 ①

３．使用水量の削減

1 ①

４．グリーン購入の推進

1 ①

５．環境に配慮した設計の推進

①

②

③

６．会社周辺の清掃

1 ①

取組目標 活動項目

会社周辺の清掃(1回/年) 八幡東区東田地区で年2回行われる(現在コロナ禍で１回/年に縮小）清掃活動に参加

1 設計時の環境配慮

設計業務において環境に配慮した下記の資材・工法の提案

多自然型（緑化工法等）を提案

再生材（リサイクル材）の活用を推奨

メンテナンスフリーの資材を推奨
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取組目標 活動項目

1 電力使用量の削減

エアコンの適温化を徹底

不要な照明の消灯

2 ガソリン使用量の削減

省エネドライブの徹底

配車計画の合理化

定期的な安全点検の実施

一般廃棄物 ゴミの分別を徹底

取組目標 活動項目

４．２０２０年度 環境活動計画

エコマーク商品 文具及び日用品はエコマーク商品を優先的に購入

取組目標 活動項目

節水活動 節水活動の推進

取組目標 活動項目

取組目標 活動項目

1 コピー用紙使用量の削減
裏紙利用の徹底

ペーパーレス化の推進



判定

購入

品目数

・購入電力の二酸化炭素排出係数は九州電力の平成29年度調整後排出係数 0.463kg-CO2/kwhを用いた。

・上記数値は原単位方式を用いた。

・化学物質は使用していない。
・2020年度実績には、大分事業所の実績を含む
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目標達成率
基準年度 目　標

2020年度

実　績

(-1％)
二酸化炭素排出量の削減 kg-ＣO₂/売上高

117.1以下

100%

1-1

385.7

23.1

電力使用量の削減

ガソリン使用量の削減

項　目 単位

2019年度 2020年度

５．環境目標の実績

ℓ/売上高
30.5以下

(-1％)(5,956L)

①

1-2

kWh/売上高
100.5以下

(-1％)

118.3

(22,914kg-CO2)

101.5

(19,647kwh)

30.8

グリーン購入の推進 6 6以上

③ 使用水量の削減 ㎥ ―

④

②
廃棄物総排出量(コピー
用紙使用量)の削減

枚/売上高
387.2以下

(-1％)

391.1

(75,734枚)

⑥ 会社周辺の清掃 実施回数 1回/年 1回/年

⑤ 環境に配慮した設計の推進 ― 3 3以上 2

×

67%

節水の徹底(弊社がテナントとして入居しているビルの洗

い場等はすべて共用で、使用水量の管理ができない為。)

6 100%

0%0

― -

×

92.8

(22,911kg-CO2)

〇

132%

〇

〇

〇

126%

118%

〇

84.8

(95,260枚)

(20,942kwh)

(5,696L)



　　　①電気使用量の削減（目標:前年比 1％削減）
　　　　　・小まめな節電行動を実施した結果、電力使用量および原単位方式（枚数/売上）いづれも、
　　　　　　目標をクリアすることが出来た。
　　　　　　今後も節電に対する意識を高め 「環境活動計画」を遂行していきたい。
　　　　　

　　　②ガソリン使用量の削減（目標:前年比 1％削減）
　　　　　・社員全員がエコ走行を心掛けた結果、ガソリン使用量および原単位ともに
           目標をクリアすることができた。
　　　　　次年度も引き続き意識を高めていきたい。
　　　　　

　　　①コピー用紙使用量の削減（目標:前年比 1％削減）
　　　　　・削減目標に対し、使用枚数は91.1%と満足のいく結果ではなかったが、原単位方式（枚数/売上）
　　　　　 は116.3％と目標を達成できた。売上増による要員が大きいと思われるが、今後も継続して
　　　　　 プリントミスの抑制および裏紙使用を徹底し、排出量の削減に努めていきたい。

　　　②ゴミの分別化
　　　　　・ゴミはビルの管理会社が毎日収集するため、排出量は把握できていない。しかし、分別に対して
　　　　　は社員全員が徹底しており、今後も意識を高めていきたい。

　　　　 ・弊社はテナントであるため、トイレ・給湯等はすべて１F共用となっており、水の使用量は
　　　　　 把握できない。しかし、節水の意識は高めていきたい。

　　　　 ・事務用品等はエコマーク商品を優先的に購入することに取り組み、目標としている6品目
　　　　　 を購入した。引き続き意識を高めていきたい。

         ・今年度の目標１件に対し、２件の実績が出来でき達成できた。今後も環境に配慮した資材・工法の
　　　　　提案を意識していく。

　　　　 ・弊社が所在する八幡東区東田地区では、通常２回/年（５月・１０月）地域の清掃活動が行わ
　　　　　れており、積極的に参加していたが、近年のコロナ禍の影響により中止および小規模での活動となった。
　　　　　今後、社会情勢を鑑みこの活動に参加していきたい。

６－ ５．環境に配慮した設計の推進

６－ ６．会社周辺の清掃
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６．環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

６－１．二酸化炭素排出量の削減

６－２．廃棄物総排出量の削減

６－ ３．使用水量の削減

６－ ４．グリーン購入の推進



７．環境関連法規等の遵守状況の確認・評価の結果及び違反・訴訟等の有無

当社が遵守しなければならない環境関連法規等は、

　　　　　　　今回の結果として、コピー用紙の絶対量が環境目標に対し未達であった。

　　　　　　　しかし、環境への取組を怠っていた訳ではなく、昨年度より仕事量が増えた

　　　　　　　ことが要因であると考えられる。

売上高あたりで比較する原単位方式では達成出来ている為、

　　　　　　　環境への取組みは実施出来ていると判断している。

　　　　　　　また、ガソリンの結果が良かった理由として、コロナ禍でリモートでの打合せ

　　　　　　　等が増えた分、社用車の利用が減ったことも要因のひとつであるが、長距離

　　　　　　　出張の際は極力、公共交通機関を利用したことも功を奏したと考えられる。

　　　　　　 社員全員が環境経営方針を遵守し、取り組んできた成果である。
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８．代表者による全体の評価と見直し・指示

〇廃棄物処理法

〇資源有効利用促進法　です。

この遵守状況を確認した結果、環境関連法規への違反はありませんでした。
尚、関係当局よりの違反の指摘、利益関係者からの訴訟等もありませんでした。



◇ 環境活動状況
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社用車ハイブリット・軽車両 裏紙専用プリンター及び用紙トレイ

リサイクルトナー
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エコ仕様文房具

節電状況

営業時間外の執務室以外の電源OFF

外出時、昼休み中のパソコン電源OFF必要最低限の空調管理
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環境に配慮した設計

業務名 山手町藤木１山手町藤木１号線道路修正設計業務委託（２－４）

場 所 福岡県北九州市若松区大字修多羅

工法名 グラウンドアンカー工 ＋ 植生基材吹付工（t=5㎝）

発注者 北九州市 建設局 西部整備事務所

工法説明

切土のり面の円弧すべり抑制を目的に、グランドアンカー工(地中に長さ約

２０ｍ程度のアンカー材を挿入し岩盤に定着させ安定させる工法）を施工し、

また表面の崩壊を防ぐ為に植生基材吹付工を施し緑化させる多自然型の

工法である。

工 期 令和３年２月１５日 ～ 令和３年５月３１日
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環境に配慮した設計２

業務名 中畑小熊野１号線法面災害防除設計業務委託

場 所 福岡県北九州市八幡東区大字小熊野

工法名 増打吹付工（ニューレスプ工法）

発注者 北九州市 八幡東区役所

工法説明

老朽化した吹付のり面の補修・補強工であり、既設コンクリートやモルタル

をはつり取ることなく、効率的に対策する工法である。

本工法を採用することにより、多量の産業廃棄物の排出を抑制することが

できる。

工 期 令和元年８月９日 ～ 令和元年１２月２０日


