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■環境経営方針

① 電力および自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減に努めます。

② 資源を大切にするとともに、廃棄物の削減に努めます。

③ 節水に取り組みます。

④ 塗料溶剤等は有害な化学物質の低減に努めます。

⑤ 事務用品等のグリーン購入、建築資材のグリーン調達等に努めます。

⑥ お客様へ環境に配慮した建物、機器類の提案、採用に努めます。

2.環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。

3.環境方針は全従業員及び協力業者へ周知するとともに、取り組みを環境活動

　レポートとして取りまとめ、一般に公表します。

1.具体的に下記のことに継続して改善活動に取り組みます。

環境への思い

産業革命以来、人類は技術的革新を繰り返すことで、発展を続け豊かな生活を享受

してきた。

同時に地球資源を採掘・利用し、技術革新をすることで、また新たな資源を発見し

てきた。

その歩みを止められるものではないが、今一度、その歩みを振り返ることも必要で

はないかと考える。

それは普段、便利に慣れ当たり前と思っていることに目を向け、資源エネルギー・

環境について自らの問題として意識し、これまでと違った方策を考え、自主的・積極

的に活動することで、より良い豊かな「未来」を想造する機会とする。

制定日：2014年 9月25日

改定日：2021年 2月28日



　　　　　　　　　　　　

株式会社荻田建築事務所

代表取締役

■経営理念

・我々は建物づくりを通して

顧客の永きに渡る「人生」に貢献し、共に歩む

・我々は自らの成長を信じ、自らを

表現し続けることで新たな「自身」を開拓する

・我々は地域と共に暮らし、広く世界と結び

豊かな「未来」を想造する



■組織の概要と認証･登録の対象

（１） 名称及び代表者名　　　全社認証登録範囲（対象外無し）

株式会社荻田建築事務所

代表取締役　荻 田 晃 久

（２） 所在地

谷町事務所：大阪市中央区安堂寺町1-2-17　ibox3F

巽事務所    :大阪市生野区巽東1-1-32

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者・担当者 荻田 直美　　TEL：06-6777-7874e-mail：n-ogita@o-ken-design.com

各現場担当

環境管理責任者の補佐、環境委員会の

事務局

各種帳票の作成・データの取りまとめ

環境経営目標・計画書案の作成

環境関連法規等取りまとめ表の作成及

び最新版管理

環境関連の外部コミュニケーションの窓

口

環境経営レポートの作成、公開

環境経営計画の審議

環境活動実績の確認・評価

統括責任

必要な経営資源を準備

環境経営方針の策定・見直し

環境に関する実行責任者

＜部門長＞

環境経営方針の周知、従業員に対する教育訓練の実施

環境経営目標達成に向けた取組実施

環境関連法規等遵守の取組

緊急事態対応試行訓練の実施・記録

＜全従業員＞

問題点の是正・予防環境方針の理解と環境への取組の重要性を自覚



（４） 事業内容

工場・倉庫・テナント・戸建住宅等の設計及び施工管理、リフォーム

（５） 事業の規模
受  注　高 千円(税抜)

主要工事件数 新築工事　2件

改修工事 50件
谷町 巽 合計

従業員　　 (人）　 1 9 10

延べ床面積（㎡） 19 110 129

194,215



■第9期の売上
（１） 売上グラフ

（２） 項目別



■施工事例

＊新築工事

＊新築工事

◆ 完成

◆ 現況

◆ 完成

◆ 完成◆ 完成

◆ 3 D 提案



＊改修工事

◆ 完成◆ 工事中

◆ 現況

◆ 完成◆ 完成

◆ 現況



（１）主な環境負荷の実績
単位 2019年 2020年 2021年

kg-CO2 9,253 10,626 11,621

kg 19,898 31,373 16,896

kg 32 14 31

kg 19,866 31,359 16,865

㎥ 14 143 57

※電力の二酸化炭素排出量換算値 0.514 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ

（2）環境目標･実績
基準値 2022年 2023年

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）

kg-CO2 4,443 4,265 5,719 4,265 4,176

基準年比 2019年 96% 129% 96% 94%

売上当たりCO2 kg-CO2/千円 0.01506 0.01446 0.02944 0.01446 0.01416

kg-CO2 5,010 4,910 5,902 4,809 4,709

基準年比 2018年 98% 118% 96% 94%

kg-CO2 9,452 9,174 11,621 9,074 8,885

kg 32 31 31 31 30

基準年比 2018年 98% 98% 97% 96%

混合廃棄物率 30% 4% 35% 40%

㎥

基準年比

＊建築資材は作業現場、受注工事によって変動するので数値目標に含まない

項　目

二酸化炭素総排出量

廃棄物排出量

　一般廃棄物排出量

　産業廃棄物排出量

一般廃棄物の削減

混合廃棄物の削減

水道水の削減

設計・施工の環境配
慮

水使用量

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2021年

電力による二酸化炭
素削減

自動車燃料による二
酸化炭素削減

上記二酸化炭素排出量合計

＊化学物質は自社の使用はなく、設計上の配慮と現場監視で適正管理しています

行動目標による

■主な環境負荷の実績・環境目標

行動目標による



数値目標：○達成　×未達成

　 活      動：○できた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況

○

×

〇

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

取り組み計画 取組結果とその評価、次年度の取組内容

電力による二酸化炭素削減

基準年と比べ、巽事務所はエアコン使用の時期は換気し
ながらだったので数値は上がっている。また、同じく換
気してエアコンを使用し、常に空気清浄機やサーキュ
レーターを使用していたため、昨年と比べても10％増え
ている。谷町事務所は２Fのみの記録としたため数値的に
はクリアしている。
休憩中や不要時の消灯の心がけはとてもよくできている
と思う。来期は社員も３名増えるので、節電をいっそう
試みていきたい。

数値目標(谷町事務所）

数値目標(巽事務所）

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃）

・空調フィルターの清掃

・不要照明の消灯（事務所、現場）

・中間期には窓の開閉を行う

自動車燃料による二酸化炭素削減

数値目標
今期は車を使用する現場が多く、数値的には増えてい
る。燃費は一台一台記録しているので意識づけができて
いる。
来期も公共交通機関が利用できる場所は利用しCO2を減
らしていく努力をしたい。また、新車導入の話も出てい
るので燃費の良い車を考えていきたい。

・自転車の利用

・公共交通手段の採用

・エコドライブ

■環境活動計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容

（３）環境記録に関わるグラフ

■燃費



基準年と比べ、巽事務所はエアコン使用の時期は換気しながらだったので数値は上がって
いる。また、同じく換気してエアコンを使用し、常に空気清浄機やサーキュレーターを使
用していたため、昨年と比べても10％増えている。谷町事務所は２Fのみの記録としたた
め数値的にはクリアしている。休憩中や不要時の消灯の心がけはとてもよくできていると
思う。来期は社員も３名増えるので、節電をいっそう試みていきたい。

＊事務所電力

＊排出ゴミ

燃えるゴミのみ数値として記録し比較しているが、一緒にプラスチックゴミ、ペットボ

トル･缶ゴミ、古紙と排出量をグラフにしている。
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○

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

混合廃棄物の削減

数値目標
リサイクル率の目標には遠く届いていない。やはり現
場から出る産廃は混合が多く、なかなか難しい。目標
値の見直しが必要かもしれない。来期はもっと分別を
していくことができるといい。

・可能な限り現場合わせを減らす

・可能な限り分別排出

・マニフェスト管理（適正管理の監視）

一般廃棄物の削減

数値目標

分別も気を付け、目標も達成できた。来期は新入社員
も増え、ゴミの量も増えると思われる。分別を怠らな
いよう、またゴミを減らしていけるように気を付け
る。

・分別の徹底(事務所、現場）

・両面コピーの採用

・プリントアウト前のチェックによる
ミスプリントの削減

〇

水道水の削減

・節水シールの貼り付け
節水の案内も表示し、古くなれば交換して現場の職人
さんへの案内もきちんとできていると思う。来期は大
きな現場も多いのでそれぞれの現場の表示を増やして
もいいかも知れない。

・シールの貼れない場所ではプラカードを掲げる

騒音・振動規制法 建設機械の使用時の届出

消防法（危険物） シンナーの保管

フロン排出抑制法 業務用空調機、冷凍機

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

廃棄物処理法 一般廃棄物、建設副産物

建設リサイクル法 建設副産物

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。

なお、関係当局よりの違反の指摘、訴訟等は過去ありませんでした。

（4）環境関連法規



遮熱 断熱 節水機器 省エネ 緑化 その他

2019 6 7 6 13 1 0

2020 5 5 13 6 3 1

2021 6 3 4 11 0 0

■設計・施工の環境配慮

環境施工記録

事例



地域材をつかうことにより、森林の循環を担います。

森林整備がすすめば、森林によるCO2吸収量の増加、

森林の保水力による豪雨災害の防止など、環境をまも

ることにつながっていきます。

先日社員研修旅行で高知へ訪れました。高知県木

材協会さまのご協力のもと土佐材の魅力、山からまち

への取り組みなどを勉強してきました。

吉野の杉・桧に加え、今後、土佐材の活用にも力を

いれていきます。

地域材の活用



気密測定

新築の木造住宅の現場で気密測定を行いました。

住宅の寒さの原因は断熱性能だけではなく「スキマ」にもありま

す。

このスキマが大きければ大きいほど性能が悪く寒い住宅、

つまり「気密性」が悪い住宅となってしまいます。

「気密測定」とは住宅のスキマの面積を専用の機械を使って計

算することです。

この計算によって割り出された気密性の値をC値と呼びます。

C値は0に近いほど理想とされ、C値＝1.0㎠/㎡を切るくらいの住

宅であれば気密性が良い住宅とされています。

逆に寒い住宅ではC値が大きい場合が多々あります。

例えばC値＝5.0㎠/㎡ともなると、そうとうスキマ風が入りこんで

いる住宅と言えます。

「寒い」以外でも気密性の悪い住宅では以下のような悪影響が

*エネルギーロス

１つ目はスキマが大きいと「エネルギーロス」になります。

スキマ風が入ってくるので寒い時期にエアコンをガンガン運転しないといけなくなります。

*計画換気ができない

2つ目はスキマが大きいと「24時間換気による計画換気」ができません。

例えばC値が5.0㎠/㎡の家では、排気する際に計画通りに設置した給気口だけではなく

スキマからも給気することになるため、給気口から入ってくる給気量が0㎥/hになってしまうということもあり

ます。

24時間換気が本来の性能をしっかりと発揮できなくなってしまうのです。

*断熱材の劣化

3つ目はスキマが大きいと「断熱材の劣化」を早めてしまいます。

気密には「断熱材の補完」という役割があります。

断熱材の性能を100%発揮させるためにも気密性は必要となります。

*壁内結露の発生

4つ目はスキマが大きいと「壁内結露を発生」させてしまいます。

建物内の空気中の湿気もスキマから外に排出されます。

この時、冬には冷えた外壁内、床下、小屋裏などで結露が発生してしまいます。

現場では気密性を高めるために 施工中各所で気密処理を行いま

す。

・基礎の天端に気密パッキン

・基礎断熱の貫通部分には防蟻タイプのウレタンですきま埋め

・外壁構造用面材を貼るまえに気密パッキン

・サッシを取り付ける前に気密パッキン

・垂木の欠きこみ、各配管の廻り 野地材との取り合い、熱橋に

なる金物部分等考えられる隙間にウレタンを吹付

・屋根・壁は吹付断熱

今回、気密測定は初の試みだったので、現場監督はじめ協力業者さ

ん一丸となってすきま対策を徹底し、測定に臨んだ結果、C値0.2 と

いう良い結果が得られました。

気密性が悪いと…



コロナ対策

■BCPへの取組

コロナ対策として事務所内や現場用に各機器を

導入。感染予防対策に役立てています。

1 ⃣ 空気清浄機

2 ⃣ 非接触型体温計

3 ⃣ タブレット型サーマルカメラ

4 ⃣ 除菌剤噴霧装置 現場用

5 ⃣ 飛沫防止パーテーション

6 ⃣ 除菌剤噴霧装置 事務所用

1 1

2 3 4

5 6

ショールーム見学

弊社ではBCP(事業継続計画)

を策定しています。



お施主様インタビュー　　　　　          　　　　　　

■SDGｓへの取組

＊その中で主に繋がりが深い目標を2つ選択し、全体目標として表示しました。

＊仕事や活動を通して繋がりが深い目標をそれぞれの方針に表示しました。

工場見学

■環境経営活動への取組

わたしたちの仕事や活動がどんな目

標と繋がりが深いのを話し合い経営

指針行動計画表に表示しています。



■コミュニケーション活動

今期の経営指針発表会はオンライ

ンで開催。大きな会場を借りてい

たのでそこを使用してのびのびと

発表しました。初めての試みでし

たがチャレンジできてよかったで

す。

弊社初めての新入社員内定式

を

開催しました。

工事でもお世話になっているお施主様を

講師に迎えてエマジェネティックセミ

ナーを開催しました。弊社だけでなく、

他の会社様も参加されて自分や他社の特

性を知れて楽しかったです。

みんなで予定を合わせて

献血をしに行ってきまし

た。



法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

主な環境負荷実績として、CO2排出量は増加・廃棄物排出量および水使用量は減少と
いう結果になった。大きな項目としては、電力使用量が目標に対し129％となってい
るのが大きく影響している。コロナウィルス蔓延のなか蜜状態を減らすため巽事務所
を2拠点としたのと、換気をしながらエアコンを使用しているため、ある程度は致し方
ないことと思われるが、電力ひっ迫が叫ばれる中、節電への意識づけに対する行動に
ついて、来期は行動に移していきたい。
弊社主業務である建築設計施工については、昨年の総括に高気密・高断熱と遮熱の組
み合わせを重要項目にあげられているが、その中の一つ「気密」測定試験を自社業務
の新築設計施工物件で初めて行った。別資料にもあるように初めて「気密」に意識し
た物件であったが、思いのほかイイ結果が出て、今後の断熱+気密性能をあげる取り組
みに弾みがついた。来年以降も+αの遮熱と併せた「新築」に取り組んでいく。
また新たな仕入れルートとして、昨年社員旅行で伺った高知県梼原からの土佐材を納
入するルートを構築した。これによりウッドショックやウクライナ紛争などで高騰す
る輸入外材に頼ることなく、安定供給と環境配慮を兼ね備えた国産材をつかった木造
住宅建築への道筋がみえてきた。国産材を安定的に使用することで、山を整備するサ
イクルへの支援でき、日本の林業文化に貢献できる一助となればと思う。また国産材
にこだわった木造住宅を自社の主幹業務に育てることで、自社ブランドの構築につな
げていきたい。
ＳＤＧｓの取り組みは大きな目標ではあるが、実は自社業務にも密接に絡んでいるこ
とを実感できる取り組みにも挑戦していきたい。

昨年に続き今季の間もコロナ禍はおさまることなく、換気をしながらのエアコ
ン等の使用が多かった。毎年おこなっている経営指針発表会は初めてオンライ
ンでの開催となるなど、新しいことも取り入れた年になった。コロナの影響
や、期をまたいでの大きな工事が複数あったため、今期の売り上げはあまり伸
びず、環境施工記録の数値も前年度より少なかった。来期は提案数はもちろん
受注数も増やしていきたい。

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。

なお、関係当局よりの違反の指摘、訴訟等は過去ありませんでした。

消防法（危険物） シンナーの保管

フロン排出抑制法 業務用空調機、冷凍機

廃棄物処理法 一般廃棄物、建設副産物

建設リサイクル法 建設副産物

騒音・振動規制法 建設機械の使用時の届出

■代表者の言葉

代表取締役 荻田晃久

（4）環境関連法規

環境経営方針、環境経営目標・計画、実施体制は変更ありません。
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