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1.環境方針

 

≪行動指針≫

１．環境負荷削減のため、次のことに取り組みます。１．環境負荷削減のため、次のことに取り組みます。１．環境負荷削減のため、次のことに取り組みます。１．環境負荷削減のため、次のことに取り組みます。

　　①電気・燃料の消費に伴う二酸化炭素排出量の削減

　　②水資源の節水

　　③一般廃棄物及び産業廃棄物の分別と適正処理

　　④事務用品のグリーン購入の推進

２．ボランティア活動、地域環境美化活動に参加し、２．ボランティア活動、地域環境美化活動に参加し、２．ボランティア活動、地域環境美化活動に参加し、２．ボランティア活動、地域環境美化活動に参加し、
　　社会貢献に勤めます。　　社会貢献に勤めます。　　社会貢献に勤めます。　　社会貢献に勤めます。

３．環境関連法制規や当社が約束した方針を遵守します。３．環境関連法制規や当社が約束した方針を遵守します。３．環境関連法制規や当社が約束した方針を遵守します。３．環境関連法制規や当社が約束した方針を遵守します。

４．環境活動レポートとして作成し、公表します。４．環境活動レポートとして作成し、公表します。４．環境活動レポートとして作成し、公表します。４．環境活動レポートとして作成し、公表します。

平成 22 年 10月  ５ 日

株式会社　中央建設工業

代表取締役 大久保　知子　大久保　知子　大久保　知子　大久保　知子　

環境方針

 株式会社　中央建設工業は、事業活動を通して快適な環境を目指し、

地球環境の保全と限りある資源の有効的活用を認識し、EA21を活用して、

全社員一体となり地球環境維持改善活動に取り組み推進します。           
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2.組織の概要

（1）事業所名 株式会社 中央建設工業　
　　　　代表者氏名 代表取締役　　大久保　知子

（2）所在地 本社

福岡県久留米市御井町2436-1

（3）環境管理責任者 代表取締役　　大久保　知子
　　担当者連絡先 TEL　0942-43-3111　　FAX　0942-43-3114

事務局（総務部）　青木　順子　

（4）事業内容 県知事　許可（般-18） 第17116号
土木工事業、管工事業、水道施設工事業
県知事　許可（般-21） 第17116号
とび・土木事業、ほ装工事業

（5）事業規模
項目 単位 2007年 2008年 2009年

売上高 百万円 96 96 48
従業員数 人 7 9 9
床面積 ｍ2 309 309 34

(6)事業年度 1月～12月

〒839-0851
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※ （　　　）内％、平成21年度の実績をベースとしての削減率を示す。

平成21年度実績は、決算月変更と事務所移転の為　平成21年10月から平成22年9月分の量です。

※1 （電気使用量・水使用量は平成22年5月から平成22年10月分の使用量です。）

2以上2以上2以上2以上 3以上3以上3以上3以上

5555 地域貢献活動の推進地域貢献活動の推進地域貢献活動の推進地域貢献活動の推進 事業所事業所事業所事業所 回/年間回/年間回/年間回/年間 把握出来ていません把握出来ていません把握出来ていません把握出来ていません 1111 1111 1111

4444 グリーン購入の推進グリーン購入の推進グリーン購入の推進グリーン購入の推進
事業所事業所事業所事業所
現場現場現場現場

品目数品目数品目数品目数 把握出来ていません把握出来ていません把握出来ていません把握出来ていません 1以上1以上1以上1以上

33.12以下33.12以下33.12以下33.12以下
（2％）（2％）（2％）（2％）

32.79以下32.79以下32.79以下32.79以下
（3％）（3％）（3％）（3％）

現場現場現場現場 ｔｔｔｔ 107107107107
106以下106以下106以下106以下
（1％）（1％）（1％）（1％）

105以下105以下105以下105以下
（2％）（2％）（2％）（2％）

104以下104以下104以下104以下
（3％）（3％）（3％）（3％）

3333 廃棄物排出量の削減廃棄物排出量の削減廃棄物排出量の削減廃棄物排出量の削減

事業所事業所事業所事業所 ㎏㎏㎏㎏ 33.833.833.833.8
33.46以下33.46以下33.46以下33.46以下
（1％）（1％）（1％）（1％）

819以下819以下819以下819以下
（2％）（2％）（2％）（2％）

811以下811以下811以下811以下
（3％）（3％）（3％）（3％）

2222 水使用量の削減水使用量の削減水使用量の削減水使用量の削減 事業所事業所事業所事業所 ｍ3ｍ3ｍ3ｍ3 110110110110
※1　55（6ヶ月分）※1　55（6ヶ月分）※1　55（6ヶ月分）※1　55（6ヶ月分）

109以下109以下109以下109以下
（1％）（1％）（1％）（1％）

108以下108以下108以下108以下
（2％）（2％）（2％）（2％）

107以下107以下107以下107以下
（3％）（3％）（3％）（3％）

（3）（3）（3）（3） 軽油使用量の削減軽油使用量の削減軽油使用量の削減軽油使用量の削減 現場現場現場現場 ＬＬＬＬ 836836836836
828以下828以下828以下828以下
（1％）（1％）（1％）（1％）

1249以下1249以下1249以下1249以下
（2％）（2％）（2％）（2％）

1236以下1236以下1236以下1236以下
（3％）（3％）（3％）（3％）

現場現場現場現場 1860186018601860
1841以下1841以下1841以下1841以下
（1％）（1％）（1％）（1％）

1823以下1823以下1823以下1823以下
（2％）（2％）（2％）（2％）

1804以下1804以下1804以下1804以下
（3％）（3％）（3％）（3％）

（2）（2）（2）（2） ガソリン使用量の削減ガソリン使用量の削減ガソリン使用量の削減ガソリン使用量の削減

事業所事業所事業所事業所

ＬＬＬＬ

1274127412741274
1261以下1261以下1261以下1261以下
（1％）（1％）（1％）（1％）

6382以下6382以下6382以下6382以下
（2％）（2％）（2％）（2％）

6317以下6317以下6317以下6317以下
（3％）（3％）（3％）（3％）

（1）（1）（1）（1） 電気使用量の削減電気使用量の削減電気使用量の削減電気使用量の削減 事業所事業所事業所事業所 ｋｗｈｋｗｈｋｗｈｋｗｈ 7132713271327132
※1　3566(6ヶ月分）※1　3566(6ヶ月分）※1　3566(6ヶ月分）※1　3566(6ヶ月分）

7061以下7061以下7061以下7061以下
（1％）（1％）（1％）（1％）

6989以下6989以下6989以下6989以下
（2％）（2％）（2％）（2％）

6918以下6918以下6918以下6918以下
（3％）（3％）（3％）（3％）

10783以下10783以下10783以下10783以下
（2％）（2％）（2％）（2％）

10673以下10673以下10673以下10673以下
（3％）（3％）（3％）（3％）

事業所事業所事業所事業所 4491449144914491
4446以下4446以下4446以下4446以下
（1％）（1％）（1％）（1％）

4401以下4401以下4401以下4401以下
（2％）（2％）（2％）（2％）

4356以下4356以下4356以下4356以下
（3％）（3％）（3％）（3％）

1111 二酸化炭素排出量の削減二酸化炭素排出量の削減二酸化炭素排出量の削減二酸化炭素排出量の削減

全体全体全体全体

Kg-Kg-Kg-Kg-
CO2CO2CO2CO2

11003110031100311003
10893以下10893以下10893以下10893以下
（1％）（1％）（1％）（1％）

現場現場現場現場 6512651265126512
6447以下6447以下6447以下6447以下
（1％）（1％）（1％）（1％）

3.　環　　境　　目　　標

環境目標環境目標環境目標環境目標 当該事業所当該事業所当該事業所当該事業所 単位単位単位単位 平成21年度実績平成21年度実績平成21年度実績平成21年度実績 平成22・23年度平成22・23年度平成22・23年度平成22・23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度
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1. 二酸化炭素排出量の削減（責任者：大久保）
Ｈ22Ｈ22Ｈ22Ｈ22 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23

2. 水資源の節水（責任者：大久保）
Ｈ22Ｈ22Ｈ22Ｈ22 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23

12月

3. 廃棄物排出量の削減（責任者：大久保）
Ｈ22Ｈ22Ｈ22Ｈ22 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23

12月

4. グリーン購入の推進（責任者：大久保）
Ｈ22Ｈ22Ｈ22Ｈ22 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23

12月

5. 地域貢献活動の推進（責任者：大久保）
Ｈ22Ｈ22Ｈ22Ｈ22 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23

備考

*　活動項目担当者は、毎月5日までに前月の活動実施状況を取組目標責任者に報告する。

*　取組目標責任者は、活動実施状況の報告内容と環境目標（取組目標を含む）に対する実績値を、ＥＭ21事務局に報告する。

*　ＥＡ21事務局は、これらの結果を、｢環境目標の達成状況及び環境活動計画の実施状況、その評価結果｣に記録する。

*　環境管理責任者は、3ヶ月毎にこれらの実績について評価する共に、問題があると判断されたら当該取組目標について是正処置・予防処置の実施を指示する。

*　指示されたとり組目標責任者、又は活動項目担当者は是正処置、又は予防処置を実施する。

1 ボランティア活動への参加 全体
1 清掃活動の実施 青木

2 地域のボランティア活動等に積極的に参加し、協力や支援を行う 福山

スケジュール

12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月

福山

取組目標 該当事業所 達成手段 担当者

10月～12月

1 グリーン購入品の調査と推進
事務所 1 グリーン相当事務用品の購入 青木

現場 1 グリーン商品の積極的な購入

取組目標 該当事業所 達成手段 担当者
スケジュール

1月～3月 4月～6月 7月～9月

1 廃棄物管理票（マニフェスト）をもとに廃棄物の適正処理を確認する
福山

2 無駄な資機材を購入しない

10月～12月

1 廃棄物排出量の1％削減

事務所
1

両面印刷・両面コピーの徹底・会議用資料や事務手続き書類の簡素
化に取り組む

青木
2 裏紙の使用・使用済み封筒の再利用

現場

節水シールの貼る

取組目標 該当事業所 達成手段 担当者
スケジュール

1月～3月 4月～6月 7月～9月

10月～12月

1 節水活動 事務所

1 水を流しっぱなしにしない

青木2 蛇口に節水こまを設置する

3

取組目標 該当事業所 達成手段 担当者

スケジュール

1月～3月 4月～6月 7月～9月

3 軽油使用量の1％削減 現場

1 重機の定期点検整備の実施

福山2 重機の無駄な動きをなくす

3 重機の停止時にはエンジンを停止する

現場

1 急発進・急加速の禁止

福山2 タイヤの空気圧を定期的に確認する

3 エコドライブシールを貼る

2 ガソリン使用量の1％削減

事務所

1 急発進・急加速の禁止

切明2 タイヤの空気圧を定期的に確認する

3 エコドライブシールを貼る

2 不要な電灯を取り外す

3 エアコンのフィルターをこまめに清掃する

4 不要な照明は消灯し、昼光を有効利用する

1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月

1 電気使用量の1％削減 事務所

1 節電シールの貼りつけ

切明

　　4. 主要な環境活動計画　　4. 主要な環境活動計画　　4. 主要な環境活動計画　　4. 主要な環境活動計画

取組目標 該当事業所 達成手段 担当者

スケジュール

12月
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※ （　　　）内％、平成21年度の実績をベースとしての削減率を示す。

平成21年度実績は、決算月変更と事務所移転の為　平成21年10月から平成22年9月分の量です。

※1 （電気使用量・水使用量は平成22年5月から平成22年10月分の使用量です。）

207以下207以下207以下207以下 2868286828682868 ××××

廃棄物排出量の削減廃棄物排出量の削減廃棄物排出量の削減廃棄物排出量の削減 tttt 107107107107
106以下106以下106以下106以下
（1％）（1％）（1％）（1％）

26.4以下26.4以下26.4以下26.4以下 476476476476 ××××

13301133011330113301 ××××

ガソリン使用量の削減ガソリン使用量の削減ガソリン使用量の削減ガソリン使用量の削減 ＬＬＬＬ 1860186018601860
1841以下1841以下1841以下1841以下

（1％）（1％）（1％）（1％）
459以下459以下459以下459以下 2487248724872487 ××××

現現現現
場場場場

二酸化炭素排出量の削減二酸化炭素排出量の削減二酸化炭素排出量の削減二酸化炭素排出量の削減
Kg-Kg-Kg-Kg-
CO2CO2CO2CO2

6512651265126512
6447以下6447以下6447以下6447以下

（1％）（1％）（1％）（1％）
1611以下1611以下1611以下1611以下

軽油使用量の削減軽油使用量の削減軽油使用量の削減軽油使用量の削減 ＬＬＬＬ 836836836836
828以下828以下828以下828以下
（1％）（1％）（1％）（1％）

○○○○

地域貢献活動の推進地域貢献活動の推進地域貢献活動の推進地域貢献活動の推進 回/年間回/年間回/年間回/年間
把握出来て把握出来て把握出来て把握出来て
いませんいませんいませんいません

1111 1111 0000 ××××

グリーン購入の推進グリーン購入の推進グリーン購入の推進グリーン購入の推進 品目数品目数品目数品目数
把握出来て把握出来て把握出来て把握出来て
いませんいませんいませんいません

1111 1111 1111

○○○○

廃棄物排出量の削減廃棄物排出量の削減廃棄物排出量の削減廃棄物排出量の削減 ㎏㎏㎏㎏ 33.833.833.833.8
33.46以下33.46以下33.46以下33.46以下

（1％）（1％）（1％）（1％）
8.4以下8.4以下8.4以下8.4以下 7.97.97.97.9 ○○○○

水使用量の削減水使用量の削減水使用量の削減水使用量の削減 ｍ3ｍ3ｍ3ｍ3 110110110110
※1　55（6ヶ月分）※1　55（6ヶ月分）※1　55（6ヶ月分）※1　55（6ヶ月分）

109以下109以下109以下109以下
（1％）（1％）（1％）（1％）

27以下27以下27以下27以下 26.526.526.526.5

ＬＬＬＬ 1274127412741274
1261以下1261以下1261以下1261以下

（1％）（1％）（1％）（1％）
315以下315以下315以下315以下 289289289289 ○○○○

××××

電気使用量の削減電気使用量の削減電気使用量の削減電気使用量の削減 ｋｗｈｋｗｈｋｗｈｋｗｈ 7132713271327132
※1　3566（6ヶ月分）※1　3566（6ヶ月分）※1　3566（6ヶ月分）※1　3566（6ヶ月分）

7061以下7061以下7061以下7061以下
（1％）（1％）（1％）（1％）

1764以下1764以下1764以下1764以下 1852185218521852 ××××

（3カ月目標値）（3カ月目標値）（3カ月目標値）（3カ月目標値） （実績12月～2月）（実績12月～2月）（実績12月～2月）（実績12月～2月）

事事事事
業業業業
所所所所

二酸化炭素排出量の削減二酸化炭素排出量の削減二酸化炭素排出量の削減二酸化炭素排出量の削減
Kg-Kg-Kg-Kg-
CO2CO2CO2CO2

4491449144914491
4446以下4446以下4446以下4446以下

（1％）（1％）（1％）（1％）
1110以下1110以下1110以下1110以下 1499149914991499

ガソリン使用量の削減ガソリン使用量の削減ガソリン使用量の削減ガソリン使用量の削減

5. 環境目標の実績

項　　目項　　目項　　目項　　目 単位単位単位単位
平成21年度平成21年度平成21年度平成21年度 平成22・23年度平成22・23年度平成22・23年度平成22・23年度 平成22・23年度平成22・23年度平成22・23年度平成22・23年度 平成2223年度平成2223年度平成2223年度平成2223年度

評価評価評価評価
（基準値）（基準値）（基準値）（基準値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）
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環境活動計画の取組結果の評価（事務所用）
二酸化炭素排出量削減

（1）電気使用量の1%削減
節電シールを貼る・不要な電灯を取り外すなど達成手段は出来ましたが、
使用料は達成できませんでした。

（2）ガソリン使用量の1%削減
急発進・急加速の禁止、タイヤ空気圧を定期的に確認するなど達成手段は出来ました。
使用量は達成出来ました。

水資源の節水
（1）水使用量の削減
水を流しっぱなしにしない、蛇口に節水こまを設定するなど達成手段は出来ました。
使用量も達成できました。

廃棄物排出量の削減
（1）廃棄物排出量の1%削減
裏紙使用・使用済み封筒の再利用など達成手段、実施状況も出来ました。
グリーン購入の推進

（1）グリーン購入品の調査と推進
注文する際、確認のうえ購入しています。

地域貢献活動の推進
（1）ボランティア活動への参加
清掃活動の実施は出来ましたが、地域ボランティアは要請がないので実施できて
いません。

環境活動計画の取組結果の評価(現場）
1 二酸化炭素排出量削減
（1）ガソリン使用量の1%削減
急発進・急加速の禁止、タイヤ空気圧を定期的に確認するなど達成手段は出来ました。
使用量は現場も増えて仕事の量も増え達成は出来ませんでした。

（2）軽油の使用量の1％削減
重機の無駄な動きをなくすなど達成手段は出来ましたが、
使用量は現場も増えて仕事の量も増え達成は出来ませんでした。

3 廃棄物排出量の削減
（1）廃棄物排出量の1%削減
達成手段は出来ましたが、
使用量は現場も増えて仕事の量も増え達成は出来ませんでした。

4 グリーン購入の推進
（1）グリーン購入品の調査と推進
注文する際、確認のうえ購入しています

5 地域貢献活動の推進
（1）ボランティア活動への参加
清掃活動の実施は出来ましたが、地域ボランティアは要請がないので実施できて
いません。

6.　環境活動計画の取組結果の評価

1

2

3

4

5
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　　　　　　　　過去5年間におきまして、関連法規の遵守に努め、現在まで違反及び

　　　　　　　当局からの環境に関する指摘はありませんでした。また、地域住民等からの

　　　　　　　苦情・訴訟もありませんでした。

7．環境関連法規等の遵守状況の確認並びに違反
及び訴訟等有無
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環境方針・環境目標・環境活動計画に沿って三ヶ月の試行期間実施

していますが、試行期間が短い為現状維持のまま実施し継続します。

その上で改善の必要が有れば改善実施します。

8.代表者による全体の取組状況の評価及び見直しの結果8.代表者による全体の取組状況の評価及び見直しの結果8.代表者による全体の取組状況の評価及び見直しの結果8.代表者による全体の取組状況の評価及び見直しの結果
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