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１．事業概要

１）事業者名及び代表者名

株式会社　竹　尾　組

代表取締役社長　竹尾　通洋

２）所在地

〒882-1621

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字岩戸６９２番地イ

３）環境管理責任者及び事務局

EA-21責任者：副社長　木下生光

EA-21責任者：総務部　木下さゆり

４）連絡者

連絡担当者：木下　さゆり（EA-21事務局）

TEL　：　0982-74-8234

FAX　：　0982-74-8613

E-mail　：　sayuri@takeogumi.co.jp

URL　：　http//www.takeogumi.co.jp

５）事業活動の内容

・宮崎県知事　許可（特ｰ18）　第280号

土木工事業　とび・土工工事業

・宮崎県知事　許可（般ｰ18）　第280号

舗装工事業　造園工事業　鋼構造物工事業　鉄筋工事業

６）適用事業範囲

適用事業場の所在地と主要業務内容は以下の通り

本社　：　宮崎県西臼杵郡高千穂町大字岩戸692番地イ

資材倉庫　：　宮崎県西臼杵郡高千穂町大字岩戸才原

建設現場　：　宮崎県内

７）事業規模

2008年2007年

25 25

627 244

2,720 2,720

354 354

従業員数

床面積

敷地面積

単　　位

人

㎡

項　目

売上高

㎡

百万円
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８）推進組織図

EA-21 責任者
一般 17

人員

役員 4

１．環境目標及び環境活動計画の結果確認
２．EA-21に関する審議

株式会社　竹尾組　ＥＡ－２１推進組織図

１．EA-21責任者の任命
２．環境方針の策定
３．経営資源の準備
４．代表者による全体の評価と見直し
５．環境活動レポートの承認
６．環境目標及び環境活動計画の承認

管理職 4

代表者（社長）

竹尾　通洋

１．EA-21責任者の補佐業務
２．環境関連法規の取りまとめ及び遵守状況確認
３．環境文書及び記録の作成、管理
４．その他EA-21に関する業務
５．教育、訓練計画の策定の実施

EA-21 事務局

木下　さゆり

EA-21　委員会
委員長：社長

EA-21責任者
EA-21事務局
各現場代理人

１．環境活動計画の実施
２．問題点の是正処置

１．EA-21システムの確立、実施推進、維持管理
２．環境への負荷および取組への自己チェックの実施
３．環境目標及び環境活動計画の策定
４．環境活動レポートの作成
５．EA-21に関する実績把握と報告
６．EA-21環境経営マニュアルの作成

木下　さゆり

１．環境活動計画の実施
２．問題点の是正処置

木下　生光

各現場代理人

事　業　所 現　　　場

木下　生光

(メンバー)
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２．環境方針

環 境 方 針

　  　株式会社竹尾組は、地球環境保全が今後人類共通の重要課題と認識し、

　当社の事業活動のあらゆる分野で、３Ｒ 「Ｒeduce（ごみを減らそう）Ｒeuse（くり

　返し使おう）ＲecycIe（再び資源として利用しよう）」の保全活動を積極的に推進

　し、循環型社会の実現に貢献致します。

１．当社は、土木工事の事業活動を通じて、環境経営マネジメントシステムを構

  築し、環境目標・環境活動計画を定め継続的な改善に努めます。

２．関連する環境の法規制を厳守するとともに、行政機関の要請に協力します。

３．土木工事の事業に於いて、環境に与える影響を削減するために、次の事項

  に対して優先的に取組みます。

① 二酸化炭素排出量の削減

　　　　　電気使用量・燃料使用量の削減

② 事業活動工程から排出される廃棄物の３Ｒの取り組み

③ 節水活動による水使用量の削減

⑤ 環境保全活動の促進

 

　この環境方針は、当社全従業員に周知徹底するとともに、一般に開示します。

2008年10月20日

                                 株 式 会 社　竹　尾　組

　　　　　　　　　　　　　　　　                代表取締役　竹 尾 通 洋
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３．環境目標、環境活動計画

当社の環境目標は、環境負荷の調査結果により以下のような目標を設定しました。尚、目標設

定の基準は２００７年度のデータを使用しております。

１％削減 ２％削減 ３％削減

２％削減 ３％削減 ４％削減

２％削減 ３％削減 ４％削減

２％削減 ３％削減 ４％削減

実績数量 実績数量 実績数量

計　　量
08年度比
１％削減

08年度比
２％削減

２％削減 ３％削減 ４％削減

毎月１回 毎月１回 毎月１回

　

（注1）　産業廃棄物は、受注工事量と工事設計内容によって数量が変動するため、目標数値

　　　　　を設定せず実績のみ集計する。

（注2）　一般廃棄物は、基準となるデータがなく基準値を定められないため、2008年度の目標

　　　　　を「計量」と定め基準値とする。

目標の削減比は基準年(07年)比とする

灯油使用量
1,727　L/年

１）環境目標（2008年11月～2009年10月）

中期目標
(10年度)

中期目標
(09年度)

短期目標
（08年度）

07年度実績（基準値）

電力使用量の削減

事
務
所
＋
現
場

102,731　KWh/年

燃料用量の削減

軽油使用量
28,794　L/年

ガソリン使用量
28,709　L/年

取組項目

産業廃棄物
(注1)

一般廃棄物
(注2)

4

環境保全活動の実施
社内安全会議の実施

全従業員による奉仕作業

水使用量の削減
年間水使用量
84.0ｍ3/年

廃棄物の削減
全
体



２）　環境活動計画表

責任者 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

【目標】

【目標】
2

燃料使用量の削減
（ＣＯ2の削減）

①アイドリングストップの徹底
②効率の良い配車スケジュールの検討実施
③車両の燃料使用量と走行距離のチェック
④「エコドライブ10のすすめ」を車両に掲示
⑤現場車両の必要最小限化の検討、実施
⑥日射の室内への導入、通風の活用など太陽エネルギーを
自然なかたちで利用
　

総務部
木下　生光

ガソリン・軽油・灯油の使用量
2007年度比　２％削減

①未使用時の電気消灯の徹底
②設備電気不要時の負荷遮断
③設備のアイドリングストップ
④節電シールの表示
⑤昼休みの消灯
⑥残業時間の削減検討

総務部
木下　さゆり

総電気使用量
2007年度比　1％削減

　　　　　環 境 活 動 計 画 表  ( 2008年11月 ～2009年10月 )

No. 環  境  目  標 実  施  事  項
担当部署

実　　  施　　  計 　　 画

2008年

1

電気使用量の削減
(CO2の削減)

毎月実施状況確認

毎月安全パトロールにて確認

建設廃棄物排出量の削減

3 【目標】

産業廃棄物量の排出数量管理

一般廃棄物排出量の削減

4 【目標】

一般廃棄物排出量の計量
土木部

各現場代理人

水資源使用量の削減

【目標】

使用量2007年度比　2％削減

環境保全活動の実施

【目標】

使用量2007年度比　維持

6
①現場パトロールの実施
②社内安全会議等による教育訓練の実施
③全従業員による奉仕活動の実施

総務部
木下　生光

①廃棄物の排出数量管理
②管理票による適正処理
③廃棄物の分別の徹底
④残余資材のリユース、リサイクルの推進

土木部
各現場代理人

①廃棄物の計量
②廃棄物の分別の徹底
③リユース、リサイクル推進
④排出量の管理

総務部
木下　千明

5
①節水ｼｰﾙ等の表示
②漏洩の点検

総務部
木下　さゆり

5

毎月実施状況確認

毎月分別計量

毎月分別数量報告

毎月実施状況確認

毎月実施状況確認



４．実　績

１．２００７年度を基準値として設定した、２００８年度の目標値と実績値を比較する。

２．総量は、２００８年１１月から２００９年の１０月の合計とする。

08年度 08年度

（目標値） （実績値）

１９６，０８９　Kg-co2 １８３，７２１　Kg-co2 106.7% ○

電力使用量
の削減

電気使用量
１％削減

１０１，６４７　KWh ４１，４６６　KWh 245.1% ○

軽油使用量
２％削減

２７，２０３　L ３５，１１６　L 77.5% ×

ｶﾞｿﾘﾝ使用量
２％削減

２７，５９３　L ２７，７００　L 99.6% ×

灯油使用量
２％削減

１，６８８　L １，７０２　L 99.2% ×

産業廃棄物の
実績数量管理 (注1)

４１９．０　/t － －

一般廃棄物
の計量 (注2)

０．２９　/t － －

１％削減
会社総使用量

3 ６９ ０ ｍ
3 110 1% ○

燃料使用量
の削減

廃棄物の削減

水使用量の削減

　　環境目標に対する達成状況は以下の通りです。

取組項目 達成率 判定

二酸化炭素排出
量削減

１％削減
７６．０　ｍ

3 ６９．０ ｍ
3 110.1% ○

社内安全会議
奉仕作業

社内会議･岩戸神社
東宮清掃　毎月１回

毎月１回 100.0% ○

（注1）　産業廃棄物は、受注工事量と工事設計内容によって数量が変動するため、目標数値

　　　　　を設定せず実績のみ集計する。

（注2）　一般破棄物は、基準となるデータがなく基準値を定められないため、2008年度の目標

　　　　　を「計量」と定め基準値とする。

１） 電気使用量の削減

　０９年の１０月まで工事現場も直接電気を導入するような河川関係の工事現場がなかった為

大幅な削減となった。

事業所も節電シール等の表示により、未使用時、昼休み等の消灯、パソコン等の電源ＯＮ放置

禁止等の徹底により削減できた。

水使用量の削減

環境保全活動
の実施
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２） 燃料使用量の削減

　前年度に対して、工事施工高が大きく延びた為か、燃料の削減ができなかった。

しかし、工事施工高が伸びた割には、大きな使用量ではなく、ＣＯ2の総排出量は目標が達成

できている。

これも「アイドリングストップ」の徹底、「エコドライブ１０のすすめ」等を車両に提示して削減に

努めた結果であろう。

３） 廃棄物の削減とリサイクル化

　一般廃棄物は、データがなく目標値が定められなかったため本年度は目標を「計量」として次

年度からの基準値とする。

現場からの産業廃棄物（コンクリート殻・アスファルト殻)は、発生都度直接中間処分場に搬出し

100%リサイクル化している。

今後、産業廃棄物は、受注工事量と工事設計内容によって数量が変動するため、目標数値を

設定せず実績のみ集計管理する。

４） 水使用量の削減

　水の使用については、事業所の簡易水道の使用量が全てで、現場での使用は殆どない。

手洗い場、炊事場に節水シールの表示やトイレの「大」「小」の使い分け等により削減できた。

５） 環境保全活動の実施

① 教育訓練

毎月第４土曜に 全従業員 協力会社等の出席のもと社内安全会議及び現場パトロ ル・毎月第４土曜に、全従業員・協力会社等の出席のもと社内安全会議及び現場パトロール

　現場の安全訓練等により実施し、環境活動の意識向上に努めた。

② ボランティア活動

・毎月社内安全会議の後、天岩戸神社東宮の清掃、天岩戸橋の欄干清掃等を実施している。

天岩戸神社東宮清掃 　　　　　天岩戸橋欄干清掃

7



・小中学生を対象に、工事現場見学会を実施して公共工事の重要性を学んでもらった。

河内バイパス橋梁下部工工事

高千穂町立田原中学校２・３年生２４名

③ 緑化推進活動

・自然環境保全・回復のため、当社の地球に優しい自然を育てる緑化技術を生かし、緑化

　推進活動を実施してきた。
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５．環境活動の取組結果の評価

　ＥＡ－２１環境活動に取組み、まず最初に従業員一人一人が環境活動に対しての意識を持つ

ことが第一と考え、毎月実施している社内安全会議、現場パトロール、現場での安全訓練等で

機会あるごとに、教育指導を実施し意識の高揚に努めている。

　当社の事業活動は殆ど公共事業であり、公共事業が削減されるなか、その年の受注高、工事

内容等で大きく変動するため評価が困難ではあるが、最終的には削減する方向で努力している。

さらに、当社の緑化事業である、地球に優しい自然を育てる緑化技術を生かし、今後発注者等に

積極的に技術提案を実施し、自然環境保全・回復をめざしていく。

１） 電気使用量の削減

　河川工事等で常時排水ポンプ等を運転するために、現場に直接電気を導入するような現場が

なかった為、大幅な削減となった。

今後も、未使用時、昼休み等の消灯、パソコン等の電源ＯＮ放置禁止等を徹底して削減に努める。

２） 燃料使用量の削減

　燃料の使用量が目標達成出来なかった。

これは、工事受注高が大幅に増したためではあるが、ＣＯ2排出量としては目標が達成出来ている。

その年の工事受注高、工事内容により燃料使用量が大きく変わるが、「アイドリングストップ」の徹

徹底、「エコドライブ」等の指導により、「ドライバー」一人一人の意識の向上を目指して削減に努

力する。

３） 廃棄物の削減とリサイクル化

　一般廃棄物は、０９年度の「計量」を基準値として、今後の環境活動データーとする。

現場からの産業廃棄物（コンクリート殻・アスファルト殻)は、発生都度直接中間処分場に搬出し

100%リサイクル化している。

今後、産業廃棄物は、受注工事量と工事設計内容によって数量が変動するため、目標数値を

設定せず実績のみ集計管理する。

４） 水使用量の削減

　水の使用については、事業所の簡易水道の使用量が全てであり、漏水等の点検、節水シール

の表示等により削減を目指す。

５） 環境保全活動の実施

① 教育訓練

　　毎月第４土曜日に、全従業員・協力会社等の出席のもと社内安全会議で実施している。

　　現場では、現場パトロール、朝礼、月一回実施している安全訓練等で機会あるごとに、教育

　　指導をしている。
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② ボランティア活動

　　毎月第４土曜日の社内安全会議の後に、天岩戸神社東宮、天岩戸橋等の清掃を実施している。

　　地区子ども会の沿道植樹会や道路愛護デーの空き缶拾い等に積極的に参加している。

　　小中学生を対象に現場見学会を実施した。

工事現場：河内バイパス橋梁下部工工事～高千穂町立田原中学校２・３年生２４名

　　　　今後とも「地域」を学ぶ教育の一環として積極的に実施していく。

③ 緑化推進活動 

　　環境保全の技術会議、講習会等に積極的に参加して技術をたかめる。

　　発注者等に対し、環境緑化工法等を提案し緑化保全活動をしていく。
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６．環境関連法規への違反、訴訟等の有無

　当社に関連する主な法規制は、下表の通りである。

全体の関連法規制の遵守状況確認を毎年１回実施しており、違反はなかった。

また、監督官庁からの指摘もなかった。

現場については、社内検査（中間・完成検査）時に遵守状況を確認している。

地域住民からの訴訟もなかった。

以上

当社の対応 遵守状況主な適用法規

・産業廃棄物管理票の管理義務

遵守確認済

・産業廃棄物処理法

・宮崎県環境基本条例

・産業廃棄物処理委託基準の遵守

・廃棄物の削減

・廃棄物の適正処置の確保

　指定要項

・浄化漕法

・宮崎県浄化漕法施行規則

・第３次排気ガス対策型建設機械

・宮崎県環境基本条例

・オフロード法

・みやざき県民住みよい環境保全

　に関する条例

・騒音規制法

・宮崎県環境基本条例

・指定副産物（発生土・Co殻・As殻）の分別

　と再資源化

・空き缶等のごみの散乱防止

・町指定の分別、指定ゴミ袋にて回収

・産業廃棄物保管基準遵守

・振動規制法

・建設リサイクル法

・宮崎県環境基本条例

・第３次排気ガス対策建設機械の使用

・浄化槽の届出

・特定建設作業の実施の届出

・騒音に関わる環境基準の遵守

・特定建設作業の実施の届出

・振動に関わる環境基準の遵守

遵守確認済

遵守確認済

遵守確認済

遵守確認済

遵守確認済

遵守確認済
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・清掃、点検及び法定検査

・宮崎県内水面漁業組合連合会　各支部

　漁業組合の同意書、確認書の遵守　防止法

・公害対策基本法及び水質汚濁
遵守確認済


