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 事業の概要
（１）事業所名及び代表者氏名

美樹工業株式会社
代表取締役　岡⽥　尚⼀郎

（２）所在地
本 店 〒670-0965 　姫路市東延末⼆丁目50番地
神 ⼾ 支 店 〒650-0046 　神⼾市中央区港島中町⼀丁目1番地の3
大 阪 支 店 〒541-0045 　大阪市中央区道修町三丁目6番1号

　京阪神御堂筋ビル　6階
北播磨営業所 〒675-1366 　小野市中島町194　

（３）環境管理責任者及び担当者連絡先
環境管理責任者　瀬川　典弘 エコアクション事務局　加藤 更織・北村 聡美
連絡先　︓　ＴＥＬ　079-281-5150　　ＦＡＸ　079-281-6610

（４）事業活動内容
建築・⼟⽊・舗装・ガス配管・給排⽔衛⽣空調・住宅リフォーム工事、
⼾建住宅の販売施工、住宅設備機器の販売施工、不動産賃貸及び管理

（５）事業の規模 (税抜)
単位 2018年 2019年 2020年
件 10,461 10,169 9,936

百万円 11,354 12,222 10,853
百万円 2,190 2,028 2,014
百万円 1,853 1,367 1,091
百万円 15,397 15,617 13,958

人 289 274 288
㎡ 3110.42 3110.42 3110.42
㎡ 1060.42 1060.42 1060.42
㎡ 532.37 532.37 532.37
㎡ 26.40 26.40 26.40
㎡ 4,729.61 4,729.61 4,729.61

事業年度は1⽉から12⽉

（６）建設現場等の概要
件数

522
1,244

259
2,281
5,630

（７）認証・登録組織、活動
登 録 組 織 名 ︓美樹工業株式会社
対 象 事 務 所 ︓本店、神⼾支店、大阪支店（2017年9⽉大阪事務所と合併・移転)、

︓北播磨営業所（2014年10⽉三⽊営業所より移転・開設）
活 　　　動 ︓建築・⼟⽊・舗装・ガス配管・給排⽔衛⽣空調・住宅リフォーム工事、

　⼾建住宅の販売施工、住宅設備機器の販売施工、不動産賃貸及び管理

設　備　工　事

従業員
　床面積（本店）
　床面積（神⼾支店）
　床面積（大阪支店）
　床面積（北播磨営業所）

床面積（合　　　計）

工事種別
建　築　工　事
⼟　⽊　工　事
住　宅　工　事
導　管　工　事

売上高（合　　　計）

活動規模
工事等の件数

売上高（本　　　店）
売上高（神⼾支店）
売上高（大阪支店）



環境経営方針

経 営 理 念

　美樹⼯業株式会社は、当社の経営理念である 『安全・知識・技術を先取りし ⼼につながる仕事で

お客さまの信頼をかちとり成果をあげよう』 を推進すると共に、当社の経営理念 『信⽤の⾼揚10ヶ条』

に定める 『環境問題に真剣に進歩的にとり組む会社』 を目指し、事業活動が地域及び環境に

どのような影響を与えるかを認識し、環境保全のための⽅針を定め遵守します

環 境 方 針

　美樹⼯業株式会社は本店(姫路市)、神⼾⽀店、⼤阪⽀店、北播磨営業所での建設・⼟⽊・

設備・ガス・住宅事業等の活動が地域及び地球環境に与える影響を配慮し、環境問題に積極的に

取り組み、持続可能な循環型社会をめざし以下の項目を継続的に取り組んでいくことを誓約します

１. 事業活動に関わる環境関連の法規・条例及び⼤阪ガス㈱環境⽅針の要請事項を含む

その他の要求事項を遵守します

2. 環境負荷の低減や環境改善を図るため、次の事項に重点的に取り組みます

1) 省エネルギーと温暖化ガスの発⽣抑制

2) 事務や施⼯業務における資源の消費抑制

3) 廃棄物の発⽣抑制と、適正な廃棄処理及びリサイクル

4) 節水の推進

5) 設備・製品・サービスによる環境負荷削減

6) 周辺地域に対する環境影響の低減

美 樹 ⼯ 業 株 式 会 社
代表取締役社⻑　　岡⽥　尚⼀郎

令和 3 年 1 ⽉ 4 ⽇



当社における2011年度実績を把握し、2016年・2017年の事業合併・⽀店移転を考慮した目標を
下記の通り設定し、2006年９⽉より継続して環境活動に取組んでいます。

事業所における目標と実績
2021年 2023年 2025年

目標 実績 目標 目標 目標
電⼒使⽤量の削減
　　　　　　　　　※1 ｋWｈ 562,613 567,824 367,893 564,956 559,225 553,487

都市ガス使⽤量の
削減　　　　　※2 ㎥ 54,427 51,979 52,538 51,707 51,162 50,617

ガソリン消費量の
削減　　　　※3 ㍑ 325,851 312,006 201,968 310,430 307,279 304,127

軽油消費量の
削減　　　※4 ㍑ 11,308 5,660 4,155 5,632 5,575 5,520

kg-CO2 1,050,541 719,754 1,045,215 1,034,560 1,023,910

廃棄物の削減 廃棄物排出量の削減 ｋｇ ― 59,605 35,521 59,307 58,708 58,103

水使⽤の削減 水使⽤量の削減
　　　　　　　　　※2 ㎥ 3,931 3,640 2,947 3,619 3,583 3,533

紙使⽤の削減 ＯＡ紙購⼊量の削減 ｋｇ 17,204 18,070 11,550 17,979 17,797 17,614

環境配慮製品
の拡販

環境配慮製品の
販売台数　※5

台 57 303 150 - - -

周辺地域に対する
環境影響の軽減

周辺地域の清掃
本店・神⼾⽀店

各⽉１回
回 24 24 24 24 24 24

※1　2017年9⽉に⼤阪⽀店移転・ワンフロア化により、電気使⽤量が⼤幅削減されたため、2018年実績値をふまえ目標値を⾒直し
　　　　（⼤阪⽀店は2018年実績値、その他⽀店は2018年目標値より算出、0.334㎏-CO2/kWh(関⻄電⼒ 2018年調整後排出係数)でCO2換算）
※2　⼤阪⽀店・北播磨営業所は水道・ガス代は家賃に含まれ、データー収集ができないため除外
※3　2016年の合併による⼤阪⽀店事業拡⼤、2017年9⽉事務所移転をふまえ目標値⾒直し
　　　　（⼤阪⽀店は2018年実績値、その他⽀店は2018年目標値より算出）
※4　目標値との乖離が⼤きくなったため、2020年目標にて2011年⽐50％削減に是正(以降0.5％／年ずつ削減）
※5　⼤阪ガス様から毎年提⽰いただく販売目標の値を目標値としています（中⻑期目標の設定は困難）
　なお、化学物質は使⽤量が少ないので環境目標項目からは割愛し、使⽤量把握（微量の物は除く）と法規制遵守管理を⾏っています

建設現場等における目標と実績
2019年

実績 目標 実績

建設廃棄物の削減 混合廃棄物の削減 ｔ 5,820 5,695 15,935

環境目標とその実績

全社の合計 単位 2011年
2020年

Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
の
削

減

ＣＯ２　排出量の削減

本店・神⼾⽀店の合計 単位 2020年



環境目標とその実績（年推移）
年 2011 2014 2016 2017 2018 2020 2021 2023
目標 554,175 538,629 594,474 573,561 567,824 564,956 559,225
実績 374,719 338,504 399,455 366,056 367,893
目標 53,611 53,079 52,817 52,522 51,979 51,707 51,162
実績 55,276 47,208 46,669 47,533 52,538
目標 320,963 317,763 318,763 315,158 312,006 310,430 307,279
実績 294,367 267,684 259,425 234,803 201,968
目標 11,138 11,027 10,971 10,914 5,660 5,632 5,575
実績 4,891 4,163 4,270 3,627 4,155
目標 1,094,520 1,081,553 1,099,807 1,055,716 1,050,541 1,045,215 1,034,560
実績 946,598 855,253 847,440 774,622 719,754
目標 60,771 60,162 61,255 59,537 59,605 59,307 58,708
実績 56,891 40,319 40,162 35,264 35,521
目標 3,872 3,718 3,699 3,793 3,640 3,619 3,583
実績 3,127 2,707 2,772 2,644 2,947
目標 16,946 16,778 18,563 18,253 18,070 17,979 17,797
実績 13,758 11,945 11,965 12,165 11,550
目標 163 155 152 152 303 - -
実績 139 119 114 102 150
目標 24 24 24 24 24 24 24
実績 15 11 24 24 24
目標 5,733 5,676 5,645 5,616 5,695 - -
実績 5,185 22,410 8,073 5,811 15,935

電⼒ kWh 562,614

都市ガス ㎥ 54,427

ガソリン ﾘｯﾄﾙ 325,851

軽油 ﾘｯﾄﾙ 11,308

ＣＯ2 kg-CO2 1,049,713

廃棄物 ㎏ 61,696

⽔使⽤量 ㎥ 3,931

ＯＡ紙 ㎏ 17,204

建設混合廃棄物 t 5,820

環境対応商品販売数 台 57

地域清掃 回 24
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事業所における内容

建設現場等における内容

1.本店・神⼾⽀店の周辺での清掃
　　※大阪⽀店はテナント入居につき割愛

建設副産物の削減 混合廃棄物排出量
の削減

月1回の清掃活動周辺地域に対する
環境影響の軽減

主要な環境活動計画の内容　（ 2020年）

１．リサイクルへの転用
２．持ち込みゴミの削減
３．分別収集の徹底
４．事務用品のリユースの実施

１．産業廃棄物の分別を実施する
２．環境保護に協⼒的な回収業者を採用する

１．節水の徹底
２．⾞輌洗⾞時は水をこまめに⽌め、極⼒バケツ洗いする
３．蛇口はいっぱいに開かず⽌水を確認
４．水洗の大小のレバーを正しく使い分ける
５．⻭磨き中は蛇口を閉める
６．トイレ等の水量調整を最小にする

１．設備関連営業部門においてエネファーム(家庭用燃料電池型
　　　発電給湯システム)の販売を促進
２．提案活動を強⼒に実施し、販売につなげる
３．環境に優れた価値ある商品の販売・提案に取組む

環境配慮製品
の拡販

環境配慮製品の
販売台数増加

⾞輌燃料の削減

廃棄物の削減 廃棄物排出量の削減

取　組　内　容
１．不使用時の消灯・空調機器の停⽌
２．近隣階へは階段を使う
３．トイレは使用時のみ点灯する
４．⻑時間使用しないＰＣは電源OFFにする
５．ｺﾋﾟｰ機・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ等は不使用時電源OFFにする
６．エアコンの設定を守る（厳守）

１．エアコンの設定を守る（厳守）
２．やかんの湯を沸かしすぎない
３．やかんは沸かしたまま放置しない

１．社用⾞の効率的な運用
２．エコドライブを心掛ける
３．⾞載物軽量化
４．アイドリングストップ
５．タイヤの空気圧を最適に保つ
６．⽇報で距離・給油をつける

１．会議資料の削減の推進
２．裏紙使用の実施
３．両面コピーの徹底・ミスコピーの防⽌
４．プレビュー画面で印刷範囲の確認
５．電子媒体記録の推進

紙使用の削減 ＯＡ紙購入量の削減

Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
の
削
減

電⼒使用量の削減

都市ガス使用量の削減

水使用の削減 水使用量の削減



事業所における取組結果の評価
取　組　結　果 評　　価　　　（次年度の取組）

 〔評価　︓　○　〕

 〔評価　︓　×　〕

 〔評価　︓　○　〕

 〔評価　︓　○　〕

 〔評価　︓　-　〕

 〔評価　︓　-　〕

 〔評価　︓　○　〕

 〔評価　︓　○　〕

 〔評価　︓　○　〕

 〔評価　︓　×　〕

 〔評価　︓　○　〕

建築現場における取組結果の評価
 〔評価　︓　×　〕

　⼤型物件の受注等により目標値から⼤きく乖離した
　その年度の現場数と現場の種類によるところが⼤きいので
　目標設定の工夫（予測）が必要

前年（2019年）実績値をベースに２％削減を目標としたが
未達成

　24回予定中、24回実施

　今後も継続した取り組みを実施する
　個⼈の意識レベルを⾼め、安易なコピーを⾏わず
　PDF保存等による紙資料の削減を⾏う

　目標達成（達成率156％）

　本店・神⼾⽀店周辺（達成率100％）

　目標値を⾼く掲げていたが、新型コロナウイルスによる
　⼾建案件の買い控え等の影響があり目標未達成 　withコロナ時代に合った販売⽅法を模索しつつ

　エネファームの発売を促進する

　⼈為的な努⼒を継続しつつ、
　機械的な側面での削減を目指します

　引き続き、分別収集の徹底および、
　現場排出ゴミの持ち帰り推進等により
　削減を⾏う

　⽉⼀回、⾞輌定期点検を実施。整理整頓にて軽量化

　使⽤実績無しのため2015年より目標から削除

　目標達成（達成率167％）

　目標達成（達成率124％）

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ使⽤量
の削減

廃棄物排出の削減

廃棄物排出量
の削減

⽔使⽤量
の削減

ＯＡ紙購⼊量
の削減

周辺地域の清掃
（各⽉1回）

環境配慮製品の
販売台数増加

天然ガス使⽤量
の削減

環境活動の取組結果の評価(2020年)

都市ガス使⽤量
の削減

軽油使⽤量の削減

ガソリン使⽤量の削減

電⼒使⽤量
の削減

　目標未達成
　新型コロナウイルス対策により各部門２チームに別れ
　別フロアでの業務を⾏ったため、冷暖房の使⽤が増加

　目標達成（達成率154％）

　社有⾞のハイブリッドカーへの切り替え、公共交通機関
　使⽤の推奨

　目標達成（達成率154％）

　目標の⾒直しを⾏った
　目標達成（達成率136％）

　使⽤実績無しのため今年度より目標から削除

　2021年5⽉に姫路本店の新社屋への移転を控えており
　使⽤量削減に努めつつ、実績値による目標の再設定を
　⾏う

　引き続き電気使⽤量削減のため、パソコン･
　照明機器等の徹底した電源管理を⾏いつつ、
　⼈感センサーの設置等、エコ機器の導⼊を
　目指す

　整理整頓による軽量化、公共交通機関利⽤の推進
　社有⾞乗換時のハイブリッドカー採⽤の促進



2021年1⽉28⽇ 変更
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作業所⻑・・・建設現場等のＥＡ２１責任者を兼ねる

担当 =  実⾏責任者　　

【事務局】
内部監査チーム
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加藤　更織
北村　聡美

エコアクション２１を実施し、その結果を評価し、⾒直しするための体制を構築し
それぞれの責任と権限を定め全社に周知する。

【代表者】

代表取締役社⻑　岡⽥　尚⼀郎

【環境管理責任者】
瀬川　典弘

美樹工業㈱ エコアクション２１活動体制



（１）適用となる主な環境関連法規等　（事業所・建設現場等）

法　律　名 遵守状況

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 遵守

2 建設⼯事にかかる資材の再資源化等に関する法律 遵守

3 騒⾳規制法　（県条例） 遵守

4 振動規制法　（県条例） 遵守

5 家電リサイクル法 遵守

6 消防法 遵守

7 道路交通法 遵守

8 フロン排出抑制法 遵守

9 建設⼯事講習災害防止対策要綱（土木⼯事編） 遵守

10 Daigasグループ環境⾏動指針 遵守

11 グリーン購入法 遵守

12 使⽤済み⾃動⾞の再資源化等に関する法律 遵守

13 資源の有効な利⽤の促進に関する法律
（改正リサイクル法） 遵守

14 高圧ガス保安法 遵守

15 労働安全衛生法 遵守

16 毒物及び劇物取締法 遵守

環境関連法規への違反・訴訟等の有無

（２）違反・訴訟等の有無

家電リサイクル券の受取り

遵守すべき事項

産業廃棄物マニフェストの管理
廃棄物処理契約書

産業廃棄物置場の管理
産業廃棄物処理実績報告書の作成・提出

委託業者の許可証期限のチェック
建設リサイクルの届出

建設廃棄物のリサイクルの実施
特定建設作業の届出

騒⾳規制基準への適合

防⽕管理者の設置
避難訓練の実施・消⽕設備の維持管理等

道路使⽤の許可
運転管理者の設置

特定建設作業の届出
振動規制基準への適合

⾃社の環境関連法規への違反は、事業所・建設現場等とも、ありません。

なお、関係当局からの違反等の指摘は　、過去３年間はなく、訴訟も同様にありませんでした。

業務⽤エアコンの簡易点検の実施・記録の保存

⼯事現場での砂混り⽔の沈砂等

資源の有効な利⽤の促進の実施

高圧ガスの適正な消費・保管方法・緊急時対応

劇物（シャトルライニング剤）の施錠保管・表示

Daigasグループ事業活動における
  ・環境負荷の軽減

  ・製品/サービスによる環境負荷軽減への貢献
  ・地域における環境改善

リサイクル料⾦の⽀払い、⾃治体に登録された
引取業者への廃⾞の引渡し

環境に配慮した物品等の購入、使⽤

使⽤・保管化学物質のＳＤＳ入手
リスクアセスメントの実施・記録・周知



　　　今の環境方針と活動計画に基づき、継続してマネジメントを推進すること。

　　　来春の社屋移転に伴い、数値は⼤きく変動すると⾒込まれる。
　　　実績値を集計し妥当な目標値を改めて定め、努⼒すれば達成可能な目標値を設定すること。

　　　⼤型物件等の情報収集から予測して取組目標を設定することを検討してください。

　　　現状の取組を継続すること。

その他の取り組み
◆ 姫路市様への寄付の継続 ◆

　今年で30回目となりました。

　令和2年12⽉14⽇姫路市役所　市⻑公室にて姫路市⻑より感謝状を付与されました。

　

　います。

　また、姫路市のごみ減量化運動やまち美化運動の
　一層の推進を目的に、市内小学生より募集された
　環境美化標語の入選作を掲載したノーポイカレンダー
　の作成にも役⽴てられています。

　姫路市の環境美化事業に役⽴てて頂こうと、「姫路のまちを美しくする運動協議会」様への協⼒は

　この費⽤は「みんなでつくろう・美しい姫路」をテーマに、
　姫路市と姫路のまちを美しくする運動協議会が展開する
　ひめじ環境フェスティバルや全市一⻫清掃活動、美化
　キャンペーンの開催等の活動費として役⽴てて頂いて

1.取り巻く経営環境・環境方針

2.目標・活動計画（事務所）

3.目標・活動計画（建設現場）

4.実施体制・教育・内部監査

代表者による全体の評価と⾒直し・指⽰



　　

　　

　2015年に発⾜したＳＷＰＪによる提案活動は、グループウェアのワークフローシステムを活⽤し、
　累計1000件を超える提案が⾏われています
　全社員所属のグループ制とし、グループごとに提案数を集計しての表彰制度や、
　効果的な案件に対する個別表彰制度も設けています。
　今年度は、新社屋移転についての意⾒募集を広く⾏い、数々の意⾒が採⽤されました。

　（採⽤された提案の一例）

　　　　・トイレへのプラズマクラスターの設置
　　　　・休憩、資格取得の自習などに使⽤できるフリースペースの設置
　　　　・Wifi環境の整備
　　　　・廊下等、人感センサー照明の設置
　　　　・清掃スタッフの休憩室設置
　　　　・ＴＶ会議システムの常設
　　　　・電気自動⾞充電設備の設置   等

　

フリースペース　　

◆ ＳＷＰＪ【スマートワークプロジェクト】活動（表彰制度あり）◆

◆兵庫県くすのき賞◆
　「まちかど100ｍクリーンアクション」への参加、地域のこども会を対象にした地域コミュニティ活動等の
　地域奉仕貢献活動、「姫路のまちを美しくする運動協議会」への寄付を通じた美化意識⾼揚活動
　などが評価され、令和元年度『兵庫県くすのき賞』を受賞しました



　　

加⻄第⼀・第⼆メガソーラー発電所
　⼾建住宅の年間発電量1000軒分(CO2削減量
　年間約1,130t)に相当する電⼒を発電する
　県内最⼤級規模のメガソーラー発電所です

　　 　

　
　　水上太陽光パネルの施工

　　水上太陽光パネルを多数施工しています
　　水上設置は周囲温度が上がりにくいため地上に
　　⽐べて夏季の発電効率が良く、水草の⼤量発生も
　　抑えられるのでため池の環境保全効果も期待できます

　

　　発電時にＣＯ２を排出せず、地球にやさしい太陽光発電システム。
　　当社では、４つのメガソーラー発電施設を所有し運営しております
　　また、ため池にフロートを浮かべて太陽光パネルを設置する水上太陽光発電所の施工に
　　早期より意欲的に取り組み、多数の施工実績があります
　　自社メガソーラー発電所の運営と（地上・水上）太陽光の豊富な施工実績により
　　地域・環境に貢献できる企業を目指しています

JICAの省エネルギー研修にて17カ国政府職員の方による視察の様⼦

◆ 太陽光発電事業（ＣＯ2削減貢献活動）◆



◆社会貢献活動◆

　・ひめじ街路樹アダプト制度への参加
　　　街路樹の「⾥親」となり、植樹帯内の除草・水やり・清掃及び道路危険個所の通報等を担う
　　　姫路街路樹アダプト制度に参加し、会社周辺の街路樹帯の整備を⾏っています

　・地域清掃活動　（月１回、各支店周辺の清掃活動）
　　　⽉１回、周辺地域の清掃活動を継続しています

　・オフィシャルスポンサー活動

　　オフィシャルスポンサーとして、
　　⼥⼦サッカーチーム ASハリマアルビオン
　　男⼦バスケットボールチーム　⻄宮ストークス　
　　を応援しています



経営者総括

次年度の「環境経営レポート」は2022年４⽉に発⾏の予定です

2020年度は、　『共に変⾰』を全社基本⽅針として掲げました。

資格取得教室の運営など人材の育成に努めるとともに、職場環境を整備し働きやすい環境づくりに務め、

人と社会に選ばれる美樹⼯業を目指して今後も精⼒的に取り組んでまいります。

社員⾃らも使命感と仕事に対する誇りをもって成⻑することを目標としてまいりました。

今年度は新型コロナウイルス感染症の全世界への拡⼤により、経済・環境活動にも⼤きな与えた1年であり

全世界的に厳しい状況が続いておりますが、お客さまへの思いやりを忘れず発展しつづける会社として


