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いいモノづくりはいい空間づくりから
我々は大阪の地場産業「ものづくり」を応援する建築会社です
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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材料、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。
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■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

株式会社荻田建築事務所
代表取締役



■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

現場 概要は負荷のチェックシート参照

（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



（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 1億5 千万円(税込)

主要工事件数 新築工事　 3 件

改修工事 116 件

谷町 巽 合計

従業員　　 (人）　 2 4 6

延べ床面積（㎡） 48 45 93

■第6期の売上

（１） 売上推移
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（２） 項目別

■施工事例

新築工事

改修工事

改修工事

改修工事

After



（１）主な環境負荷の実績

単位 2016年 2017年 2018年

kg-CO2 6,408 5,711 5,953

kg 67,861 19,898 5,911

kg 133 32 31

kg 67,728 19,866 5,880

㎥ 10 14 13

※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 2019年 2020年

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）

kg-CO2 1,176 941 929 929 917

基準年比 2016年 80% 79% 79% 78%

kg-CO2 4,645 4,181 5,010 4,134 4,088

基準年比 2017年 90% 108% 89% 88%

kg-CO2 5,821 5,121 5,939 5,063 5,005

kg 32 31 31 31 30

基準年比 2017年 98% 98% 97% 96%

kg 16,268 13,014 5,330 13,014 13,014

基準年比 2016年 80% 33% 80% 80%

㎥

基準年比

混合廃棄物の削減

総排水量

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2018年

廃棄物排出量

上記二酸化炭素排出量合計

二酸化炭素総排出量

水道水の削減

設計・施工の環境配
慮

項　目

　一般廃棄物排出量

　産業廃棄物排出量

＊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

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

一般廃棄物の削減

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　　：◎よくできた　○まあまあできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況

○

◎

◎

○

◎

◎

×

◎

○

○

自動車燃料による二酸化炭素削減

数値目標

・公共交通手段の採用

前半は使用量も減量で維持できていたが、後期は現場
の数が多かったためか目標数値は達成できていない。
燃費は今回からグラフ化し、見える化した。意識付け
はできていると思う。来期からは計測だけだったもう
一台も比較しながら引き続き計測し、意識していきた
い。

今期から巽事務所で電気使用量の計測も開始し、
いっそう意識付けができたのではと思う。また、窓
の開閉での温度調節や暖冬であったおかげか、昨年
の記録がないので所感にはなるが使用量を減らすこ
とができたのではと思う。また、今冬は巽事務所で
はヒーターを使用することなく過ごせた。来期は今
期の計測を元に、巽事務所も比較していきたい。

取り組み計画

数値目標

・中間期には窓の開閉を行う

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃）

・空調フィルターの清掃

・パソコンは省電力設定とする

・不要照明の消灯（事務所、現場）

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

・エコドライブ

・自転車の利用

■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
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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。

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

一般廃棄物の削減

・両面コピーの採用

・断熱、気密、遮熱(シート、コーティング等)提案

・可能な限り現場合わせを減らす

水道水の削減

・シールの貼れない場所ではプラカードを掲げる

・節水型機器類の提案

・施工中の騒音・振動・粉じんの管理

数値は目標をぎりぎり達成。今期はイベントに参加
した分での不要物の量が多く出ているがそれでも減
量できたのはよいことである。
来期も分別し、減量できるようにしていきたい。

・分別の徹底(事務所、現場）

騒音・振動規制法

・マニフェスト管理（適正管理の監視）

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。

・節水シールの貼り付け

フロン排出抑制法 業務用空調機、冷凍機

消防法（危険物）

建設副産物建設リサイクル法

設計・施工の環境配慮

・設備の効率化（省エネ型照明など）の提案

建設機械の使用時の届出

シンナーの保管

危険物の保管消防法

現場の方にも伝わるように節水や節電などの表示版
を設置している。ストップバルブも使用し、意識す
るようにできている。

今期は大きな現場がなかったので数値はクリアしてい
る。ただ、マニュフェストの返却がまとめてになって
しまった。来期はもっとこまめに確認してもらってい
きたい。また作業場の清掃を全員でおこなった。ゴミ
の分別をいっそうしていけるようにしたい。また、基
準年を２０１７年度にし、来期目標値を考え直した
い。

数値目標

・化学物質の管理

工事シートの活用ができていないため、採用件数は
最終的に洗い出す作業が必要になった。来期は工事
シートを活用し、確認しやすいようにしたい
また塗装材等の化学物質は協力業者に適正管理を指
導している。

・可能な限り分別排出

○

混合廃棄物の削減

・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

数値目標

採

用

件

数

の

記

録



　

【環境に配慮した提案施工例】断熱･遮熱材の提案　　　　

【環境に配慮した提案施工例】断熱･遮熱材の提案　　　　　

【環境に配慮した提案施工例】　節水機器提案　　　　　　　　　

Bfore After

AfterBfore

□倉庫の一部を空調で容易に温度調節したいとのご相談で、断熱材を充填した空間を

つくり、日光が当たる箇所は遮熱シートも使用。

□トイレの改修工事で省エネ･節水トイレを使用しました。

□工場の改修工事で断熱材、遮熱材の提案をしました。



社内清掃活動　　　　　　　　　　　　　

中小企業同友会環境部会ＥＡ21レポートの表彰式　　　　　　   　　　　　

地域の清掃活動に参加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

遮熱・断熱材実験　　　　　　　　　          　　　　　　

昨年度のＥＡ環境レ

ポートが中小企業同

友会環境部会のアク

ション賞をいただきま

した。

外部にこうして評価さ

れるのはとてもうれし

いし、これからに繋げ

てゆければと思います。

■環境活動への取組

谷町事務所のある安

堂寺町で、地域の清掃

活動に参加。ビブスを

借りてブロックに分か

れてゴミ拾いをしました。

遮熱材と断熱材実験

種類の違うものを

組み合わせるなど

より効果のある商材

を探すため夏から冬

にかけて事務所の窓

で実験をしています。

年に2回、本格的に使

用する前に、省エネに

繋げるためにエアコン

のフィルターの清掃を

しています。 また作

業用の倉庫を改善活

動として全員で掃除し

ました。



・廃棄物処理業：情報公開項目が規定されています。

■コミュニケーション活動

インターン生が二人

入ってきたのでその歓

迎会。天芝でのバーベ

キュー。

安堂寺祭りの準備や当日

の準備を手伝いました。

祭りは今年最後とのこと

ですが、地域の賑わいを

感じました。

展示会に2回参加しま

した。初めてで、いろ

いろな方にアドバイス

をいただきながらブー

スも手作りで準備しま

した。

初めての経営指針発

表会。外部の方から

も多くの意見をいた

だけ、次年度に活か

せたと思います。

モックスクールに参加

させてもらい吉野山と

酒造へ。植林の現状を

勉強しました。



　今期の活動目標のまとめとして数値目標としてクリアできなかった
項目として自動車燃料のCO2削減がある。
　昨年の9月の台風被害対応で多忙のため走行距離がのびてしまったの
が原因と思われるが車の購入計画等の中期計画として燃費比較も考慮
に入れながら検討したい。
　設計施工からの環境提案が業務に定着してきていることは評価した
い。
　ただ節電･節水の商品と、遮熱断熱工法の提案など単発的な提案を多
方面な活動に複合させることが肝要である。
　自社の業務を自然環境での立ち位置を確認し、国産木材の有効利用
など他分野･産業とのコラボレーションなどを視野に入れた活動が必要
である。
　SDGｓの理念を活用し、深みのあるエコアクション活動にしていき
たい。

　後期の台風被害により業務が忙しくなり、谷町事務所のある安堂寺
町への定期的な掃除への参加がとぎれてしまった。同じく工場への見
学も難しくなってしまったのが残念。
　活動としては巽の事務所での電気メーターの計測を開始。前から窓
の開閉などで温度を調整し、省エネへの意識はしていたが、数値化し
て共有することでいっそう意識できるようになった。昨年の記録がな
いので所感になるが、暖冬であったことも関係して冬は電気使用量が
少なくできたと思われる。
　省エネ商材を記録する項目では、作成して使用していく予定だった
工事シートの運用が不十分なため、うまくいかなかった。来期はきち
んと活用し、常々記録してもらうようにする。
　マニュフェストも確認はしていたが、返却がまとめてに
なってしまっていた。もっとこまめに確認していきたい。
　またSDGｓを取り入れ、表示をしていく予定だ。

■代表者の言葉

代表取締役 荻田晃久

担当 尾﨑淳美



株式会社荻田建築事務所

５Ｋサイト 現代長屋サイト


