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『く・ら・し・の・樹』 
倉敷木材株式会社（クラモク）は、明治40年の創業以来、一貫して「木」を商材として扱ってきました。 

国産材の良材供給より出発し、木造住宅の建築はもとより、住宅設備やアルミサッシ・木工家具等、様々
な住まいの関連商品を扱い、「暮らしの相談センター」として活動してきました。それはあたかも「くらしの
樹」という苗木が、時を経て根を張り、幹を太らせ、更に枝葉を広げたように思われます。これからもクラモ
クは、地域の人々に「心豊かな温かい暮らし」を提案し続ける事を願い、堂々とした大樹に育つ事を目指し
て行きます。 
 
事業の概要：木材・建材の販売、住宅建築、木の家具の製作・販売 
 
事業所名： 倉敷木材株式会社  
本社所在地： 〒710-8581 岡山県倉敷市中島1000番地1号 
岡山ショールーム※1 所在地 〒700-0977  岡山県岡山市北区問屋町21-103 
代表者名： 代表取締役 大久保 陽平 
 
本社 電話番号： 086-465-3322  
    FAX番号： 086-465-3346  
    E-mailアドレス： info@kuramoku.com 
    ホームページ：http://www.kuramoku.com 
 
住宅事業部 電話番号： 086-465-7700 
         FAX番号： 086-465-7709 
         E-mailアドレス： kuramoku@kuramoku.com  
 
創業： 明治40年（1907年） 
法人設立： 昭和22年9月5日 （1947年）  
資本金： 3,000万円  
従業員数： 56名（正社員47名・パート等9名） 
※2019年3月18日現在  
 
建設業許可： 岡山県知事許可（特-26）第3865号  
一級建築士事務所： 岡山県知事登録第1986号  
宅地建物取引業： 岡山県知事（12）第1392号 
 
事業規模 ：77期 売上 20億1,900万円（内部取引相殺済） 

① 組織の概要  /  ② 対象範囲 
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岡山ショールーム「暮らしらぼ岡山店」 

住宅施工例 

《 組織の概要 》 

《 対象範囲 》 

□ 審査対象事業所：「倉敷木材株式会社本社及び関連事業所（岡山ショールーム※2）」 
               ※1, ※2 岡山ショールームは2019年3月17日をもって廃止 

 
□ エコアクション認証・登録の対象活動範囲：「木材・建材の販売、住宅建築、家具の製作・販売」 

http://www.kuramoku.com/index.html
mailto:info@kuramoku.com<


《 会長メッセージ 》 
 

古来より森を守り、木を育て、木の家で木と共に暮らしてきた日本人。まさに日本の文化は木を大切にする文化だとも言え
ます。 
森の中で突然出会った大木に思わず手を合わせる。ふるさとの鎮守の杜でほっと心が休まるひと時を持つ。  
杉の障子に朝日が差し、部屋の中だけでなく心までもが温かい気持ちになったこと、ありますよね。 
ほんとうに、木の力とは自然の力。そして私たちの生活とはその自然の力をいただくことだと思います。 
 
クラモクは明治40年の創業以来、このように私たちの生活とは切っても切れない関係にある「木」を 
扱ってきました。適切に管理された森林から得られる木材を利用すれば、時間を経て森林は再生し、 
次の世代も再び森から恵みを利用できるのです。再生可能な資源である木を扱うことを職としている 
こと自体、私たちには大変有難いことであると感じています。  
エコアクション21の活動を通し、自社の業務に伴う環境負荷を低減させることはもちろん、 
クラモクがこれまで一世紀にわたって積み重ねてきた知識と経験を元に、木に関わる 
様々な事柄を皆様にお伝えし、ご提案することで、それぞれの木が持つ温もりや個性を 
感じてもらいたいと思います。そして一人でも多くの方に適切に木を利用していただくことで 
結果として地球の森を荒廃から守り、地球温暖化防止の役に立ちたいと考えています。     代表取締役会長 大久保 憲作 

 
 
《 社長メッセージ 》 
 

戦後の日本を形作ってきた社会のあり方が急速に変化する中、企業もその存在意義や価値観が厳しく問われています。 
こうした不安定な時代にあるからこそ、当社は木造住宅という皆様にとって心の拠り所となるべき存在を扱う企業として、 
環境性能や耐震性能といった住宅の基本性能の向上をベースに皆様との安定した信頼関係を築いていけるような 
企業にならなくてはならないと考えています。同時に、様々な事業活動に伴って生じる環境負荷を、出来るだけ低減させる 
ことが求められるのは言うまでもありません。 
市民社会の一員として、そうした企業としての社会的責任をより具体的な行動として実践するため、 

当社は2009年7月31日に初めてエコアクション21の認証を取得しました。以来、事業活動と 
環境活動の両立を目指し、全社的な取り組みを継続しています。 
 
加えて、今後本格的な人口減少社会・大介護時代を迎えるにあたり、社員の働き方の変革に 
率先して取り組んでいくことが当社の新たな社会的責任の一つであり、そうしてもたらされる 
生産性の向上が事業活動における環境負荷低減に資するとともに、結果として皆様へ 

ご提供するサービスの品質や持続可能性にも良い影響をもたらすと確信しています。     
                                                           代表取締役社長 大久保 陽平 

③ 環境経営理念 / 環境活動方針 / トップメッセージ 
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《 環境経営理念 》 
 

倉敷木材株式会社は、創業以来一世紀にわたって積み重ねてきた知識と経験を元に、再生可能な 
資源としての木と共にある暮らしを提案することを通して、持続可能な社会作りに貢献します。 
  
《 環境行動方針 》 
  

１．私達は、以下の環境方針に則り事業活動を行います。 
  １）環境負荷の少ない住宅資材販売及び住宅建築を推進します 
  ２）事業活動に伴う使用エネルギー及び廃棄物の削減に努めます 
  ３）環境保全のために森林や木材が果たしている役割について、地域にお知らせします 
２．私達は、環境関連の法律、規制、協定等を遵守するとともに、業務手順を整備して適正な処理を行います。 
３．私達は、環境活動レポートの公表及び地域の苦情・要望への対応によって、環境コミュニケーションの 
       推進を図ります。 
４． 私達は、全従業員を挙げて環境マネジメントシステムを推進し、継続的な環境改善に努めます。 

策定：2008年7月25日 

http://www.kuramoku.com/index.html


 ④ 環境目標及び実績（事業所及び建設現場） 
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《 第77期環境目標及び第75～77期の実績値（事業所及び建設現場）》 

※1 本社屋事務所・旧プレカット工場・加工センターの合計値 

※2 住宅部事務所・岡山SRの合計値 

※3 旧木材グループ・旧設備グループ・旧外装サッシグループの合計値 

※4 産業廃棄物の合計値 

※5 建設現場で使用するメチレンビス量 

※6 グリーン購入法適合商品（G商品）及びグリーン購入法適合商品以外のエコ商品（E商品）の合計値 

  項目 主部門 計算式及び単位 目標値 

75期（2015年7/26～） 76期（2016年7/26～） 77期（2017年7/26～） 

計算根拠 実績値 計算根拠 実績値 計算根拠 実績値 

1 
自らが施工・販売・提供する 

製品及びサービス 
（長期優良住宅の顧客アンケート回収率） 

住宅部 
アンケート回収数/ 

新築引渡棟数 
80% 
以上 

14/36 38.9% 6/17 35.3% 6/20 30.0% 

2 
自らが施工・販売・提供する 

製品及びサービス 
（「暮らしと木のフェア」の開催） 

全社 
年2回のイベント期間中の売上高/ 
イベント売上目標（年間300万円） 

100% 
以上 

(1791628+ 
1994222) 
/3000000 

126.2% 
(1659753+ 
1516167)/ 
3000000 

105.9% 
(1388839+ 
1184693)/ 
3000000 

85.8% 

3 
自らが施工・販売・提供する 

製品及びサービス 
（「ふるさと岡山の森を訪ねる旅」の開催） 

住宅部 
イベント参加者数/ 

参加者目標数（35名） 
100% 
以上 

32/35 91.4% 21/35 60.0% 台風により中止 - 

4 
温室効果ガス排出量 
（全社売上高あたり） 

注：使用排出係数 0.657（中国電力） 
全社 

全社温室効果ガス排出量(kg)/ 
全社売上高(百万円) 

注：部門間売上相殺無し 

130 
以下 

294382.54/2571 114.5  276446.6/2001 138.2  263799.64/2245 117.5  

5 
使用電力量 

（部門売上高あたり） 

木材部 
木材部使用電力量(kWh)(※1)/ 

木材部売上高(百万円) 
130 
以下 

210075/1474 142.5  209513/1251 167.5  209054/1317 158.7  

住宅部 
住宅部使用電力量(kWh)(※2)/ 
住宅部完成工事高(百万円) 

45 
以下 

35117/1008 34.8  32550/724 45.0  31369/900 34.9  

6 
ガソリン及び軽油使用量 

（部門売上高あたり） 

木材部 
木材部使用ガソリン・軽油量(L)(※3) 

×10/木材部売上高(百万円) 
120 
以下 

15927.73*10/ 
1474 

108.1  
14338.32*10/ 

1251 
114.6  

13749.42*10/ 
1317 

104.4  

住宅部 
住宅部使用ガソリン・軽油量(L) 

×10/住宅部完成工事高(百万円) 
170 
以下 

13902.56*10/ 
1008 

137.9  12237.16*10/724 169.0  10699.22*10/900 118.9  

配送 
配送部門使用ガソリン・軽油量(L) 

×10/全社売上高(百万円) 
※部門間売上相殺無し 

90 
以下 

18813.22*10/ 
2571 

73.2  
16593.47*10/ 

2001 
82.9  14875.3*10/2245 66.3  

7 
総排水量 

（全社売上高あたり） 
全社 

総排水量(㎥)×100/ 
全社売上高(百万円) 

※部門間売上相殺無し 

30 
以下 

1003*100/2571 39.0  778*100/2001 38.9  783*100/2245 34.9  

8 
廃棄物排出量 

（完成工事高あたり） 
住宅部 

産業廃棄物排出量(t)(※4)×100/ 
住宅部完成工事高(百万円) 

100 
以下 

837.92*100/1008 83.1  697.39*100/724 96.3  1325.68*100/900 147.3  

9 
化学物質排出量 

（完成工事高あたり） 
住宅部 

化学物質使用量(kg)(※5)×1000/ 
住宅部完成工事高(百万円) 

15 
以下 

17.52*1000/1008 17.4  7.1*1000/724 9.8  10.89*1000/900 12.1  

10 
物品購入に占めるグリーン購入の 

割合 
全社 

グリーン購入額(円)(※6)/ 
総物品購入額(円) 

50% 
以上 

412322/1050064 39.3% 
（28574+331901)/ 

777500 
46.4% 

(5210+311147)/ 
505864 

62.5% 

※環境目標の数値については、77期の原単位目標を78期以降も継続する。 

http://www.kuramoku.com/index.html


 ⑤ 環境目標の評価及び今後の方針（事業所及び建設現場） 
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《 第77期の環境目標の評価及び今後の方針(事業所及び建設現場） 》 

※1 本社屋事務所・旧プレカット工場・加工センターの合計値 

※2 住宅部事務所・岡山SRの合計値 

※3 旧木材グループ・旧設備グループ・旧外装サッシグループの合計値 

※4 産業廃棄物の合計値 

※5 建設現場で使用するメチレンビス量 

※6 グリーン購入法適合商品（G商品）及びグリーン購入法適合商品以外のエコ商品（E商品）の合計値 

  項目 主部門 計算式及び単位 
目標
値 

77期 第77期(2017年7/26～） 
実績値 環境目標の評価 今後の方針 

1 

自らが施工・販売・提供する 
製品及びサービス 

（長期優良住宅の顧客 
アンケート回収率） 

住宅部 
アンケート回収数/ 

新築引渡棟数 
80% 
以上 

30.0% 
80%以上の回収目標に対し、30%の回
収にとどまった。 

今後ともアンケートをお渡しするタイミングを少し遅らせ
たり、お声がけする際にはアンケート回答に対して薄謝
があることをお伝えして回収率の向上に努める。 

2 

自らが施工・販売・提供する 
製品及びサービス 

（「暮らしと木のフェア」の 
開催） 

全社 
年2回のイベント期間中の売上高/ 
イベント売上目標（年間300万円） 

100% 
以上 

85.8% 

売上目標を約14%下回った。原因とし
て、物品の販売だけでなく、社員が講
師を務めるセミナーに注力したことが
考えられる。 

イベント単体では売り上げ目標を下回ったが、今後もイ
ベント時に社員によるセミナー開催に力を入れることで、
イベント終了後の業績に良い影響があると考えている。 

3 

自らが施工・販売・提供する 
製品及びサービス 

（「ふるさと岡山の森を 
訪ねる旅」の開催） 

住宅部 
イベント参加者数/ 

参加者目標数（35名） 
100% 
以上 

- 台風のため、中止となった。 
今後は年一回の「森を訪ねる旅」に限らず、省エネ等に
関するセミナーを通年で開催し、地域の環境意識を高
めていく。 

4 

温室効果ガス排出量 
（全社売上高あたり） 

注：使用排出係数 0.657 
（中国電力） 

全社 
全社温室効果ガス排出量(kg)/ 

全社売上高(百万円) 
注：部門間売上相殺無し 

130 
以下 

117.5  
原単位目標130以下に対して117.5と
なり、目標を達成した。 

売上が回復する中でも、温室効果ガス排出量自体を削
減することが出来た。引き続き働き方改革を含めた生
産性向上に取り組む。 

5 
使用電力量 

（部門売上高あたり） 

木材部 
木材部使用電力量(kWh)(※1)/ 

木材部売上高(百万円) 
130 
以下 

158.7  
使用電力量は前年比で減少したもの
の、原単位目標130以下に対して
158.7となり、目標を達成しなかった。 

使用電力量は毎年減少傾向にある。売上も昨年より向
上したが、目標には届かなかった。引き続き働き方改
革を含めた生産性向上に取り組む。 

住宅部 
住宅部使用電力量(kWh)(※2)/ 
住宅部完成工事高(百万円) 

45 
以下 

34.9  
原単位目標45以下に対して34.9とな
り、目標を達成した。 

使用電力量は減少傾向にあるので、引き続き 
引き続き働き方改革を含めた生産性向上に取り組むと
ともに、省エネ性能の高い住宅の普及に努める。 

6 
ガソリン及び軽油使用量 

（部門売上高あたり） 

木材部 
木材部使用ガソリン・軽油量

(L)(※3) 
×10/木材部売上高(百万円) 

120 
以下 

104.4  
原単位目標120以下に対して104.4と
なり、目標を達成した。 

安全運転管理者及び総務担当者を中心に、引き続き
効率的な配達とエコドライブ及び安全運転に留意する。
2018年中に、スマートフォンによるGPS管理も試験導入
する。 

住宅部 
住宅部使用ガソリン・軽油量(L) 

×10/住宅部完成工事高(百万円) 
170 
以下 

118.9  
原単位目標170以下に対して118.9と
なり、目標を達成した。 

安全運転管理者及び総務担当者を中心に、引き続き
効率的な配達とエコドライブ及び安全運転に留意する。
協力業者とも安全大会や定例会を通して意識を共有す
る。 

配送 
配送部門使用ガソリン・軽油量(L) 

×10/全社売上高(百万円) 
※部門間売上相殺無し 

90 
以下 

66.3  
原単位目標90以下に対して66.3とな
り、目標を達成した。 

配送部門と営業部門との情報共有を進め、今後とも効
率的な配達を継続する。 

7 
総排水量 

（全社売上高あたり） 
全社 

総排水量(㎥)×100/ 
全社売上高(百万円) 

※部門間売上相殺無し 

30 
以下 

34.9  
目標原単位30以下に対して34.9とな
り、目標を達成しなかった。 

水道使用量は低位で安定している。引き続き節水に取
り組む。 

8 
廃棄物排出量 

（完成工事高あたり） 
住宅部 

産業廃棄物排出量(t)(※4)×100/ 
住宅部完成工事高(百万円) 

100 
以下 

147.3  

原単位目標100以下に対して147.3と
なり、目標を達成しなかった。原因と
して、火災現場の解体工事があり、ま
た新築に伴う解体工事が例年より多
かったことが考えられる。 

今後とも当社の加工センターの活用により、現場加工
において発生する木材廃棄物を減らす。また。暮らしと
木のフェアにおいて端材の再利用を推進する。 

9 
化学物質排出量 

（完成工事高あたり） 
住宅部 

化学物質使用量(kg)(※5)×1000/ 
住宅部完成工事高(百万円) 

15 
以下 

12.1  
原単位目標15以下に対して12.1とな
り、目標を達成した。 

今後も協力業者との定例会にて、現場における環境負
荷低減に向けた話し合いを継続するとともに、一物件
あたりの適切な受注高確保に留意する。 

1
0 

物品購入に占めるグリーン
購入の割合 

全社 
グリーン購入額(円)(※6)/ 

総物品購入額(円) 
50% 
以上 

62.5% 
目標値50%以上に対して、62.5%となり、
目標を達成した。 

グリーン購入の比率は向上している。今後もやむをえ
ない場合を除き、環境に配慮した商品の注文を優先さ
せることを改めて事務部門に徹底する。 

※環境目標の数値については、77期の原単位目標を78期以降も継続する。 
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分 類 取組項目・施内容 担当部署 担当者 

自らが施工・販売・提供 

する 製品及びサービス  

顧客アンケートの内容や手法を工夫し、国産材を使

用した長期優良住宅を建築した施主のアンケートを

より多く回収する 

アーキテクツ 

グループ 

住宅営業スタッフ 

（神﨑） 

省エネルギー 電力使用量削減 節電表示の作成、確認 
EA21推進G 

環境管理責任者 

（中村） 

エアコン設定温度の確認 

（夏季目標28℃・冬期目

標22℃） 

EA21推進G 

EA21推進者 

（中村他5名が各部門を 

担当） 

残業低減策の実施 総務人事G 総務責任者（中村） 

ガソリン・軽油の使用量

削減 

効率的な配達の実施 
木建営業G 

配送責任者（田頭） 

水道使用量削減 節水表示の作成、確認 
EA21推進G 

環境管理責任者 

（中村） 

廃棄物の削減 

分別・適正処理状況確認 EA21推進G 

EA21推進者 

（中村他5名が各部門を担

当） 

各種廃棄物のリサイクル化による有効利用率向上 

（木材・ビニール類・紙類・段ボール等） 
EA21推進G 

EA21推進者 

（中村他5名が各部門を担

当） 

グリーン購入 グリーン購入適合商品の購入 総務人事G CSチームスタッフ（原） 

地域への環境普及活動 
暮らしと木のフェアの開催（2回／年） 

フェア 

実行委員会 
フェア実行委員長 

岡山の森を訪ねる会の開催（1回／年） 旅事務局 訪ねる旅リーダー 

法令遵守 ダイオキシン類対策特別

処置法 

焼却炉  排ガス・焼却

灰・煤塵中 

ダイオキシンの測定 

加工センター 
加工センター責任者 

（小野） 

フロン排出抑制法 業務用空調機の確認 
営業戦略G 

営業戦略Gリーダー 

（川上） 

従業員教育 環境方針の確認（営業方針発表会時及び朝礼ごとに

行う） 

及び新入社員教育 

EA21推進G 

環境管理責任者 

（中村） 
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《 第77期 環境活動計画の取組結果とその評価（事業所及び建設現場） 》 
 
 

《 第78期の主な取組内容 》 
従業員教育においてSDGｓに関する理解を深める。77期に引き続き、省エネルギー住宅に関する知見を消費者と共有

する活動に力点を置く。特に当社の強みである高性能住宅「パッシブハウス」に関連したセミナーを定期的に自社や
施工現場で開催し、木造住宅の省エネルギー化を推進するとともに、高付加価値住宅の受注増加を目指す。 

分 類 取組項目・施内容 実施状況の確認 評価結果 

自らが施工・販売・ 

提供する 製品及び 

サービス  

顧客アンケートの内容や手法を工夫し、国産材を使

用した長期優良住宅を建築した施主のアンケートを

より多く回収する 

予定通り新築物件

の引き渡し時に実

行した 

80%以上の回収目標に対し、30%の回収にとどまった。 

今後ともアンケートをお渡しするタイミングを少し遅らせたり、お

声がけする際にはアンケート回答に対して薄謝があることをお伝え

して回収に努める。目標の設定自体の変更も検討する。 

省エネルギー 電力使用量削減 節電表示の作成、確認 

予定通り実行した 

取組の結果、電力使用量は前期比で減少した。売上が回復する中で

も、温室効果ガス排出量自体を削減することが出来た。引き続き働

き方改革を含めた生産性向上に取り組む。 

エアコン設定温度の確認 

（夏季目標28℃・冬期目

標22℃） 

予定通り実行した 
事務所内の状況により設定温度は変化したが、取り組みの結果 

前期比で電力使用量は減少した。 

残業低減策の実施 予定通り実行した 有給休暇計画付与等により、前期比で有休取得率が向上した。 

ガソリン・軽油の使用量

削減 

効率的な配達の実施 

予定通り実行した 

取組の結果、ガソリン・軽油の使用量は前期比で減少した。 

安全運転管理者及び総務担当者を中心に、引き続き効率的な配達と

エコドライブ及び安全運転に留意する。2018年中に、スマート

フォンによるGPS管理も試験導入する。 

水道使用量削減 節水表示の作成、確認 予定通り実行した 水道使用量は前期比でわずかに増加したが、低位で安定している。 

廃棄物の削減 分別・適正処理状況確認 予定通り実行した 特に問題は確認されていなかった 

各種廃棄物のリサイクル化による有効利用率向上 予定通り実行した 暮らしと木のフェアを年に2回開催し端材の再利用を推進した 

グリーン購入 グリーン購入適合商品の購入 予定通り実行した 取組の結果、購買に占める対象商品の比率が前期比で向上した 

地域への環境普及活動 

暮らしと木のフェアの開催（2回／年） 

2017 年 11 月 及 び

2018年 4月に開催

した 

2回とも成功裏に終えることが出来た 

岡山の森を訪ねる会の開催（1回／年） 2017年9月に実施予

定であったが、 

台風により中止と

なった 

今後は年一回の「森を訪ねる旅」に限らず、省エネ等に関するセミ

ナーを通年で開催し、地域の環境意識を高めていく。 

法令順守 ダイオキシン類対策特別

処置法 

焼却炉  排ガス・焼却

灰・煤塵中 

ダイオキシンの測定 

2018年2月に実施し

た 測定値に問題は確認されなかった。 

フロン排出抑制法 業務用空調機の確認 2017年10月、2018

年1月、4月、7月に 

実施した 

特に問題は確認されていなかった。 

従業員教育 環境方針の確認（営業方針発表会時及び朝礼ごとに

行う） 

及び新入社員教育 

朝礼毎に実施した。

新入社員教育は該

当者がいないため

実施しなかった 

毎週の朝礼における環境スローガンの唱和は定着している 
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分 類 取組項目・施内容 担当部署 担当者 

自らが施工・販売・提供 

する 製品及びサービス  

顧客アンケートの内容や手法を工夫し、国産材を使

用した長期優良住宅を建築した施主のアンケートを

より多く回収する 

アーキテクツ 

グループ 
住宅営業スタッフ（神﨑） 

省エネルギー 電力使用量削減 節電表示の作成、確認 EA21推進G 環境管理責任者（中村） 

エアコン設定温度の確認 

（夏季目標28℃・冬期目

標22℃） 
EA21推進G 

EA21推進者（中村他5名が 

各部門を担当） 

残業低減策の実施 総務人事G 総務責任者（中村） 

ガソリン・軽油の使用量

削減 

効率的な配達の実施 

木建営業G 

配送責任者（田頭） 

水道使用量削減 節水表示の作成、確認 EA21推進G 環境管理責任者（中村） 

廃棄物の削減 

分別・適正処理状況確認 EA21推進G 
EA21推進者（中村他5名が 

各部門を担当） 

各種廃棄物のリサイクル化による有効利用率向上 

（木材・ビニール類・紙類・段ボール等） 
EA21推進G 

EA21推進者（中村他5名が 

各部門を担当） 

グリーン購入 グリーン購入適合商品の購入 総務人事G CSチームスタッフ（原） 

地域への環境普及活動 

暮らしと木のフェアの開催（2回／年） 
フェア 

実行委員会 
フェア実行委員長 

岡山の森を訪ねる会の開催（1回／年） 旅事務局 訪ねる旅リーダー 

法令遵守 ダイオキシン類対策特別

処置法 

焼却炉  排ガス・焼却

灰・煤塵中 

ダイオキシンの測定 
加工センター 

加工センター責任者 

（木村） 

フロン排出抑制法 業務用空調機の確認 営業戦略G 営業戦略Gリーダー（川上） 

従業員教育 環境方針の確認（営業方針発表会時及び朝礼ごとに

行う） 

及び新入社員教育 
EA21推進G 

環境管理責任者 

（中村） 

※環境目標の数値については、77期の原単位目標を78期以降も継続する。 
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《 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果 》 

《 環境関連法規への違反、訴訟等の有無 》 
 
当社の事業活動において、現在の所法規制に対する違反はありません。 
当社の事業活動に関連する訴訟はありません。（2019年3月20日現在）。 

評価の結果 
上記の通り、環境関連法規の順守状況に関して問題は発生しなかった。 
 
注※①備前県民局2018年6月6日、岡山市6月5日、備中県民局6月5日、倉敷市6月5日提出・受付済
  
 

法 律 

チェック内容 

担当者 

第77期 チェック結果（期間：2017年8月～2018年7月） 

項目 法定基準値 時期 
8 

月 

9 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

1 

月 

2 

月 

3 

月 

4 

月 

5 

月 

6 

月 

７ 

月 

廃棄物の処理 

及び清掃に 

関する法律 

マニフェスト 

交付の確認 交付時 

総務人事G 

EA21 

推進者 

（中村） 

適
正 

適
正 

適
正 

適
正 

適
正 

適
正 

適
正 

適
正 

適
正 

適正 適正 適正 

自治体への 

提出確認 
6月 

提出
済 

※① 

廃棄物処理契約 有効性確認 随時 

法令の最新版施行日：2017年(H29)年4月1日 

確認日：2019年3月11日 

ダイオキシン
類対策特別措

置法 

排ガス中ダイオ
キシン類の値 

10 
ng-TEQ/㎥N未

満 

1月 

～2月 

加工場 

EA21 

推進者 

（小野） 

基
準
値
以
下 

ばいじん中ダイ
オキシン類の値 

（焼却灰・ 

集塵灰） 

3 
ng-TEQ/g未満 

1月 

～2月 
基
準
値
以
下 法令の最新版施行日：2017年(H29)年4月1日 

確認日：2019年3月11日 

フロン排出 

抑制法 

業務用空調機 

の確認 
- 

3か月に一
度 

営業戦略G 

（川上） 

問
題
無
し 

問
題
無
し 

問
題
無
し 

問 

題 

無 

し 
法令の最新版施行日：2017年(H29)年4月1日 

確認日：2019年3月11日 

http://www.kuramoku.com/index.html


⑩ 代表者による全体評価と見直しの結果 

11 

《 代表者による全体評価と見直しの結果 》 
  
☑ 定期見直し（事業年度終了後の環境活動レポート作成時） 
□ 臨時見直し（EA21審査受審前） 
  
１．日 時  2018年12月3日／ 2019年3月15日追記 
  
２．内 容  当社第77期におけるエコアクション21活動について評価を行った。 
  
３．評価結果 
  
 第77期は前期と比較して全社的に売上が回復基調となった。その一方、温室効果ガス排出量、電力、紙、ガ

ソリン・軽油、ガス使用量等の環境負荷の絶対値は総じて減少した。結果として、売上高あたりの環境負荷でみ
た原単位目標については、これまで例年より多くの項目で達成することができた。なお廃棄物については、住宅
事業部において過去に施工した物件に火災が発生して、その現場の解体工事を受注したこと等も影響し、廃棄
物の総量は増加した。しかし全体としてみれば、売上高に対する各環境負荷は低減傾向にあり、近年注力して
いる生産性向上が実を結びつつあると言え、この点を高く評価している。また、毎月開催している4S/EA委員会
の活動も業務の改善、効率化、省エネに寄与していると評価している。 
  
４．見直し内容と今後の対応 
  

 当社は木材という自然素材の販売や、環境性能の高い木造住宅の建築を主力事業としている。従って、今後
も本業を通じてより良い地域環境を作っていくことが、当社の社会的責任であり、国連のSDGs達成にも繋がると

考えている。そのため、従来から開催している「暮らしと木のフェア」に加え、環境性能の高い住宅についてのセ
ミナーを定期的に開催し、地域に必要な情報をお知らせしていく。 
  
５．代表者自身の行動について 
  

 地域においてより本質的な社会的責任を果たすため、当社では環境活動と働き方改革を両立して考えている。
第77期（2017年7月26日～2018年7月25日）における、当社代表者による主な関連行動は以下の通りである。 
  ・2017年8月26日 連合岡山主催「2017地域フォーラム」パネルディスカッションにパネリストとして登壇 
  ・2017年9月6日 岡山県主催「県働き方改革推進会議」にて県知事や県内各団体の代表に対して事例発表 
  ・2017年12月 岡山県中小企業団体中央会発行「岡山の働き方デザインブック」にてインタビュー掲載 
  ・2018年3月 岡山県発行「働きやすい職場づくり取組事例集2017」にて事例報告掲載 
  ・2018年6月7日 「エコアクション21導入セミナー」にて事例報告 
   
  ※2019年3月15日追記 
  以下は第78期にあたる活動であるが、環境活動レポート改定時期までの活動を記載する。 
  ・2018年9月27日 岡山労働局より「くるみんマーク」認定を取得 
  ・2018年11月13日 岡山労働局長によるベストプラクティス企業訪問を受ける 
  ・2019年1月 岡山県発行「岡山の男性の働き方改革」にて事例掲載 
  ・2019年2月20日 内閣府政府広報「働き方改革」特集にて当社の事例掲載  
  ・2019年2月21日 平成30年度「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞を受賞 
  ・2019年2月22日 岡山労働局より「おかやま働き方改革パイオニア企業」の表彰を受ける、 
              同日働き方改革関連法案シンポジウムに登壇して事例発表 
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《 当社の事業及び企業行動とSDGsとの関連 》 
  

生産性の向上 
同一労働同一賃金 

長期優良住宅の建築 
リフォーム 
CSR活動 

地域材の活用 
木の家具の製作 
木材加工 

エコアクション21 
パッシブハウス 

暮らしと木のフェア 
の開催 
国際インターン 
シップへの取り組み 

合法木材の利用 
省エネ建材 

太陽光発電 
蓄電池 
ペレットストーブ 

ESD（持続可能な 
開発のための教育） 
の推進 

長時間労働削減 
法令遵守 

多様性の推進 
働き方改革 
公正さの追求 

当社は、自社の事業や企業行動が国連の持続可能な 
開発目標（SDGs）と以下のように関連していると 
考えています。 
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《 連絡先 》 
 
環境管理責任者 
総務人事グループリーダー 中村 圭志 
 
EA21活動事務局 
取締役 大久保 絵美 

〒710-8581 
岡山県倉敷市中島1000番地1号 
電話番号： 086-465-3322 （総務部） 
FAX番号： 086-465-3346  
E-mailアドレス： soumu@kuramoku.com 

《 参考資料（活動紹介） 》 

2018年6月7日 環境省等主催「エコアクション21導入セミナー」（岡山会場）にて事例報告を行いました。 

http://www.kuramoku.com/index.html
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 2019年2月21日、仕事と育児が両立できる環境の整備や地域における子育て支援等に積極的に取り組んでい
る「おかやま子育て応援宣言企業」のうち、他の模範となる優れた成果を上げている企業として、伊原木 隆太 岡
山県知事から知事賞が贈呈されました。 

2019年2月22日、おかやま働き方改革会議（事務局：岡山労働局）より、「働き方改革関連法」の円滑な施行
を促進している企業として「岡山働き方改革パイオニア企業」の表彰を受けました。 
 
※岡山働き方改革パイオニア企業とは・・・ 

働き方に関する優れた取り組みを行う岡山県の企業を、「働きやすいおかやまの企業」として、おかやま働
き方改革会議が表彰するものです。 

所定外労働時間の削減、年次有給休暇の計画的な取得推進、女性や若者など多様な人材の活躍推進な
どの働き方改革について取組を実行し、成果をあげており、かつ、所定時間外労働や、年次有給休暇の取
得率などの状況が基準を満たす企業が対象となります。2018年度創設、2020年度終了予定。 

地域においてより本質的な社会的責任を果たすため、当社では環境活動と働き方改革を両立して考えています。 

《 参考資料（活動紹介） 》 

①「岡山働き方改革パイオニア企業」表彰を受けました 

②「おかやま子育て応援宣言企業」岡山県知事賞を受賞しました 

http://www.kuramoku.com/index.html

