
取り組みテーマと内容 目標 実績
2018年度 2018年度

廃棄物等の処理内訳構成比

最終埋立処分

8%

有価物

10%

再資源化

90%

単純焼却

2%

サーマル
利用

25%
（エネルギーとして再利用）

マテリアル
利用

55%
（原料として再利用）

廃棄物等
発生量
48.6千t

廃棄物の再資源化

大建工業グループでは、循環型社会の実現を目指し、製
造工程より発生した不良品等を製品原料として再利用
し、製品材料として使えないものは燃料としてサーマル利
用するなど、廃棄物等の再資源化に取り組んでいます。
これらの取り組みにより、2018年度の廃棄物等発生量は
48.6千tで、再資源化率は90％となりました。今後も再資
源化率のさらなる向上に取り組んでいきます。

（注） 再資源化率＝再資源化量÷廃棄物等総発生量×100（%）
 再資源化量＝有価物量+マテリアル利用量+サーマル利用量

20182014 2015 2016 2017 （年度）
バイオマス LNG 電力 重油

国内生産拠点における使用エネルギー割合の推移
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地球温暖化防止への取り組み

これまで大建工業グループでは、温室効果ガスの排出
量削減を図るための取り組みとして、重油などの化石
燃料から建築廃材由来の木材チップを燃料とするバイ
オマスエネルギーへの燃料転換を進めてきました。
2016年7月に当社最大規模の岡山工場でバイオマスボ
イラーを増設し、安定して稼働させたことにより、
2018年度は国内生産拠点で使用する全エネルギーに占
めるバイオマスエネルギーの割合が50％にまで高まっ
ています。これらの取り組みにより、2013年度比で温
室効果ガスの排出量を23％削減することができました。

「廃棄物管理基礎セミナー」の様子

大建工業グループでは、環境コンプライアンス、リス
ク管理強化の観点から廃棄物管理を法令違反なく適正
に行うため、外部講師を招いた「廃棄物管理基礎セミ
ナー」を定期的に開催しています。2018年度は各部門
の廃棄物管理担当者、計92名が受講。また、担当者に
限らず、入社5年目までの社員を対象に、廃棄物処理法
に関するeラーニング形式の研修を毎年継続的に実施し
ています。今後も適正な廃棄物管理の定着を図ってい
きます。

環境教育の実施
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製品の
環境配慮

環境配慮製品の拡充・拡販を
通じて、中計最終年度（2018年度）
の売上目標達成に寄与する。

環境負荷低減に貢献する
環境配慮製品の開発

新製品発売品目 5アイテム/年 8アイテム

低炭素社会
実現への貢献

木材利用による炭素固定化を
促進する。

木質再生ボード供給に
よる固定化

炭素固定化量（CO2換算） 
800,000t-CO2/年 998,000t-CO2/年

（内訳）
MDF： 859,000t-CO2/年
IB： 139,000t-CO2/年

エネルギー起源CO2※排出量を
削減する。
※燃料の燃焼、他者から供給された電気
　又は熱の使用に伴い排出されるCO2

国内生産拠点での
排出削減

排出原単位 62.5（t-CO2/億円）以下
（電気使用のCO2排出係数は、2013年度に固定）

55.0（t-CO2/億円）
（電気使用のCO2排出係数
は、2013年度に固定）

省エネ設備導入、
設備の効率化運転等に
よる省エネ推進

総排出量 110,000t-CO2以下/年
（電気使用のCO2排出係数は、2013年度に固定）

100,600t-CO2

（電気使用のCO2排出係数
は、2013年度に固定）

物流・輸送部門での
排出削減
（モーダルシフト化率の 
向上、積載率の向上）

エネルギー使用原単位
44.7kl/百万トンキロ以下
（年平均1％以上削減）

50.2kl/百万トンキロ

営業・事務部門の
排出削減
（節電対策の徹底）

CO2排出量 1,500t-CO2以下 1,760t-CO2

資源循環型
社会実現への
貢献

3R※を推進し、最終処分量を
削減する。
※発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、
　再生利用（Recycle）

廃棄物のリサイクル利用、
有価物化推進

最終処分率（社外埋め立て比率） 5%以下 7.6%

木材のカスケード利用を
推進する。

建築廃材のマテリアル
リサイクル利用

古材比率：90％ 90%

木質バイオマス
エネルギーの
利用（自社消費）

木質バイオマスエネルギー投入量
1,350×1012J
燃料チップ使用量
95千t/年

1,440×1012J

100千t/年

重油・LNG等から
バイオマスへの
燃料転換の推進

重油削減量（発熱量換算） 35千kl/年 37千kl/年

生物多様性
への配慮

生物多様性に配慮した木材調達を
推進する。

認証材､国産木材、植林
木、再生ボード等の使用
比率の向上

非認証の天然木合板の使用比率 15％以下 11.3%

サプライチェーンとの連携を
強化する。

サプライチェーンへの
グリーン調達の浸透と
適正管理

適用会社のカバー率（同意書入手率）
100% 99%

環境リスク
マネジメントの

強化

環境リスクを特定し、未然防止と
リスク最小化に取り組む。

環境マネジメントシステム
の運用・継続的改善

環境事故・違反 0件 0件

環境教育の実施 産業廃棄物講習会の実施
年次別eラーニングの実施

実施完了

化学物質規制への対応力を
高める。

化学物質適正管理に 
向けた仕組みの構築・
運用（管理システムの
導入も検討）

仕組み（システム）の運用 管理システムを導入
し、新システムで運
用中。

取り組みテーマと内容 目標 実績
2018年度 2018年度

環境

E

E

第五次中期環境計画（2016～ 2018年度）に基づく取り組み
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地域連携による木材総合利用の展開イメージ地域と連携した木材総合利用により
素材事業の新たな可能性を追求

特集

当社は1945年に木材加工業を祖業として創業し、1958年からは、主力の岡山工場で木材を貴重な資源として余すこ
となく使用するため、製材端材などの木材チップを有効活用した木質繊維板「インシュレーションボード」を製造していま
す。その後もマレーシア、ニュージーランドの海外工場で「MDF」を展開するなど、木質資源を原材料として利用する素
材事業を中核に据え、事業活動を展開しています。
また、2015年の創立70周年を機に、10年後の2025年にありたい姿を描いた長期ビジョン「GP25」において、「限り
ある資源の有効活用を通じてサステイナブルな社会の実現に貢献する」を存在意義・志の一つに掲げ、特に国策で求め
られている国産木材の活用を積極的に推進するとともに、素材事業の拡大に向けた木材の総合利用による新たな用途展
開に向けた可能性を追求しています。
これらの取り組みの一つとして、2016年11月、豊富な森林資源を活かした林業・木材加工業に積極的に取り組む鳥取
県日南町、日南町森林組合、地元LVLメーカーの株式会社オロチとの間で、「日南町『木材総合カスケード利用』事業化
検討プロジェクト」を設立しました。本プロジェクトにおける第一弾の事業化案件として、土壌改良材「DWファイバー」を
開発し、2017年5月より提案を開始しています。さらに2019年3月には、第二弾の事業化案件として、LVL用単板加工
会社「日南大建株式会社」を設立し、新たな展開を開始しました。

地域の貴重な木質資源が新たな発想・技術・パートナーシップにより、
さまざまなシーンで価値を生み出していきます。

土壌改良材「DWファイバー」は、日南町森林組合が切り出した木材を用いて、株式会社オロチがLVLを製造する際に発生する端
材（木材チップ）を解繊処理し、植物の生育促進効果のあるフルボ酸を添加した土壌改良材です。土壌の緑化をはじめ、農作物の
生育促進や、土砂崩れ後の斜面の緑化、津波で塩害を受けた地域の防潮林の再生などの災害復興にも貢献しています。

2017年5月 土壌改良材「DWファイバー」を開発、提案開始

地域資源を活用した林産業の
活性化により、地域経済の振
興と雇用創出に貢献

地域振興

木材に新たな価値を付与した
製品を開発することで、国産
木材の活用を促進

DW ファイバーが土壌の団粒
化を促進し、根の成長を助け
ることで、農作物の成長を
促進

農作物の生育促進

国産木材の活用促進

DWファイバーの優れた保水
性・透水性により、植物の生
育環境を改善し、緑化を促進

緑化の促進

DWファイバーの土壌緩衝作
用により、土壌を植物の生育
に適した環境へと移行させ、
塩類バランスを改善

災害復興

森林組合による運営・管理

●伐採～植林技術開発
および人材育成

●用途開発
●高付加価値商品開発

木材総合カスケード利用事業基地

（株）オロチ

人口増加

木質繊維工場 チップ製造工場 ボイラー

再生可能
エネルギーの活用

A・B材 C・D材

研究施設

伐採  植林

「日南大建株式会社」では、日南町に工場を新設し、株式会社オロ
チが製造する LVL の前工程として、LVL に使用する単板に防腐・
防蟻加工を施す事業がスタートします。将来的には不燃 LVL や不燃
木材に関する設備の導入を検討し、さらなる用途展開と素材事業の
拡大を図ります。これらの事業展開により、地域との連携を強化し、
地域産業の活性化にも貢献していきます。

2019年3月 LVL用単板加工会社「日南大建株式会社」設立

DWファイバーによる緑化事例 土壌改良材「DWファイバー」

設立に係る協定書調印式の様子（右から二人目が社長の億田）

森林資源の適切な管理・運営に
より、健全な森林育成がなされ、
生態系保全などに貢献

森林保全

約半年後

第一弾

第二弾

製材時の端材等をバイオマス
ボイラーの燃料として利用
し、資源を余すことなく有効
に活用

E
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地域連携による木材総合利用の展開イメージ地域と連携した木材総合利用により
素材事業の新たな可能性を追求

特集

当社は1945年に木材加工業を祖業として創業し、1958年からは、主力の岡山工場で木材を貴重な資源として余すこ
となく使用するため、製材端材などの木材チップを有効活用した木質繊維板「インシュレーションボード」を製造していま
す。その後もマレーシア、ニュージーランドの海外工場で「MDF」を展開するなど、木質資源を原材料として利用する素
材事業を中核に据え、事業活動を展開しています。
また、2015年の創立70周年を機に、10年後の2025年にありたい姿を描いた長期ビジョン「GP25」において、「限り
ある資源の有効活用を通じてサステイナブルな社会の実現に貢献する」を存在意義・志の一つに掲げ、特に国策で求め
られている国産木材の活用を積極的に推進するとともに、素材事業の拡大に向けた木材の総合利用による新たな用途展
開に向けた可能性を追求しています。
これらの取り組みの一つとして、2016年11月、豊富な森林資源を活かした林業・木材加工業に積極的に取り組む鳥取
県日南町、日南町森林組合、地元LVLメーカーの株式会社オロチとの間で、「日南町『木材総合カスケード利用』事業化
検討プロジェクト」を設立しました。本プロジェクトにおける第一弾の事業化案件として、土壌改良材「DWファイバー」を
開発し、2017年5月より提案を開始しています。さらに2019年3月には、第二弾の事業化案件として、LVL用単板加工
会社「日南大建株式会社」を設立し、新たな展開を開始しました。

地域の貴重な木質資源が新たな発想・技術・パートナーシップにより、
さまざまなシーンで価値を生み出していきます。

土壌改良材「DWファイバー」は、日南町森林組合が切り出した木材を用いて、株式会社オロチがLVLを製造する際に発生する端
材（木材チップ）を解繊処理し、植物の生育促進効果のあるフルボ酸を添加した土壌改良材です。土壌の緑化をはじめ、農作物の
生育促進や、土砂崩れ後の斜面の緑化、津波で塩害を受けた地域の防潮林の再生などの災害復興にも貢献しています。

2017年5月 土壌改良材「DWファイバー」を開発、提案開始

地域資源を活用した林産業の
活性化により、地域経済の振
興と雇用創出に貢献

地域振興

木材に新たな価値を付与した
製品を開発することで、国産
木材の活用を促進

DW ファイバーが土壌の団粒
化を促進し、根の成長を助け
ることで、農作物の成長を
促進

農作物の生育促進

国産木材の活用促進

DWファイバーの優れた保水
性・透水性により、植物の生
育環境を改善し、緑化を促進

緑化の促進

DWファイバーの土壌緩衝作
用により、土壌を植物の生育
に適した環境へと移行させ、
塩類バランスを改善

災害復興

森林組合による運営・管理

●伐採～植林技術開発
および人材育成

●用途開発
●高付加価値商品開発

木材総合カスケード利用事業基地

（株）オロチ

人口増加

木質繊維工場 チップ製造工場 ボイラー

再生可能
エネルギーの活用

A・B材 C・D材

研究施設

伐採  植林

「日南大建株式会社」では、日南町に工場を新設し、株式会社オロ
チが製造する LVL の前工程として、LVL に使用する単板に防腐・
防蟻加工を施す事業がスタートします。将来的には不燃 LVL や不燃
木材に関する設備の導入を検討し、さらなる用途展開と素材事業の
拡大を図ります。これらの事業展開により、地域との連携を強化し、
地域産業の活性化にも貢献していきます。

2019年3月 LVL用単板加工会社「日南大建株式会社」設立

DWファイバーによる緑化事例 土壌改良材「DWファイバー」

設立に係る協定書調印式の様子（右から二人目が社長の億田）

森林資源の適切な管理・運営に
より、健全な森林育成がなされ、
生態系保全などに貢献

森林保全

約半年後

第一弾

第二弾

製材時の端材等をバイオマス
ボイラーの燃料として利用
し、資源を余すことなく有効
に活用
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