
森林組合による運営・管理

（株）オロチ 木質繊維工場 チップ製造工場 ボイラー

A・B材 C・D材

伐採  植林

大建工業グループでは、循環型社会の実現を目指し、製造
工程で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。2019年度に
は、高萩工場において、廃棄物のマテリアル利用の取り組み
を推進したことにより、廃棄物等発生量は昨年から2.2%削
減し、47.5千t、再資源化率は92.8％と、前年度と比較して
+0.4pt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。

大建工業グループでは、環境マネジメントに関する基本的な考え方
に基づき、ISO9001に準拠した品質マネジメントシステムと
ISO14001に準拠した環境マネジメントシステムを統合したマネ

ジメントシステムを運用す
るとともに、海外の生産拠
点 に お い て も 個 別 に
ISO14001認証を取得し、
グループ全体で環境パ
フォーマンス改善に取り組
んでいます。また、ISOの仕
組みを効果的に運用できる

廃棄物等の処理内訳構成比

ISO14001取得状況（2019年3月末時点）
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（1）国内全事業所に占める取得事業所の割合
（連結従業員数ベースで、94.8％）

9社36事業所・工場

5社5事業所・工場
（2）海外全事業所に占める取得事業所の割合
（連結従業員数ベースで、85.0%）

当社は、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の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、地域と連携した木質資源の有効活用に向けた新たな展開を開始しています。

2017年5月から提案を開始した土壌改良材「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、塩害を受けた防潮林の再生などの災害復興にも貢献しています。

2019年3月に設立した「日南大建株式会社」では、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を行う予定です。

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。

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

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

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

●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

研究施設

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

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

森林保全

緑化の促進

農作物の生育促進

再生可能
エネルギーの活用

国産木材の活用促進 災害復興 地域振興
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

社長

執行常務会

QEMS管理責任者

CSR委員会

各部門QEMS管理責任者

環境管理主管部門（経営企画部）

各関係会社QEMS管理責任者

QEMS内部監査チーム

約半年後

よう、年に1度内部監査を実施し、改善策を共有するなど、PDCAを
継続して回すことで、全社の環境リスクマネジメントのレベルアッ
プを図っています。

Topics

土壌改良材「DWファイバー」を開発、提案開始

LVL用単板加工会社「日南大建株式会社」設立

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

※DWファイバーは、国土交通省の新技術情報提供システム（NETIS）に登録されています。登録番号：KT-170110-A

DWファイバーによる緑化事例 土壌改良材「DWファイバー」

廃棄物の再資源化

環境リスクマネジメントの強化

推進体制

環境E

大建工業グループでは、「DAIKENグループ環境方針」の実現に向け、中期ESG計画を策定するとともに、環境マネジメントシ
ステム（EMS）を改善しながらグループ全体で環境活動のレベルアップを図っています。 また、品質マネジメントシステム

（QMS）と一体で効率的に運用するため、品質・環境マネジメントシステム（QEMS）として活動を推進・展開しています。

基本的な考え方

環境マネジメント推進体制

環境リスクマネジメント強化

廃棄物の再資源化

環境マネジメント

大建工業グループでは、環境マネジメントに関する基本的な考え方に基づき、ISO9001に準拠した
品質マネジメントシステムとISO14001に準拠した環境マネジメントシステムを統合したマネジメ
ントシステムを運用するとともに、海外の生産拠点においても個別にISO14001認証を取得し、グ
ループ全体で環境パフォーマンス改善に取り組んでいます。また、ISOの仕組みを効果的に運用で
きるよう、外部機関による定期審査に加え、毎年内部監査を実施し、課題抽出と改善対応を行うな
ど、PDCAを継続して回すことで、全社の環境リスクマネジメントのレベルアップを図っています。

大建工業グループでは、循環型社会の実現を目指し、製造
工程で発生した不良品等を可能な限り製品原料として再利
用し、製品材料として使えない場合でも、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。
2019年度は、バイオマスボイラーの安定稼働によるサーマ
ル利用の促進に加え、高萩工場において、廃棄物のマテリア
ル利用率を高める取り組みを推進したことにより、廃棄物の
再資源化率は91％となり、最終埋立処分量の削減につなが
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。　

ISO14001認証取得状況（2020年3月末時点）

（1）国内全事業所に占める取得事業所の割合：90.6％（連結従業員数ベース） 9社37事業所・工場

5社5事業所・工場（2）海外全事業所に占める取得事業所の割合：61.4%（連結従業員数ベース）
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社長執行役員

QEMS管理責任者CSR委員会

QEMS内部監査チーム

各部門・グループ会社
QEMS管理責任者

事務局：品質保証部、ESG推進部■委員長：代表取締役 社長執行役員
■事務局：ESG推進部、経営企画部

＜2019年度の環境に関する主な議題＞
●中期ESG計画（環境）の実績及び進捗状況
●気候変動関連課題への対応（スコープ3算定結果報告等）

廃棄物等の処理内訳構成比

注） 再資源化率＝再資源化量÷廃棄物等発生量×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

外部審査の様子
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を推進したことにより、廃棄物等発生量は昨年から2.2%削
減し、47.5千t、再資源化率は92.8％と、前年度と比較して
+0.4pt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。

大建工業グループでは、環境マネジメントに関する基本的な考え方
に基づき、ISO9001に準拠した品質マネジメントシステムと
ISO14001に準拠した環境マネジメントシステムを統合したマネ
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当社は、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の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
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スケード利用』事業化検討プロジェクト」を設立し、地域と連携した木質資源の有効活用に向けた新たな展開を開始しています。

2017年5月から提案を開始した土壌改良材「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、塩害を受けた防潮林の再生などの災害復興にも貢献しています。

2019年3月に設立した「日南大建株式会社」では、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を行う予定です。
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よう、年に1度内部監査を実施し、改善策を共有するなど、PDCAを
継続して回すことで、全社の環境リスクマネジメントのレベルアッ
プを図っています。

Topics

土壌改良材「DWファイバー」を開発、提案開始

LVL用単板加工会社「日南大建株式会社」設立

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

※DWファイバーは、国土交通省の新技術情報提供システム（NETIS）に登録されています。登録番号：KT-170110-A
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