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１．トップコミットメント
-Mission, Vision, Concept of House
ドロフィーズの事業活動は、これからの時代の新たな文化・文明づくりであり、文化は暮
らしに宿ると捉え 100 年先の地球と人の持続可能な社会を実現する。私たちの企業活動か
ら、消費者に「丁寧かつクリエイティブな生き方」を提案し、また、全世界のサスティナブ
ルな企業活動の先進的かつ実践のモデル企業となり続け、社会を先導し、100 年後には地球
全体が完全なるカーボンニュートラル（CO2 排出量ゼロ）な社会を実現させる。
そして、全世界の人々が自然に敬意をもって共存して生きる時代をこの都田から実現し
ていく。これが、私たちが考える「Gaia Harmonic Life」である。
令和元年 6 月 10 日
代表取締役社長 蓬台 浩明

２．Gaia Harmonic

Life

~地球（大気）と人（元気）と企業（景気）が完全に持続可能となるモデル～

Gaia Harmonic Life は地球と人、企業が持続可能となることを目指して、ドロフィーズ
の活動を９つの分野に分けて考えている。2018 年度第 3 期（平成 30 年 3 月～平成 31 年 2
月）のドロフィーズの活動実績を「DLoFre’s Sustainable
とめた。
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Report 2019」としてとりま

ドロフィーズは環境への行動指針を以下のように定めている。
＜環境への行動指針＞
-カーボンニュートラル企業を目指します。
-環境関連法令を遵守の上、当初独自の要求事項を定め実行します。
-環境目標を定め、定期的見直しを行う。また、継続的改善を実施します。
-環境活動についての取組みを、積極的に情報公開します。
-CO²削減に向け、省エネルギーを推進します。
-環境負荷に少ないものの購入と住まいづくりに努めます。
-リサイクルの可能性を追求します。
平成 19 年 9 月 1 日制定
平成 24 年 12 年 7 日改定

２－１．Life style ライフスタイル 実業
-衣食住

・住まいづくりにおいて自然環境、素材を取り入れた住環境の提案を実施
-太陽光発電を社屋に設置し、お客様に提案しやすい環境を作っている
-健康塗壁を積極的に使用
-天竜材(無垢･集成材)を使った家作りを増やしている
・古民家や遊休地を「スロー＆クリエイティブなライフスタイル」を体感する施設に
リノベーションを実施
・蔵をリノベーションした「book store」の運営
・
「seeds to plate」としてオーガニック野菜を栽培しレストランで提供を開始
・本のシェアとして私設図書館「tiny free library」を開設
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２－２．Management 働き方・マネジメント
-社風力
・環境に配慮した労務環境を実現
-ユニフォームを支給し自由に選択できるようにしている
-早朝フレックスタイム制を導入している
-自転車通勤の推奨や My 水筒を奨励している
・独自のワーキングスタイルの追求
・会社の敷地（8000 坪）
、全建築現場は完全禁煙、関連業者パートナー会社にもその教育を
行っている
・幹部役職者３/６が女性

２－３．Hospitality

おもてなしの心

-ホスピタリティ
・ドロフィーズマーケットでは、住まいづくりをしたお客様が出展をし、来場者のおもてな
しをすることで、おもてなしの循環を構築している
・顔の見える木の家づくり：家づくりの一部で地元の木を使用し、地元の気候を知り尽くし
た腕の立つ大工さんによる木の家づくりを実施、
家づくりで出た端材をリユースし木工教室で使用
・
「おもてなし経営」の実施
・地域の観光スポット、ショップ等の紹介
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２－４．Social contribution

社会貢献

-地域、自然、人類

・カンボジア・アリャ村に図書館寄贈
・カンボジア 小学校にトイレ棟寄贈
・カンボジア 小学校に遊具寄贈
・カンボジア 図書館に絵本の寄贈
・豊都稲荷の社を建築し寄贈
・津島神社の建築と寄贈
・児童養護施設 清明寮に絵本寄贈
・エコイベント：家づくりのご家族や地域の方
と行うイベントを実施
・LA ダウンタウンのホームレスに温かいお茶
（地元の静岡茶）を届ける活動を実施
・日本・フィンランド国交 100 周年に、フィンランド共和国に「お神輿」を寄贈、
お神輿行列を実施
・浜松の清明寮（児童養護施設）への
「世界の偉人伝記の絵本」を寄贈
・東白川の森の再々し、その森の木で家づくりを行
い、その家族が森で遊び森から学ぶ、という循環モ
デルの構築
・絶滅危惧種であるアカ海ガメの産卵、孵化、放流の
一部を住民参加型で支援する活動を実施。
アカ海ガメの放流会、ビーチクリーンは、2006 年から年一回開催
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２－５．Standard of valu

価値基準

-スローライフ基準、モノを選ぶ基準

・スローライフマイスター検定の運営
・グリーン電力の購入：社内で使う電力を始め、家づくりでかかる電力の１００％を
グリーン電力でまかなっている
・FSC 認証の材木を建築するすべての住宅（年間約 100 棟）に採用
・フェアトレード商品として、カンボジア産のカゴバック
や、ワイルドシルクを仕入れて販売
・レストラン、カフェでのオーガニック食材の利用、
地域産の素材の活用
・電動自転車の貸し出し（駅）
、サイクリングの推奨
・薪ストーブの利用推奨
・自然素材グッズの販売
・オーガニックワインの販売
・プラスチックストローを廃止し、麦ストローの採用

２－６．Carbon Neutral/Carbon offset

カーボン・オフセット/カーボン・ニュートラル

-事業活動、提供する商品・サービスにおける CO2 排出量の把握・削減・埋め合わせ

・1.5℃目標に向けて 2050 年に排出ゼロの目標を設定
・再生可能エネルギー100％で全企業活動、地域世帯分も
証書を活用し再生可能エネルギーで賄っている
・カーボンオフセットによって CO2 排出量ゼロ（ゆりかごから墓場までを排出ゼロ）
・カーボンニュートラル企業として企業から出す CO2 排出量もゼロに
・環境活動（水道）
-節水を啓発するラベルを貼付
-散水や手洗いは極力、雨水タンクを使用
-井戸を採掘し地下水を利用
-節水器具を蛇口に取り付け
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・環境活動（電気）
-お昼休み消灯の徹底
-スイッチにネームを表示し必要に応じた箇所だけを使用
-太陽光発電の設置(5.4kw)
-エアコンの温度設定を夏:28℃、冬:22℃を実践
-外出時や帰宅時のパソコン待機電力を OFF
・環境活動（LP ガス）
-お湯はアクアクララを使用して極力 LP がスの使用を抑制
・環境活動（リサイクルの可能性追求）
-コピー用紙は古紙 70%以上の紙にすべて切り替え
-石鹸、洗剤は無添加のものに全て切り替え
-ホッチキスは必要以上に使わずにクリップ止めに
-紙類の廃棄はシュレッダー
-ゴミの分別ルールを明確に
-生ゴミ処理機（コンポスト）を購入し利用
-コピー紙の裏紙使用の徹底
-ダンボール・紙のリサイクル率の向上
-クリーン BOX 業者の選定・見直しを行い、リサイクル率を向上

２－７．Communication コミュニケーション
-伝える力、意味・価値の表現、インテリアアーティスト基準
・無人駅舎「都田駅」のリノベーション及び駅 café の運営
・EVENT
（MIYAKODA 駅カフェ JAZZ LIVE、
ドロフィーズデイ、
オーガニック asaichi、
キャンドルナイト）の実施
・地域の文化活動の場として、地域住民が主体で実施する文化活動（DLoFre’s キララ）の
活動場所を提供
・社員に My 箸を支給する。社員は常時携帯し
環境配慮を PR
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２－８．Beauty 美しさ
-「もの」の美、
「空間」の美、
「人」の美
・ドロフィーズの美の基準を策定
・美しく生きることをコンセプトに
２－９．Education 教育（社内・社外）
-人格形成・生き方、インスピレーション

・フィンランドの高校生に奨学金制度で日本滞在を支援
（修学金と居住部屋を無償提供）
・BBQ フィロソフィー
・棟梁育成学校を運営
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別紙１
１．エネルギー使用量および CO２排出量
①エネルギー使用量の推移
項目

21 期

22 期

23 期

（平成 28 年 3 月

（平成 29 年 3 月～

（平成 30 年 3 月～

～平成 29 年 2 月） 平成 30 年 2 月）

平成 31 年 2 月）

電気使用量（kWh/年）

176,793

220,885

237,348

ガス（LPG）使用量（t/年）

4,303.4

5,412.1

4,980.9

22,769.0

25,754.6

26,221.9

ガソリン使用量（L/年）
灯油使用量（L/年）

―

162.0

195.1

軽油使用量（L/年）

―

291.4

667.0

65,807

80,252

85,300

2,550,652

3,110,539

3,306,196

原油換算使用量（L/年）
熱量換算使用量（MJ/年）
②CO2 排出量の推移
項目

21 期

22 期

23 期

（平成 28 年 3 月

（平成 29 年 3 月～

（平成 30 年 3 月～

～平成 29 年 2 月） 平成 30 年 2 月）

Scope1
CO2 排出量（t-CO2/年）
Scope2
CO2 排出量（t-CO2/年）
Scope3
CO2 排出量（t-CO2/年）

平成 31 年 2 月）

80.9

96.4

95.6

85.9

107.1

113.0

179.6

168.2

193.5

※Scope1…燃料の燃焼による直接的な温室効果ガス排出
※Scope2…電気の使用による間接的な温室効果ガス排出
※Scope3…その他サプライチェーン上の従業員の出張（カテゴリ６）や従業員の通勤（カテ
ゴリ７）における温室効果ガス排出（Scope3 の一部のみ算定）

Scope1+Scope2 合計
CO2 排出量（t-CO2/年）

166.8
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203.5

208.6

③その他環境指標
項目

21 期

22 期

23 期

（平成 28 年 3 月

（平成 29 年 3 月～

（平成 30 年 3 月～

～平成 29 年 2 月） 平成 30 年 2 月）

水使用量（L/年）

平成 31 年 2 月）

3,218.00

4,181.00

3,540.00

667.66

320.89

405.58

廃棄物処理量（t/年）
④活動規模の推移
項目

21 期

22 期

23 期

（平成 28 年 3 月

（平成 29 年 3 月～

（平成 30 年 3 月～

～平成 29 年 2 月） 平成 30 年 2 月）

売上高（百万円/年）

平成 31 年 2 月）

32 億 3100 万円

28 億 1429 万円

24 億 5100 万円

55 名

67 名

69 名

従業員数（人/年）

（平成 28 年 12 月 20 日現在）

敷地内施設床面積（m2/年）

（平成 29 年 10 月 7 日現在）

1,924.67

1,990.67

3,070.16

※施設床面積は 23 期にニュートラル対象範囲と同じように網羅的に再把握。

⑤原単位での推移
項目

21 期

22 期

23 期

（平成 28 年 3 月

（平成 29 年 3 月～

（平成 30 年 3 月～

～平成 29 年 2 月） 平成 30 年 2 月）

売上高当たり排出量

平成 31 年 2 月）

0.0516

0.0723

0.0851

6.3

5.5

6.5

0.18

0.19

0.15

（g-CO2/百万円）※
従業員数当たり排出量
（t-CO2/人）
床面積当たり排出量
（t-CO2/m ）
2

※排出量は Scope1+Scope2

２．基準年に対する削減目標および進捗
項目

基準年

目標値

23 期

21 期

（2030 年）

（平成 30 年 3 月～
平成 31 年 2 月）

（平成 28 年 3 月
～平成 29 年 2 月）

排出量（t-CO2/年）

166.8

11

91.7

208.6

別紙 2
１．組織の概要
① 事業所名：株式会社 都田建設
② 所在地：
（カーボンニュートラル認証範囲）
●土木土木棟・輪来輪来棟

●ミンカ棟

静岡県浜松市北区都田町 2698-1 番地

浜松市北区都田町 10087-1 番地

TEL 053-428-2750
FAX 053-428-2945

●アゴラ棟

FREE 0120-12-2750

浜松市北区都田町 273-2 番地

HP http://www.miyakoda.co.jp
E-mail info@miyakoda.co.jp

●miyakoda 駅 café
浜松市北区都田町 5563-21 番地

●有希有希棟
浜松市北区都田町 2704-1 番地

●BBQ 小屋
静岡県浜松市北区都田町 2698-1 番地

●ドロフィーズ棟
浜松市北区都田町 2706-1 番地

●ガラスハウス

TEL/FAX 053-428-3520

浜松市北区都田町 28741

●ファブリック棟

●mari & deco bar

浜松市北区都田町 2743-2 番地

浜松市北区都田町 2873

●イデア棟

●GEN・TEN

浜松市北区都田町 2836-1

浜松市北区都田町 2837ー1、28ー2 の一部

●ライフスタイルデザインセンター（ドロフィーズカフェ）
浜松市北区都田町 2858
TEL 053-525-9001
FAX 053-489-9016
●蔵で旅する book store
浜松市北区都田町 2813
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●point 3850
浜松市北区都田町 2695ー1
●トイレ
浜松市北区都田町 28700ー1
●第 2 駐車場
浜松市北区都田町 2496ー1、2497ー1、2499ー1
●新倉庫・コンテナ
浜松市北区都田町 3143ー16 の一部

③ 代表者：代表取締役会長 内山 覚
代表取締役社長 蓬台 浩明
④ 事業概要：建設業（木造注文住宅建設業）
⑤ 設立年月：平成 8 年 4 月（1996 年）
⑥ 事業規模：資本金 2,000 万円
売上高 20 期：27 億 9627 万円
21 期：32 億 3100 万円
22 期：28 億 1429 万円
23 期：24 億 5100 万円
⑦ 床面積
土木土木・輪来輪来棟：139.75 ㎡（42.27 坪）
有希有希棟：118.96 ㎡（35.98 坪）
ドロフィーズ棟：284.4 ㎡（86.03 坪）
ファブリック棟：72 ㎡（21.78 坪）
イデア棟：422 ㎡（127.8 坪）
ライフスタイルデザインセンター：462.8 ㎡（140.2 坪）
ミンカ棟：272.65 ㎡（82.6 坪）
アゴラ棟：188.31 ㎡（57.1 坪）
ｍiyakoda 駅 café：66.74 ㎡（20.22 坪）
BBQ 小屋：9.50 ㎡
ガラスハウス：39.74 ㎡
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mari & deco bar：22.13 ㎡
GEN・TEN：28.98 ㎡
point 3850：12.20 ㎡
トイレ：9.00 ㎡
第 2 駐車場：741 ㎡
新倉庫・コンテナ：180 ㎡
（※pointo3850 は車の面積概算、新倉庫・コンテナはコンテナ面積より概算）

※蔵で旅する book store：36.81 ㎡（11.15 坪）は賃借物件でエネルギーデータ個別把握を
していないため対象外

⑧ 従業員数： 69 名
⑨ 対象期間：認証・登録範囲は所在地 17 か所すべて
レポート対象期間：2018 年 3 月～2019 年 2 月

GRI ガイドライン（GRI305）対照表

305-1
305-2
305-3
305-4

開示要求事項

該当箇所

直接的な温室効果ガス（GHG）排出量

別紙１

（スコープ 1）

1-②

間接的な温室効果ガス（GHG）排出量

別紙１

（スコープ 2）

1-②

その他の間接的な温室効果ガス（GHG） 別紙１
排出量（スコープ 3）

1-②

温室効果ガス（GHG）排出原単位

別紙１
1-⑤

305-5

温室効果ガス（GHG）排出量の削減

別紙１
２

305-6

オゾン層破壊物質（ODS）の排出量

-

305-7

窒素酸化物（NOx）
、硫黄酸化物（SOｘ）
、

-

およびその他の重大な大気排出物
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備考

