


会社案内

宮崎支店「ZEB Ready」「BELS評価★★★★★」

所在地 〒891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町5-11

代表者 代表取締役社⾧ 久永修平

創業年月日 1919年（大正08年）06月02日
設立年月日 1946年（昭和21年）12月21日

資本金 30,000千円

従業員数 102名（2022年9月1日現在）

支店･営業所
支店:関東（さいたま市）宮崎（宮崎市）
営業所:鹿屋・川内・大島・国分・姶良

延岡・熊本・八代





これから先も久永を

事業継続・成長させるに
はどうしよう。。。？

2019年に100周年を迎え



・SDGsの考え方に共感

・持続可能な企業を
目指すため



経済産業省が
推進する

SDGs経営ガイド
を活用



SDGs経営の考え方

1.SDGsは企業と世界をつなぐ「共通言語」

2.SDGs実現のためには、

企業の参加が必要不可欠。

雇用を生み出し、イノベーションを率いる
役割を担う存在は企業である。

3.SDGsは、将来の「あるべき姿」から逆算して
「今、何をすべきか」考える

「バックキャスティング思考」が必要。



久永のSDGs経営
の取組み内容

について



久永のSDGs宣言

当社は、経営理念である

「地域に根差し、地域と社員が共に成長し、
常に地域に貢献する企業を目指す。」

を実現するため、ＳＤＧｓの達成に向け、
４つの取組を実施していくことを宣言します。



１．人財教育と社員の健康

２．環境配慮の事業活動

３．価値ある製品・サービス

４．社会貢献とイノベーション

久永のＳＤＧｓ経営の４つの目標



１．人財教育と社員の健康

宣 言

多様な人財が創造性を発揮し活躍できる環境、個人の健康と

家族の幸せの環境を整備します。

具体的な取り組み

・人財育成のため教育制度の充実、資格取得の支援

・社員の健康を何よりも優先に考え、社員全員禁煙の推進、

朝の体操の実施等

・社員が健康で元気な環境づくり（ウェルビーイングの実現）

・ダイバシティ経営を目指し、女性の職域拡大・管理職の登用

障がい者雇用、シニアの活躍推進。



ダイバーシティ
・採 用：２３名入社、うち女性8名（３４％）

女性社員数：2022年 1５名
・シニア活躍：再雇用社員10名（10％）
・障がい者雇用：1名
リクルート
・SDGsに取り組んでからの３年で、23名入社

人財育成
・社内研修：新人社員研修､人事考課研修､

階層別研修（５階層）､
環境セミナー､健康セミナー

・資格取得支援：テキスト購入費、通信講座受講料、
受験料、旅費等の会社負担の充実



社員の健康
・健康経営優良法人202２の認定

・健康診断：受診１００％
再検査 ：受診１００％

・「喫煙者ゼロ企業を目指す！」（健康で元気に働けるため）
喫煙者：2019年：４０名 ⇒ 現在：５名

ワークライフバランス
・帰りやすい環境づくり（１８時退社）
・イベント有給休暇（平均取得日数１０.７日）

（誕生日・結婚記念日など）

男性育児休暇
・2022年 2名取得



喫煙室
喫煙社員ゼロに向けて、

2020年8月より敷地内禁煙

の為、撤去

Before

After
お客様、社員同士の

コミュニケーションスペース
（ドリンクサーバー設置）



２．環境配慮の事業活動

宣 言

「もったいない！」意識を徹底し、循環型環境配慮社会

づくりに貢献します。

具体的な取り組み

・ペーパーレス化とデジタルデータの活用で環境にやさしい

ビジネススタイルを提案

・３Ｒ（リユース・リデュース・リサイクル）の推進

・省エネ・カーボンニュートラル対応による環境にやさしい

職場づくり



５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）
・ペーパーレス化の実現（フリーアドレス、データのクラウド化）

地球環境保護
・ゼロエネルギービルでの社屋建設（宮崎支店）

BELS（建築物省エネルギー性能表示制度）
６３％の省エネを達成

宮崎支店「ZEB Ready」「BELS評価★★★★★」



３R（リユース・リデュース・リサイクル）の推進
・廃棄物の分別
（分別による資源リサイクル）（まぜればゴミ 分ければ資源！）

蛍光灯/LED 乾電池 配線ケーブル

木くず 鉄くず

スプレー缶ガラスくず OA機器 ハードディスク 混 載



３R（リユース・リデュース・リサイクル）の推進

・使用済コピー機の回収→再生コピー機
の販売（リユース部品を平均81％使用）

（使用済みトナーボトルの回収）

・森林環境配慮コピー用紙、
FSC認証材のテーブル・椅子販売

・自動販売機ペットボトル廃止

・社用車ハイブリッドへの買替



３．価値ある製品・サービス

宣 言

安心・安全・快適な「まちづくり・空間づくり」に貢献

します。

具体的な取り組み

・安心・安全なインフラ作りと長寿命化、災害に強いまち

づくりのため、建設現場の生産性・安全性の向上、

「i-Construction」の普及・推進

・ＤＸによるビジネス環境整備と業務効率化、セキュリティ

対策、ＢＣＰ対策など安全で快適なビジネス空間を提案

・製品・サービス・保守の品質と安全性の向上



i-Constructionの普及・推進
・久永ICTトレーニングセンター開設

・i-Construction九州整備局
ICTアドバイザー認定事業者

九州地方整備局
ICTアドバイザー
認定事業者



４．社会貢献とイノベーション

宣 言

地域資源を活かしたまちづくり、イノベーションによる

企業と地域の発展・新しい市場づくりに貢献します。

具体的な取り組み

・地域の社会貢献・文化・教育・まちづくり活動を積極的に

支援

・地域・お客様の課題を解決するソリューションパートナー

として、自社のイノベーションを推進し、地域・お客様の

イノベーションを支援



社会貢献
・久永は、税引後利益の１％を社会貢献とし寄付

〈企業版ふるさと納税〉

大崎町様

曽於市様

〈寄付金〉
社会福祉協議会様
鹿児島市、薩摩川内市、鹿屋市
霧島市、奄美市、肝付町

教育機関様
鹿児島大学、志学館学園、津曲学園



地域貢献
・地域を活性化させる産学連携プロジェクト

〈鹿児島探求プロジェクト 地域探求コース「engine」〉

姶良市帖佐中学校3年生の皆さんと株式会社久永の
「リソース」を探求する授業に参加いたしました。





取り組みの中で課題（スタート時、2019年）

・全社会議、経営会議、管理職会議、グループ会議

など各会議体でのSDGｓ経営の取り組みについ

て事業計画との関連を周知する

・朝礼での周知

・社員研修で確認

解決方法

• SDGｓ経営と事業計画が同軸であることの

理解と浸透に時間がかかる



• SDGsを会社事ではなく、自分事として取りくむ
為に、全社員参加でSDGsアワードを開催

• 2022年5月～8月（活動）9月10日報告会

• 10チーム中、上位3チームを表彰

• 優秀な取り組みは、全社に展開

解決方法

• SDGs経営＝会社がやっている事

（とくに一般社員）

取り組みの中で課題（３年後、2022年）



チーム テーマ

① 横田再生工場（本社１Ｆ） 廃棄する測量機ケースの再利用

② S.E.P（Sendai.environmental.protection)（川内） 環境保全

③ ポジショニンググループ（ＰＧ） 環境 健康

④ HISANAGA KNT 3スマイル（関東）
３つのスマイル
①自分たちのスマイル②お客様のスマイル③地域の人たち
のスマイル

⑤ TEAM世界自然遺産（大島） 環境配慮の事業活動

⑥ 地域密着型 SDGs（宮崎） 健康と環境

⑦ チーム鹿屋（しかやじゃないよかのやだよ） 個人でできるはじめの一歩

⑧ Hisanaga Wellness Club（総務） Wellness！
～持続可能な健康づくりを目指して～

⑨ 東開町から始めたい!!（ＭＧ） より良い仕事､より良い生活の為に健康増進。
地域貢献

⑩ Untitle（アンタイトル）（DX･i-Con） 減らす、そして増やす。



第１位 チームUntitle（アンタイトル）
（ＤＸ・i-Con推進グループ）

第２位 チーム地域密着 SDGs
（宮崎支店・延岡営業所）

第３位 チームHisanaga Wellness Club
（総務グループ）



取り組みの例
◆廃棄する測量機のケースの再利用 ◆古着deワクチン

◆ペットボトルキャップdeワクチン
トマト バジル

トマトとモッツァレラチーズ
のカプレーゼ

～バジルソースを添えて～

収穫した野菜



働き方改革
帰りやすい
環境づくり

アフター５
趣味、家族との
時間が増えた

リフレッシュ出来る
ようになり、仕事に
メリハリが生まれた

生産性や作業効率が
上がり業績ＵＰに
つながった

有給休暇・
育児休暇（男性社員）
の取得が増えた

実現できたこと
チーム制を採用し、
ＢＣＰ対策と

休みが取りやすい
環境になった

リクルート
離職率が下がった

健康診断・禁煙で
健康に対する意識が

高まった



未来の会社（久永）づくり
＜新規担当＞

人財開発担当
・態度能力の向上
・人材開発の現状の課題抽出
・中長期の人財育成スケジュール策定
・優秀ロープレ報告会
・階層別研修（5階層）
・資格取得

＜新規委員会＞
未来戦略委員会
・イノベーションによる新たな市場の創造と

未来の会社づくり



これからも持続可能な社会のために
久永はSDGs経営を続け発展させる事
で地域社会に貢献して参ります！！

ご清聴ありがとうございました。


