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１．組織の概要

（１）事業所名及び代表者氏名

　　　株式会社　湘南美装

　　　　代表取締役　熊澤桂一

（２）事業所及び所在地

本社　神奈川県平塚市八重咲町２番２号

　　　　　

（３）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

　　　　環境管理責任者　熊澤桂一

　　　　連絡先　電話　　０４６３－２２－１４９４

（４）事業活動の内容

　　　　総合ビルメンテナンス業（ビルメンテナンス業、事業系一般廃棄物収集運搬業）

（５）事業の規模

（６）許可の内容

2

1

都道府県及び政令都
市

平塚市

許可番号
許可年月日

（許可の有効年月日）

１－５７号
2023年年2月8日登録

（2025年2月7日）

2022年度
（2021/11-2022/10）

530 593

43 43

NO.

一般廃棄物収集運搬業

95.51

2020年度
（2019/11-2020/10）

㎡

502

43

95.51

許可内容

95.51

2021年度
（2020/11-2021/10）

　シーホース湘南ﾋﾞﾙ４階

　　　　ＦＡＸ　　０４６３－２１－７８０５

　　　　ｅ-mail  　info＠shonan-bisou.co.jp

活動規模

売上高

床面積

従業員

百万円

人

単位



（７）事業計画の概要

　　　　総合ビルメンテナンス業（ビルメンテナンス業、事業系一般廃棄物収集運搬業）

（８）事業の範囲

　　　　

（９）施設等の状況

（10）処理実績（受託した廃棄物の処理量）

２．対象範囲

（１）認証・登録対象組織

　　　　本社（全社）

（２）認証・登録対象活動

　　　　総合ビルメンテナンス業務、事業系一般廃棄物収集運搬業務
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2022年度（2021年11月-2022年10月）

種類

ダンプ車 1

収集運搬 一般廃棄物

処分方法等処理方法等

4.7

台数

２トン

事業の区分

備考

処理量ｔ

能力

産業廃棄物等種類

廃棄物の種類

・事業系一般廃棄物の収集運搬 ・紙ごみ



３．１環境方針

株式会社湘南美装の環境方針

基本理念

株式会社湘南美装は総合ビルメンテナンス業務を通して、恵み豊かな地球環境の保全に

配慮した継続的な取り組みを全従業員で進めてまいります。

行動方針

１．事務所における電力使用量の削減に努めます。

２．環境経営の継続的改善を図ります。

３．事務所から生じる一般廃棄物を適切に管理します。

４．ビルメンテナンスにおける清掃サービスでの環境負荷の低減に努めます。

５．従業員の労働環境の整備を行います。

６．環境関連の法律等を遵守します。

７．地域コミュニケーションの推進と地域貢献活動を実施します。

８．ビル管理方法の提案を積極的に行います。

９．この方針は全従業員に周知させます。

２０１１年８月１７日制定

２０２０年４月　１日改定

株式会社　湘　南　美　装

代表取締役　熊　澤　桂　一

4



３．２環境経営実施体制

作成日　　　2022年12月01日
作成者
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従業員 1.自部門の取り組みを実践する。

代表取締役 １．環境経営実施体制の構築（環境管理責任者の任命を含む）
２．環境方針の制定
３．エコアクション２１の実施および管理に必要な資源の準備
４．エコアクション２１に基づく環境経営全体の取り組み状況及び効果を評価し、定期的
見直しの実施
５．経営における課題とチャンスを整理し、明確にする

環境管理責任者 １．環境経営システムの確立、実施、維持、継続的改善
２．社長への環境経営システムの実施状況報告
３．推進機関であるＥＡ２１ＥＭＳの事務局の責任者として事務局運営
４．それぞれの業務・役割に応じ、必要な教育訓練を適切に計画・実施する
５．関連法規の取りまとめ表の維持管理、遵守徹底
６．環境関連文書及び記録の作成・整理

事務局 １．環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局
２．環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施
３．環境目標、環境活動計画書原案の作成
４．環境活動の実績集計、環境関連法規等取りまとめ表の作成
５．環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施
６．環境関連の外部コミュニケーションの窓口、環境活動レポートの作成

　　熊澤桂一

役職 責任・権限

部門責任者 １．自部門における環境経営システムの実施、環境方針の周知、従業員に対する教育
　　訓練の実施、自部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告
２．自部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況の報告
３．特定された項目の手順書作成及び運用管理
４．自部門の特定された緊急事態への対応のための手順書作成、テスト、訓練を実施、
　　記録の作成
５．自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

代表者
熊澤 桂一

環境管理責任者
熊澤 桂一

ＥＡ２１事務局

廃棄物部門責任者
野地 秀雄

ビルメン部門責任者
熊澤 亮介

総務部門責任者
熊澤 サチ子



４．２０２２年度　環境目標

単位

kg-co2
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年間9件年間8件

9.4㎏/M¥

年間7件

9.7㎏/M¥ 9.5㎏/M¥

232.5

9.3㎏/M¥

237.3

 (2,957kg-co2)

 5,793kWh

 (2,926kg-co2)

(52.64kg-co2/M\)

24.6L/M¥ 23.1L/M¥ 22.9L/M¥

7,899

 6,297kWh

 (3,180kg-co2)

 5,919kWh

 (2,989kg-co2)

 5,856kWh

２．廃棄物排出量
削減(一廃）

2024年度

8,494 7,8147,984

環境目標

基準（実績）

１．ＣＯ２削減

①電力使用量削減

②ガソリン使用量削
減

(56.60kg-co2/M\) (53.20kg-co2/M\)

Ｌ/M￥

（売上当り）

３．洗剤使用量削
減

2023年度

kWh

㎏

４．ビル管理方法の
提案（省エネ）

中期目標

2018年度
（通年）

2022年度
（通年）

年度目標

５．地域貢献活動に
参加

年間3件

件

（売上当り）

10.1㎏/M¥

件

22.6L/M¥

(52.07kg-co2/M\)

239.7 234.9

- 年間6件 年間7件 年間8件

６．イクボスの推進 100％ - 96％ 95％ 94％

７．節水の推進 - - 実施 実施 実施

注(1)購入電力のＣ０２排出係数:0.474kg-CO2/kWh（平成30年東京電力ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ）
注(2)有害化学物質使用はない為、化学物質使用量の削減目標には設定しない
注(3)節水の推進はテナントであり、水使用量が不明なため計画施策を実施する



５．  2022年度環境経営計画

責任者 スケジュール
担当者

１．二酸化炭素排出量
　の削減

1.1電力使用　量の削減(1)こまめな消灯 毎日
休憩及び食事時間は消灯 毎日

目標値5,919ｋＷｈ エアコン温度設定最適化（冬２０℃） 　冬
送風機の活用（室内温度一定） 毎日

１．２ガソリン使用量の削減 エコドライブを心掛ける 毎日
　 効率的なスケジュール管理 毎日

近場は徒歩・自転車を利用する 毎日
目標値　23.1Ｌ/M¥ 定期的な車両点検の実施 ６ヶ月毎

2一般.廃棄物排出量 一般廃棄物の分別徹底（燃えるごみと資源） 毎日
の削減 コピー紙、雑紙のリサイクルの徹底 毎日
目標値　237.3kg

３．洗剤使用量の削減 日常清掃の徹底 毎日
清掃従事者講習の受講 年１回

目標値9.5kg/M¥

４．ビル管理方法の提案顧客とのコミュニケーションの強化 随時

目標値年間7件

５．地域貢献活動の参加海岸清掃 年１回
駅前清掃 年３回

目標値年間6件 カーブミラー清掃 年１回
防災訓練参加 年１回

６．イクボスの推進 残業時間の削減（前年度比1％減） -

７．節水の推進 節水シールの貼り付け 常時
節水の呼びかけ 毎月

7

熊澤惇

熊澤惇

熊澤亮介

熊澤亮介

熊澤惇

環境目標
　目標値

環境経営計画
施策（取組項目）

熊澤惇

熊澤サチ子

野地秀雄

熊澤サチ子



６．環境経営計画に基づき実施した取り組み内容

取組内容の写真

駅前清掃

エコチューニング認定事業者です。 イクボス宣言継続中。

8

今年度もカーブミラーのボランティア清掃を実施しました。



7-１．2022年度　環境目標の実績、達成状況及び評価・是正処置

基準(実績) 目標 実績 達成状況 評価・是正処置

2018年度 2022年度 2022年度 ○達成
2022年度

2017年11月～
2018年10月

2021年11月～
2022年10月

2021年11月～
2022年10月

×未達
成

１．二酸化炭
　素排出量
　の削減

8,494kg-co2 7,984kg-co2 8,273kg-co2 ×

1.1電力使用
　量の削減
（1）

6,297kwh 5,919kwh 5,497kwh 〇

1-2ガソリン使
用量
　の削減

24.6L/M¥ 23.1L/M¥ 23.1L/M¥ 〇 計画的なコース選択

2.一般廃棄
物
　総排出量
　の削減

207.2kg 239.7kg 237.3kg 〇
コロナ禍によりネット通販利用により
段ボール等が増えたため目標値を
改訂した

3.洗剤使用料の
削減（2）

10.1kg/M¥ 9.5kg/M¥ 9.0kg/M¥ 〇
洗剤取り扱い説明書、清掃マニュア
ル等の順守

4.ビル管理方法
の提案

年間3件 年間7件 年間7件 〇
顧客とのコミュニケーション（メール
等のやり取りが増えた）

5．地域貢献活
動の参加 - 年間6件 年間6件 〇

海岸清掃や防災訓練、駅前清掃と
カーブミラー清掃などを実施した。

6.イクボスの推
進

100% 96% 96% 〇

7．節水の推進
節水シールの貼り
付け・節水の呼び
かけ

実施 実施 〇
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環境目標

注(1)購入電力のＣ０２排出係数:0.474kg-CO2/kWh（平成30年東京電力ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ）
注(2)有害化学物質使用はない為、化学物質使用量の削減目標には設定しない
注(3)節水の推進はテナントであり、水使用量が不明なため計画施策を実施する



7-2. 2022年度環境経営計画の実施状況及びその評価

実施 評価
状況 （効果があったか）

１．二酸化炭素排出量
　の削減

1.1電力使用　量の削減(1)こまめな消灯 △ 効果は少しにとどまった
休憩及び食事時間は消灯 〇

目標値5,919ｋＷｈ エアコン温度設定最適化（冬２０℃） ◎

送風機の活用（室内温度一定） △

１．２ガソリン使用量の削減 エコドライブを心掛ける ○ 効果あり
　 効率的なスケジュール管理 ○

近場は徒歩・自転車を利用する ◎
目標値　23.1Ｌ/M¥ 定期的な車両点検の実施 ◎

効果は少しにとどまった
2一般.廃棄物排出量 一般廃棄物の分別徹底（燃えるごみと資源） ◎
の削減 コピー紙、雑紙のリサイクルの徹底 △
目標値　237.3kg

３．洗剤使用量の削減 日常清掃の徹底 ◎ 効果あり
清掃従事者講習の受講 ◎

目標値9.5kg/M¥

４．ビル管理方法の提案顧客とのコミュニケーションの強化 ◎ 効果あり
目標値年間7件

５．地域貢献活動の参加駅前清掃・カーブミラー清掃 ◎ 効果あり
海岸清掃 ◎

目標値年間6件 防災訓練参加 ◎

６．イクボスの推進 残業時間の削減（前年度1％減） ◎ 効果あり

７．節水の推進 節水シールの貼り付け ◎ 効果あり
節水の呼びかけ ◎ 効果あり

実施状況　　◎　大変よくできた
　　　　　　　　○　よくできた
　　　　　　　　△　少しはできた
　　　　　　　　×　　全然できなかった

　　　　　　　　　　　　　　　　10

環境目標
目標値達成度

環境活動計画
施策（取組項目）



7-3　２０２３年度　環境目標

基準(実績) 前年実績 単年度目標
２０１８年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度 ２０２５年度

１．二酸化炭素排出量の
削減

8,494kg-co2 7,984kg-co2 7,899kg-co2 7,814kg-co2 7,730kg-co2

1.1電力使用量の削減(1) 6,297KWh 5,919KWh 5,856KWh 5,793KWh 5,730KWh

1-2ガソリン使用量
　の削減

24.6L/M¥ 23.1L/M¥ 22.9L/M¥ 22.9L/M¥ 22.4L/M¥

2.一般廃棄物総排出量の
削減

207.2kg 237.3kg 234.9kg 232.5kg 229.9kg

3.洗剤使用量削減 10.1kg/M¥ 9.5kg/M¥ 9.4kg/M¥ 9.3kg/M¥ 9.2kg/M¥

4.ビル管理方法の提案 年間3件 年間7件 年間8件 年間8件 年間8件

５．地域貢献活動の参加 - 年間6件 年間6件 年間6件 年間6件

６．イクボスの推進
（残業時間削減）

100%
前年度比
1％減

前年度比
1％減

前年度比
1％減

前年度比
1％減

7．節水の推進
（節水シールの貼り付け）
（節水の呼びかけ）

実施 実施 実施 実施 実施
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環境目標
中期目標

注(1)購入電力のＣ０２排出係数:0.474kg-CO2/kWh（平成30年東京電力ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ）
注(2)有害化学物質使用はない為、化学物質使用量の削減目標には設定しない
注(3)節水の推進はテナントであり、水使用量が不明なため計画施策を実施する



７－４  2023年度環境経営計画

責任者 スケジュール

担当者
１．二酸化炭素排出量
　の削減

1.1電力使用　量の削減(1) こまめな消灯 毎日
休憩及び食事時間は消灯 毎日

目標値5,856ｋＷｈ エアコン温度設定最適化（冬２０℃） 　冬
送風機の活用（室内温度一定）

１．２ガソリン使用量の削減 エコドライブを心掛ける 毎日
　 効率的なスケジュール管理 毎日

近場は徒歩・自転車を利用する 毎日
目標値　22.9Ｌ/M¥ 定期的な車両点検の実施 ６ヶ月毎

2一般.廃棄物排出量
の削減 一般廃棄物の分別徹底（燃えるごみと資源） 毎日

コピー紙、雑紙のリサイクルの徹底 毎日
目標値　　234.9kg

３．洗剤使用量の削減 日常清掃の徹底 毎日
清掃従事者講習の受講 毎日

目標値9.4kg/M¥

４．ビル管理方法の提案 顧客とのコミュニケーションの強化 随時

５．地域貢献活動の参加 駅前清掃 年3回
カーブミラー清掃 年1回
海岸清掃 年１回
防災訓練参加 年１回

６．イクボスの推進 残業時間の削減（前年度比1％減） -

７．節水の推進 節水シールの貼り付け 常時
節水の呼びかけ 毎月
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熊澤惇

熊澤亮介

熊澤亮介

熊澤惇

熊澤惇

環境目標
　目標値

環境活動計画
施策（取組項目）

熊澤惇

熊澤サチ子

野地秀雄

熊澤サチ子



８．環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

７．代表者による全体評価と見直し・指示

２０２２年１２月１日実施

当活動にかかわる環境関連法規に関して、遵守確認した結果、違反はありませんでした。また、
過去３年間、関連機関からの指摘・訴訟等もありませんでした。

法律・条例・規則

・廃棄物処理及び清掃に関する法律

・神奈川県生活環境の保全等に関する条例

・平塚市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理などに関する条例

・発注元からの要求事項（仕様書に要求された事項）

13

全体評価

個別評価

①二酸化炭素の排出では、昨年実績より11％削減できたが年度目標には達せ
ず引き続きの削減を目指す。
②廃棄物排出量は、コロナ禍によるネット通販の利用が増えたことでの段ボー
ルの増加。またリサイクル業者での引き取りが無くなったことによることが主な原
因と考えられ削減目標値を設定しなおした。１％ずつの削減だが今年は目標
を達成した。
③洗剤の使用量は日常清掃を徹底することで定期清掃時の洗剤の使用量を
抑えることができ目標を達成した。今後も続けていきたい。
④ビル管理方法の提案は目標を達成できた。顧客とのコミュニケーションを増
やし、多様な顧客からの相談に対応してきた。今後も続けていきたい。

指示
環境経営方針　　　変更しない
環境経営目標及び環境経営計画　　変更しない
実施体制　　　　　環境管理責任者変更

環境目標の達成状況、計画の実施状況及び法規等の遵守状況を見る限り、
十分とは言えないものの主要な環境活動は概ね実施できた。
従って環境方針は変更しないが、活動テーマによっては改善の余地が残され
おり、今後社員が一丸となってシステムの充実と改善に取り組んでほしい。


