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認証番号：0008263

1. 事業所名  株式会社  美幸工業  

：沼津市小諏訪９２６－２

：沼津市原町中１－５－７

：沼津市大諏訪５８９－５

2. 代表者氏名

   代表取締役社長  竹村 勝

3. 事業活動の内容

   業務用洗濯機、業務用乾燥機の販売

   コインランドリーのトータルプランニング

   コインランドリー経営

4. 事業の規模

   会社設立年        昭和５２年９月

   売上高              ２億円３千万円（令和３年度）

   従業員数           ９人

   事業所床面積    ２９４㎡

5. 環境管理責任者氏名  連絡先

   環境管理責任者  竹村 俊克 （連絡先：055-925-6188）

  

6.認証登録の範囲

   全組織、全活動

組織の概要

本社所在地
            コインランドリー

             洗べえ
            コインランドリー

             洗太
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認証番号：0008263

当社は業務用洗濯機、業務用乾燥機を販売する会社として地球環境を守る為に

環境に配慮した製品の提供に努め、環境を意識した経営を進めることによって、社内の

体質改善を図り、自然環境の保全に貢献していく企業を目指します。

Ⅰ.環境にやさしい製品及び資材の販売。

Ⅱ.環境負荷の低減に努めます。

Ⅲ.事務用品や消耗品はグリーン購入に努めていきます。

Ⅳ.環境に関連する法規制を遵守し、責任感・信頼感のある企業を目指します。

Ⅴ.全社員に環境に関する教育を行い、「地球環境の保全」の意識を高めていく

   ことにより、社内の体質改善を図ります。

Ⅵ.社外においては、環境活動レポートを公表し、利害関係者とのよりよい

    コミュニケーションを実施します。

株式会社  美幸工業
環境経営方針

制定日：平成２３年１１月１日

[基本理念]

[行動指針]

株式会社  美幸工業
代表取締役社長  竹村  勝

     ・省資源：廃棄物の排出量を減らし、リサイクル活動を推進します。

     ・省エネ：省エネを推奨し、エコドライブを実施することにより、二酸化炭素の排出量の削減に努めます。

     ・水利用量の削減に努めます。

2



3



認証番号：0008263

■環境経営目標

単位 R2年 R3年 R4年 R5年 R6年

Kg-CO2 1%削減 1%削減 1%削減 1%削減 1%削減

m3 1%削減 1%削減 1%削減 1%削減 1%削減

ｔ 1%削減 1%削減 1%削減 1%削減 1%削減

枚 － － － － －

品目 － － － － －

店 10 10 10 10 10

個 700 800 900 1000 1000

■運用期間（Ｒ３)の実績

単位
R2年
基準

R3年
目標

実績
基準
年度比

評価

Kg-CO2 24047 23807 36208 152.1% ×

kWh 8932 8843 8027 90.8% 〇

L 6138 6077 4175 68.7% 〇

L 5430 5376 8597 159.9% ×

m
3 117 116 84 72.5% 〇

ｔ 2 1.98 2.5 126.3% ×

枚 現状把握 現状把握 現状把握 現状把握 〇

品目 現状把握 現状把握 現状把握 現状把握 〇

店 10 10 10 〇

個 700 800 725 ×

＊事務用品のグリーン購入は略100％エコマーク品購入

※コインランドリー洗べえ・コインランドリー洗太の電力・水・ガス使用の目標は設定せず、活動のみとする。

社内での実績値と評価

コメント

購入電力：継続して社内での節電の呼びかけや、新しい省エネ器具の導入を行っている。今後も節電の呼びかけの徹底と実施を
はかっていきたい。

ガソリン・軽油使用量：エコドライブを徹底して、使用量を改善していく。また遠くの現場に行く際はできる限り台数を減らしていく。

総排水量：洗濯をまとめてやる・すすぎが終わったらすぐに水を止めるなど継続してやっていく。

廃棄物排出量：再排出量としては増えてしまった。要因としては、お客様の洗剤容器の引き取りサービスを始めたことである。利用
できるものなどはして、現状維持していく。

OA用紙の削減：年々意識としても良くなっている。現状維持していく。

グリーン購入の促進：年々意識としても良くなっている。現状維持していく。

コインランドリー新規店舗数：目標件数通りに新規出店を行うことができた。

環境配慮洗剤・ソフター販売数：目標販売個数には到達しなかった。これからも販売の促進をしていく。

作成日：R2.4.1 代表者 竹村   勝
EA事務局 竹村 俊克

環境への負荷の自己チェック
環境経営目標

総排水量

廃棄物排出量

グリーン購入の促進

二酸化炭素総排出量

軽油使用量

廃棄物排出量

二酸化炭素総排出量

ガソリン使用量

グリーン購入の促進

OA用紙使用量の削減

購入電力

※削減％数値は前年の実績に対する割合とする
※OA用紙の削減・グリーン購入の促進項目は活動のみとする
※二酸化炭素排出係数は0.541(kg-CO2/kWh)とする

項目

コインランドリー新規店舗数

環境配慮洗剤・ソフター販売数

総排水量

コインランドリー新規店舗数

環境配慮洗剤・ソフター販売数

購入電力（新エネルギー除く）

総排水量

8027kWh

84m3

項目

R３年度

OA用紙使用量の削減
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認証番号：0008263

①二酸化炭素排出量の削減

■電力使用の削減

   ・エアコンの温度調節

   ・不要な照明の消灯

   ・待機電力の削減

   ・帰宅時は社内の照明の消灯の確認を徹底

   ・省電力型器具、省電力型機器への切り替え

   ・LED照明の導入

■燃料（ガソリン・軽油）使用量の削減

   ・全車両のエコドライブの徹底

   ・不要な荷物は積まない

   ・車両の定期点検を行う（空気圧やエンジンオイル、フィルター）

   ・車両のエアコンを控えめに

   ・更新時には低排気車両の購入

②排水量の削減

   ・洗濯機の水の管理（すすぎが終わったらすぐに水を止める）

   ・水道を使い終わったら必ず蛇口を閉める

   ・水道配管からの水もれの点検

   ・雨水の利用の検討

③廃棄物排出量の削減

   ・廃棄物の分別をより強化する

   ・コピー用紙は両面印刷する

   ・古紙はメモ帳として利用する

   ・使い捨て製品の購入を抑える

  

④グリーン購入の推進

   ・事務用品や消耗品はエコマーク付のものを優先的に購入する

⑤販売や提供する製品及びサービスに関する事項

   ・再生材を多く使った店舗の設計、工事をする

   ・環境負荷の少ない工法を採用する

   ・販売時の包装や、梱包を簡易化していく

   ・環境に良い商品の販売に努める

   ・客先に環境情報を提案するようにする

   ・コインランドリーオーナー様にLED蛍光灯の導入を推奨していく

   ・コインランドリーのお客様にはマイバック持参を推進する

   

制定日： H23.11.1 代表者

EA事務局 竹村 俊克

運用の手順書

竹村   勝
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認証番号：0008263

社長印
EA

事務局

削減内容 担当者 評価
次年度活

動

栗田 ○ 継続

竹村 △ 継続

栗田 △ 継続

全社員 ○ 継続

社長 △ 継続

社長 ○ 継続

全社員 △ 継続

全社員 ○ 継続

鈴木 ○ 継続

全社員 △ 継続

社長 ━ 継続

土屋 〇 継続

土屋 ○ 継続

鈴木 ○ 継続

社長 △ 継続

南 ━ 継続

竹村 △ 継続

竹村 ○ 継続

栗田 △ 継続

④グリーン購入の推進 栗田 ○ 継続

社長 ○ 継続

椿 △ 継続

全社員 △ 継続

全社員 ○ 継続

全社員 △ 継続

竹村 ○ 継続

竹村 × 継続

   ・販売時の包装や、梱包を簡易化していく

   ・客先に環境情報を提案するようにする

   ・コインランドリーのお客様にはマイバック持参を推進する

   ・不要な照明の消灯

   ・待機電力の削減

   ・省電力型器具、省電力型機器への切り替え

   ・全車両のエコドライブの徹底

   ・車両のエアコンを控えめに エアコンを使用する時期に、啓発を行う。

できるようなことから始めていきたいと思う。

両面印刷BOXを使用してもらうよう呼びかける。

購入者が意識し、使い捨て製品の購入を抑制する。

日々、環境負荷に少ない工法を模索していくよう呼びかける。

   ・使い捨て製品の購入を抑える

   ・環境負荷の少ない工法を採用する

利用できる梱包材は捨てずにとっておき積極的に利用する。

最新の環境活動レポートをHPで公表し、社内にも貼りだしていく。

POPを貼ってお客様に呼びかける。

   ・コピー用紙は両面印刷する

△・×への対応

全社員が気が付いたら消すように心がける。

全社員が気が付いたら削減するように心がける。

器具の取り換えの際は積極的にとりかえるよう、導入するものが意識していく。

事務局からの日頃からの呼びかけを行う。

   ・雨水の利用の検討

作成日

つけっ放しにしてしまうことがあった。

プリンターの消し忘れをなくしていきたい。

よくできた。

R4.4.1

備考

事務所にいるものが徹底管理できている。

①二酸化炭素排出量の削減

②排水量の削減

③廃棄物排出量の削減

   ・車両のエアコンを控えめに

   ・車両の定期点検を行う（空気圧や
エンジンオイル、フィルター）

   ・更新時には低排気車両の購入

   ・洗濯機の水の管理（すすぎが終
わったらすぐに水を止める）

   ・水道を使い終わったら必ず蛇口
を閉める

   ・水道配管からの水もれの点検

   ・省電力型器具、省電力型機器へ
の切り替え

   ・全車両のエコドライブの徹底

   ・不要な荷物は積まない

   ・エアコンの温度調節

   ・不要な照明の消灯

   ・待機電力の削減

   ・帰宅時は社内の照明の消灯の確
認を徹底

⑤販売や提供する製品及び
サービスに関する事項

   ・コインランドリーのお客様にはマ
イバック持参を推進する

   ・販売時の包装や、梱包を簡易化
していく

   ・コインランドリーオーナー様にLED
蛍光灯の導入を推奨していく

   ・環境に良い商品の販売に努める

   ・客先に環境情報を提案するように
する

項目

   ・再生材を多く使った店舗の設計、
工事をする

   ・環境負荷の少ない工法を採用す
る

   ・使い捨て製品の購入を抑える

   ・事務用品や消耗品はエコマーク
付のものを優先的に購入する

   ・雨水の利用の検討

   ・廃棄物の分別をより強化する

   ・コピー用紙は両面印刷する

   ・古紙はメモ帳として利用する

   ・LED照明の導入

器具の購入自体がそれほどなかった。

LED蛍光灯を事務所に増やした。

全体の意識をもっと強めたい。

買い換えなし。

積み下ろしがしっかりできた。

定期的に点検していた。

意識を高める必要がある。

以前よりはできた。

古紙ボックスを利用できた。

これから、もう少し意識していきたい。

よくできている。

よくできている。

点検をした。

導入にはいたらなかった。

環境経営計画実績表

意識して購入している。

既設のものは極力つかっている。

もう少し取り組みたい。

特にできなかった。

最低限の範囲の梱包をこころがけていきたい。

常に意識して環境負荷の少ない製品を販売して
いる。

客先には今より積極的に情報を提示していきた
い。

新築の全店舗に提案できた。

今後の担当。
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社長印 EA事務局

対象者 講師 予定日 教育・訓練内容 実施日 参加人数

令和３年度 環境教育・訓練計画表／実施結果

9 専門教育

R3.7.22
節電・節水またエコドライブの実施の
呼びかけをした。

７人

７人

訓練の実施

７人

R3.10.21
・消火器取扱方法
・連絡方法

EA-2１責任者

７人

３人

R3.10.21 書面での説明 ７人１０月後半 ・流出の防止訓練作業場担当者

作業場担当者

１０月後半

EA-2１責任者 １０月後半

実施内容と結果

節電・節水またエコドライブの実施の
呼びかけをした。

R3.4.22

・自社の環境活動をEA-21責任者が評価
し問題点となっている点を是正していかな
くてはならない点、予防していかなくては
ならない点を全社員に認識させていく

ＮＯ

環境活動に対する問題点の是正・予
防の認識の強化（第１回目）

全社員

教育の狙い教育区分

3
節電・節水またエコドライブの実施の
呼びかけをした。

節電・節水またエコドライブの実施の
呼びかけをした。

全社員

全社員

2

１０月後半

・自社の環境活動をEA-21責任者が評価
し問題点となっている点を是正していかな
くてはならない点、予防していかなくては
ならない点を全社員に認識させていく

全社員

環境活動に対する問題点の是正・予
防の認識の強化（第２回目）

7

EA-21責任者 7月後半

8

本社作業場火災発生時
緊急対応訓練

環境活動に対する問題点の是正・予
防の認識の強化（第３回目）

環境活動に対する問題点の是正・予
防の認識の強化（第４回目）

EA-21責任者
コインランドリー

担当者
EA-2１責任者

塗料缶・シンナー缶の転倒による有
機溶剤の漏洩緊急時対応訓練

コインランドリー火災
発生時緊急対応訓練

4

1

5

6

一般環境教育

専門教育訓練

EA-2１責任者 １月後半

・自社の環境活動をEA-21責任者が評価
し問題点となっている点を是正していかな
くてはならない点、予防していかなくては
ならない点を全社員に認識させていく

EA-21責任者

書面での説明

環境教育・訓練結果

４月後半EA-21責任者

R3.10.21

R3.10.23

R4.1.20

作成日：R３.4.1

実施結果

・自社の環境活動をEA-21責任者が評価
し問題点となっている点を是正していかな
くてはならない点、予防していかなくては
ならない点を全社員に認識させていく

・消火器取扱方法
・連絡方法

７人
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社長印 EA事務局

対象者 講師 予定日 教育・訓練内容 実施日 参加人数

R3.10.21

R3.10.23

R4.1.20

作成日：R2.4.1

実施結果

・自社の環境活動をEA-21責任者が評価
し問題点となっている点を是正していかな
くてはならない点、予防していかなくては
ならない点を全社員に認識させていく

・消火器取扱方法
・連絡方法

７人

EA-2１責任者 １月後半

・自社の環境活動をEA-21責任者が評価
し問題点となっている点を是正していかな
くてはならない点、予防していかなくては
ならない点を全社員に認識させていく

EA-21責任者

書面での説明

環境教育・訓練結果

４月後半EA-21責任者

EA-21責任者
コインランドリー

担当者
EA-2１責任者

塗料缶・シンナー缶の転倒による有
機溶剤の漏洩緊急時対応訓練

コインランドリー火災
発生時緊急対応訓練

4

1

5

6

一般環境教育

専門教育訓練

全社員

環境活動に対する問題点の是正・予
防の認識の強化（第２回目）

7

EA-21責任者 7月後半

8

本社作業場火災発生時
緊急対応訓練

環境活動に対する問題点の是正・予
防の認識の強化（第３回目）

環境活動に対する問題点の是正・予
防の認識の強化（第４回目）

3
節電・節水またエコドライブの実施の
呼びかけをした。

節電・節水またエコドライブの実施の
呼びかけをした。

全社員

全社員

2

１０月後半

・自社の環境活動をEA-21責任者が評価
し問題点となっている点を是正していかな
くてはならない点、予防していかなくては
ならない点を全社員に認識させていく

実施内容と結果

節電・節水またエコドライブの実施の
呼びかけをした。

R3.4.22

・自社の環境活動をEA-21責任者が評価
し問題点となっている点を是正していかな
くてはならない点、予防していかなくては
ならない点を全社員に認識させていく

ＮＯ

環境活動に対する問題点の是正・予
防の認識の強化（第１回目）

全社員

教育の狙い教育区分

１０月後半 ・流出の防止訓練作業場担当者

作業場担当者

１０月後半

EA-2１責任者 １０月後半

・消火器取扱方法
・連絡方法

EA-2１責任者

７人

３人

R3.10.21 書面での説明 ７人

R3.7.22
節電・節水またエコドライブの実施の
呼びかけをした。

７人

７人

訓練の実施

７人

R3.10.21

令和２年度 環境教育・訓練計画表／実施結果

9 専門教育
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社長印 EA事務局

社長による全体の評価と見直し結果

見直し日時 R3.4.１（木） 場所 本社事務所

参加者
代表者 竹村勝 社長
EA-21事務局 竹村 俊克

インプット情報 情報内容・資料等 社長による指示事項

①環境への負荷の自己チェック結果
自己（負荷）チェックシートで、H31年度の指標を全
てチェックした後の取りまとめ表で説明。

データ内容を再度確認し資料電子ファイルとして
しっかり保管しておいて下さい。

②環境への取組の自己チェック結果 「環境への取組の自己チェック」シートにて説明。
データ内容を再度確認し資料電子ファイルとして
しっかり保管しておいて下さい。

③環境関連法規制等一覧表
   遵守状況のチェック結果

「環境関連法規の取りまとめ及び遵守状況チェック
表」と、契約書、届出書、マニュフェストにて説明。

契約書や届出書やマニュフェストはしっかり保存し
てあるので、EA-21事務局が保管場所をしっかり覚
えておいて下さい。法規制の改正には注意して下さ
い。

④環境目標の達成度  R3..4月～R4.3月の集計結果で説明。

二酸化炭素排出量の元となる軽油使用量で、
ディーゼル車両の走行距離を減少するよう効率的
な業務体制を日常的にいしきしていきましょう。目標
値の見直しも必要に思われます。

⑤環境活動計画の実施状況 「環境活動計画実績表」にて説明。

評価が△：あまりできていない。項目や×：できてい
ない項目に関しては改善されるようにして下さい。
○：できている項目はこれからも○になるようして下
さい。

⑥教育・訓練実施結果
昨年度の教育について「環境教育の実施結果」シー
トで再確認。

昨年度は、開催できなかったこともあったので、指
定した月には必ず開催するようにして下さい。

⑦苦情を含む外部の利害関係者
   からのコミュニケーション結果

取組期間中においては苦情等はなかったので特に
なし。

苦情等あった際は「外部環境情報記録表」にしっか
り記録を残して、報告を怠らないで下さい。

③環境活動計画
変更の要を認めず。
全社員にも当社の環境活動計画をしっかり理解させて下さい。

⑧緊急事態の準備及び訓練結果
復習した「本社作業場火災発生時緊急対応訓練」
について「緊急事態対応手順と訓練結果 詳細」
シートで説明。

実施した訓練の復習は大切です。昨年度やれな
かった訓練を今年度はしっかり実施しましょう。

⑨問題点の是正・予防処置の状況
「環境活動計画に対する問題点の是正・予防 処置
報告書」にて確認。

是正しなくてはならないとこは、対策を行い、次の議
事で取りまとめた際は効果確認もしっかり行って下
さい。

④環境経営システ
ム

今後も記録をとったら、必ず報告して下さい。

⑩環境関連文章・記録の作成
   整理状況（環境活動レポート含む）

まとめたものを電子ファイルで確認。
作成お疲れ様でした。これからもEA-21事務局とし
て、取組の結果を確実に記録し、報告して下さい。

指示事項等
に対する

決定・処置
内容

①環境方針
変更の要を認めず。
全社員にも当社の環境方針をしっかり理解させて下さい。

②環境目標
数値目標を変更しましたので、それに少しでも近づけるように努力して下さい。
全社員にも当社の環境目標をしっかり理解させて下さい。
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【ごみの分別 （燃えるごみ・プラスチックごみ）】 【ごみの分別 （ダンボールごみ）】

【産業廃棄物置き場】 【木材置き場】

【節電の呼びかけ】 【節水の呼びかけ】

【エアコンの設定温度の管理】 【古紙コーナー】

【コインランドリー店内においてエコバックを無料配布】 【事務所内においてLED蛍光灯の設置】

【取り組み実績の例】
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【複合型プリンターの導入】 【地域と協力し、衣類や布団の再利用】

【太陽光発電の導入】 【節水型トイレの導入】
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認証番号：0008263

社長印 EA事務局

２．訓練結果
※訓練を実施した際は、下記にその時の実施状況写真を２～３枚添付すること。

本社作業場火災発生時
緊急対応訓練

・電話
・消火器
・毛布
・タオル
・ハンカチ

「発見から通報、処置、非難方法」
初期消火の３原則（早く知らせる、早く消火する、早く逃げる）
に従い指導訓練。

①発見したら早く知らせる
・火災が発生したらまず小さな火でも１１９番に通報する。
・発見者は消火を、通報は近くの人に頼む。

②早く消火する
・出火から３分以内が消火できる限度なので、
  ３分以内にできる消火処置を行う。
・作業場の消火器を使い火を消すか、
  毛布でおおうなど手近なものを活用して消火も試みる。

【消火器の使い方】
消火器を火元まで持っていきます。(およそ3～5m)
安全ピンに指をかけ、上に引き抜きます。
ホースをはずして、火元に向けます。
レバーを強く握って噴射します。
・風上に回り、できるだけ火炎や煙をさけながら消す。
・やや腰を落とし、姿勢をなるべく低くかまえる。
・燃えているものにノズルを向け、火の根元を掃くように左右に振る。

③早く逃げる
・天井に火が燃え移ったら、躊躇せずに避難する。
・避難するときは、燃えている部屋の窓やドアを閉めて空気を絶つ。

【避難時の注意事項】
火災では炎と同様に、煙も危険です。煙は有毒ガスを含み、想像以上の
速さで広がります。
濡れたタオルやハンカチで鼻や口を押さえ、姿勢を低くして速やかに避難
しましょう。

３.テスト・訓練の効果確認・・・手順書は有効性有と判断いたしました。

訓練実施日・時間 R3.10.21　15：00～16：00

１．緊急事態対応手順

緊急事態の想定 緊急事態の準備品 緊急事態対応手順：制定日 H24.1.23

緊急事態対応手順と訓練結果 詳細

消火器の使い方の指導をしました。まず近くにいる人に知らせて１１９番に電話！

落ち着いて通報しましょう！

【訓練に参加した人の感想】

・訓練をしておくことで緊急事態に及んでも
冷静に対処できるような気がする。

・火事には気をつけようと思います。

姿勢を低くして逃げましょう。姿勢を低くして逃げましょう。
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