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1．事業所名

株式会社　静秀工業

静岡市駿河区みずほ3丁目11番3号

2．代表者

代表取締役　　　　長島　秀親

3．事業の規模

法人設立年月日　　平成１０年１２月８日

資本金　　　　　　　　１，０００万円

年間売上高（百万円） １９,０００万円

従業員数 １０名

4.事業活動の内容

解体工事業・産業廃棄物収集運搬業

【建設業許可番号】

　静岡県知事　（般-30）　第　37837　号

　有効期限：　平成３１年２月１４日　～　令和６年２月１３日まで

　建設業の種類：　とび・土工、防水、内装仕上、解体 工事業　

【産業廃棄物収集運搬業許可番号】

　《　許可番号　》　静岡県：第　02201176133　号

　《　許可年月日　》　平成３１年２月２４日

　《　許可の有効年月日　》　令和６年２月２３日

　《　事業の範囲　》

    収集・運搬（積替え及び保管行為を除く。）

    産業廃棄物の種類　　　廃プラスチック類（石綿含有廃棄物を含む。）、金属くず、ｶﾞﾗｽくず・

　    　　　　　　　 　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず（石綿含有廃棄物を含む。）、がれき類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石綿含有廃棄物を含む。）、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず　　　

【産業廃棄物収集運搬業許可番号】

　《　許可番号　》　静岡市：第　062 1 1 176133　号

　《　許可年月日　》　平成３１年３月４日

　《　許可の有効年月日　》　令和６年３月３日

　《　事業の範囲　》

    収集・運搬（積替え、保管行為を含む。）

    産業廃棄物の種類　　　廃プラスチック類（石綿含有廃棄物に限る。）

　    　　　　　　　 　　　　ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず（石綿含有廃棄物に限る。）

　    　　　　　　　 　　　　がれき類（石綿含有廃棄物に限る。）

　　積替え又は保管を行う場所の所在地　　静岡市駿河区みずほ三丁目１１番３号

　　積替え又は保管を行う場所の面積　　　　１５㎡

　　積替えのための保管上限　　　　　　　　　７．８ ｔ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  以上8品目

１．事業概要



    運搬車両　　　

　　　　自家用　小型、貨物　　ダンプ　最大積載量2,000ｋｇ　２台

　　　　自家用　普通、貨物　　ダンプ　最大積載量4,000ｋｇ　１台

　　　　自家用　普通、貨物　　ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞｰ　最大積載量2,850ｋｇ　１台

　　　　自家用　普通、貨物　　脱着装置付ｺﾝﾃﾅ専用車　最大積載量3,900ｋｇ　３台

　　　　自家用　小型、貨物　　バン　最大積載量1,250ｋｇ　２台（内１台2021年3月31日廃車）

　　　　自家用軽自動車、貨物　　ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞｰ　最大積載量350ｋｇ　１台

受託した産業廃棄物の処理量　：　1426.0ｔ

5.環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

環境管理責任者 　　長島　篤美

担当者　事務局 　　望月　正教

工事部　責任者 　　大坪　一歩

Tel （054）258-8411 Fax（054）258-8423

E-mail seishu@themis.ocn.ne.jp

6.事業年度

4月1日～翌年3月31日



《　責任と権限　》

全社員
　・環境マネジメントシステムの遵守、実施。

　・自主的・積極的に環境活動へ参加する。

環境管理事務局
環境システムにおける事務処理

　・環境管理責任者を補佐し、基礎データの作成・維持・集計・管理を行う。

　・環境マネジメントシステム運用の為の、文書作成、事務管理を行う。

部門責任者
各部門での環境システムの運用実施責任者

　・各部門において環境目標達成に向けた具体的取り組み事項を推進する。

　・各部門の環境教育の実施。

２．実施体制

環境管理責任者

環境マネジメントシステム全体の構築、運用、維持に関する実務上の権限を有する。

　・環境負荷及び取組みの自己チェックを行う。

　・環境目標の達成状況をまとめ、必要な場合は是正処置を行う。

　・環境マネジメントシステム運用状況を代表者に報告する。

代表者

エコアクション21に関する代表責任者

　・環境方針を作成・見直し、従業員に周知する。

　・環境への取り組みを実施するための資源（人・もの・金）を準備する。

　・環境管理責任者の任命を行う。

（代表者）

代表取締役
【廃棄物収集運搬技術管理者】

長島 秀親

（環境管理責任者）

長島 篤美

（環境事務局）

望月 正教

（部門責任者）
【収集運搬班長】

大坪 一歩

（工事監督）

森本 和男

（工事監督）

大池 保敏

（事務）

直里 栄子

佐藤 茜



【行動指針】

３．　株式会社　静秀工業  環境経営方針

【基本理念】

     株式会社　静秀工業は、豊かな自然環境の創造と、保全を常
に意識し、現場・社内共に全ての活動において継続的な改善の実
施を行い、資源循環型社会の構築に貢献できるよう全従業員一丸
となって努めていきます。

制定　：　平成２５年７月６日

株式会社　静秀工業
代表取締役　長島秀親

1．省エネ（電気・化石燃料）推進による二酸化炭素の排出量の削減に努めます。

2．化学物質が含まれる建設資材の使用量削減に努めます。

3．事務所及び現場から排出される廃棄物の排出量の削減、再資源化に努めます。

4．水の使用量の削減に努めます。　　　

7．人材育成に努めます。

　上記方針を全社員に周知徹底し、社会的な役割と認識させ、環境保全の意
識の向上及び環境教育を進めます。

5．関連する環境法規の遵守に努めます。

6．社会貢献活動への参加及び実施に積極的に取り組みます。

改定　：　令和　２年４月１日



環境経営方針を踏まえて、当社の事業活動における具体的な環境経営目標は、以下の６項目を設定しました。

基準年 単年度目標

2017年度 2021年度 2022年度 2023年度

１．二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2 98,790 94,838 93,850 93,850

△4% △5% △5%

11,015 10,900 10,900

△4% △5% △5%

7,356 7,279 7,279

△4% △5% △5%

27,921 27,630 27,630

△4% △5% △5%

306 303 303 303

△0.8% △0.9% △0.9%

２．廃棄物排出量の削減

487 482 482

△4% △5% △5%

96 97 97

+4% +5% +5%

105.9 105.9 105.9

△1.0% △1.0% △1.0%

維持 維持 維持

５．社会貢献活動 - 未実施 実施 実施 実施

会社全体売上高（百万円：税抜） 322 190

※ 電力の二酸化炭素発生量については、換算係数 0.518　を使用した。(基準年)

※ 二酸化炭素の排出量の元となる燃料等について、記載項目以外の燃料等は少量であるため目標設定していない。

※ 目標欄の％表示は、基準年実績値に対する削減率（または増加率）を示している。

４．環境経営目標

環境経営目標 単位

中長期目標

① 電気使用量の削減 kWh 11,474

508

② ガソリン使用量の削減 L 7,663

③ 軽油使用量の削減 L 29,085

二酸化炭素排出量／売上高
kg-CO2

／
百万円

① 一般廃棄物の削減 ㎏

４．グリーン購入比率 ％ 97

② 建設副産物リサイクル率の向上 ％ 92

３．水使用量の削減 m3 107



具体的取組内容 担当部門

1

① 電力使用量の削減 事務所の空調温度管理の実施（冷房28℃、暖房21℃目安） 事務員

② ガソリン使用量の削減 タイヤの空気圧の適正維持、車輌のアイドリングストップ 全員

建設機械、車輌のアイドリングストップ 工事部

燃料消費の少ない工法・経路の工夫 工事部

2

① 一般廃棄物の削減 一般ごみの圧縮、減量化 全員

②
建設副産物リサイクル率の
向上

工事現場での分別の徹底 工事部

3 洗車時の節水の励行 全員

4 グリーン購入の推進 事務用品のグリーン製品優先的購入 事務員

5 事務所周辺の清掃活動に取り組む 全員

５．環境経営計画

水使用量の削減

改善取組事項

二酸化炭素排出量の削減

③

廃棄物排出量の削減

社会貢献活動

軽油使用量の削減



基準年 目標 実績 達成％

2017年度

１．二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2 98,790 94,838 76,952 123%

11,015 8,770

△4% △23.0%

7,356 4,303

△4% △43.0%

27,921 24,661

△4% △14%

306 303 317

△0.8% 3.5%

２．廃棄物排出量の削減

487 315

△4% △35%

96 98

+4% +6.5%

105.9 107.0

△1.0% +0.00%

維持 維持

５．社会貢献活動 - 未実施 実施 実施 -

会社全体売上高（百万円：税抜） 322 190 190

※ 電力の二酸化炭素発生量については、換算係数 0.452　を使用した。(2021年度採用)

※ 二酸化炭素の排出量の元となる燃料等について、記載項目以外の燃料等は少量であるため目標設定していない。

※ 目標欄の％表示は、基準年実績値に対する削減率（または増加率）を示している。

97

155%

102%

-

99%

92

107

126%

171%

113%

2021年度

11,474

６．環境経営目標の実績

508

② ガソリン使用量の削減 L 7,663

③ 軽油使用量の削減 L 29,085

二酸化炭素排出量／売上高
kg-CO2

／
百万円

① 一般廃棄物の削減 ㎏

96%

環境経営目標 単位

① 電気使用量の削減 kWh

４．グリーン購入比率 ％

② 建設副産物リサイクル率の向上 ％

３．水使用量の削減 m3



１．二酸化炭素排出量の削減

・電気使用量の削減を達成した。引き続き継続していく。

・毎年寒暖差が厳しくなる中で、日常使用するエアコン等使用量の大
きい家電製品の節電が難しくなることが予測される。今後の削減対策
の見直しを計っていきたい。

・車両のアイドリングストップ、車両に負担のない走行
を意識することで達成した。

・燃料の価格が高騰している中で、今後どのように対
策していくか今一度検討していきたい。

・GTL燃料を使用することにより大幅にCO²削減に貢
献した。

・現場稼働率の起伏がある中で軽油の使用量を抑えることが難しい時期もある
が、ＧＴＬ燃料を使用することにより大幅にＣＯ²削減が可能になった。今後もGTL
使用率を向上していきたい。

・達成には少し届かなかったが昨年度と比較すると大
幅に改善された。

・受注工事の内容により結果は大きく変動するが、工
期短縮・工法の工夫などできる範囲で削減に努めて
いく。

２．廃棄物排出量の削減

・事務所内のゴミの圧縮、外部から出たゴミ等を持ち込まない事を全従業員心掛
けた。また月に２，３回に分けて処分していた廃棄物（段ボール、古紙）は、一定
量溜めた状態で処分することで節約にもつながり改善が見込まれた。

・前期同様ゴミの削減に取り組んでいきたい。

・各作業員が分別の意識を高く持つことでリサイクル
率向上を達成できた。

・リサイクル率の向上を目指すことを念頭に置き、効率よく
仕分けできるように各々考え今年度も達成を目指す。

・従業員全員が節水を心がけ削減を心がけたがわずかに及
ばなかった。

・前年度水使用量を比較するとかなり節水している状況
がわかる。今後も継続して節水をしていきたい。

５．社会貢献活動 100% で達成 ・来期も継続して実施していく。

※2020年度から人材育成の具体的な案として、資格取得を取組む事に積極的に努めています。

二酸化炭素排出量／売上高 96%

99%

①

102%

一般廃棄物の削減 155%

② 建設副産物リサイクル率の向上

② ガソリン使用量の削減 171%

113%

① 電気使用量の削減

③ 軽油使用量の削減

７．環境経営の取組結果とその評価及び次年度の取組内容

で未達

・事務所内の事務用品のみの購入であるため数値目
標は掲げていないので今後も意識的にグリーン商品
を優先購入していく。

結果 評価および次年度の取組内容

４．グリーン購入比率

で達成

で達成

で未達

で未達

で達成

で達成

３．水使用量の削減

取組事項

-

126%



適用対象 法律・条例・規制 要求事項・責務 具体的な確認内容 遵守状況

 収集運搬業許可の更新変更届出 期間満了日・変更事項の有無 ○

業務計画書・実績書の提出 提出期限日の確認 ○

委託契約書の締結 契約内容の確認 ○

マニュフェストの運用・管理・保管
各票を適正に処理
関係伝票を５年間保管

○

不法投棄の禁止 不法投棄を行わない ○

★破棄物の悪臭・飛散防止
適法な運搬
業務後の洗車の徹底

△

産業廃棄物の適正管理 県条例の遵守 ○

家電リサイクル法 指定家電の収集運搬 指定家電の適正引渡し ○

建設リサイクル法 分別解体等及び再資源化等の実施義務 市役所への届け出 ○

廃棄物の処理及び清掃
に関する法律

石綿含有廃棄物の収集運搬、積
替、保管

飛散防止、他の廃棄物との区分、許
可業者での埋立処分

○

労働安全衛生法 石綿含有廃棄物の作業環境
解体現場における飛散防止、収集
における梱包、作業安全措置

○

フロン排出抑制法 フロン類の登録回収業者による適切な回収 委託確認書、引取証明書 ○

グリーン購入法 環境物品の購入 環境物品の積極的選択購入 ○

消防法 火災の予防 車両、事務所の火災予防 ○

浄化槽法 使用届け 届出書・水質検査記録 ○

★収集運搬車両のこまめな清掃を実施できず今回は△評価とした。

環境関連法規などの遵守状況の評価の結果、環境関連法規制などの逸脱はありませんでした。

また、違反、訴訟等もありませんでした。

８．環境関連法規制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

遵守評価日　：　2022年6月30日

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

廃
棄
物
収
集
運
搬
業

事
業
者
全
般

評　価　者　：　環境管理責任者



９．環境経営上の緊急対策

内容
検証結果

　定めた対応手順に、問題は見受けられな
かった。

②
現場内にフロンガスを使用している機器がある場合、工事監督は以下の手順に沿い適
正な処置をとる。

訓練日

④
フロン類適正処理証明書（マニフェスト）の発行をし、証明書の保管・管理をする。（最低
５年間保存）

訓練実施記録 　令和4年2月28日実施の安全会議の際に、緊急事態の対応手順の訓練として手順の確認を行った。

　部門責任者より緊急事態時の対応、連絡手順などの説明を行い、工事部全員で対応手順の
確認を行った。

想定結果

部門責任者は事前に現場の調査を行いフロンガスの使用されている機器の有無を確認
する。

当社では、社内及び各現場作業を再確認した結果、次項を緊急事態の想定とする。

設備器具等撤去時のフロンガス漏えいによる環境破壊

対応策 フロンガス適正処理対策

参加者 長島社長、長島常務、栗田、大坪、大池、森本、望月

現場内安全教育の一環として行う。

①

対応手順

③

1.フロンガスを使用している機器が確認された場合、工事監督は作業員に周知させる。

2.工事監督は部門責任者へ連絡し、フロンガス回収専門業者の手配を要請する。

3.作業員はフロンガス回収作業が完了するまで不用意に設備器具等取り外さない。

5.フロンガス回収後機器の撤去を行う。

家電リサイクル品に対応しているものは適正な措置を取り処分する。

4.フロンガス回収専門業者はフロンガスの漏えいに十分注意し、回収処理を適切に行う。



◆ 令和4年3月25日

１０．地域貢献活動

　　　地域貢献活動として、会社近くの公園、河川土手、周辺道路・歩道の清掃活動を行いました。



2022年6月29日

株式会社静秀工業

代表取締役　長島　秀親

11．代表者による全体の評価と見直し

今年でエコアクション２１の活動も丸８年となります。目標数値の設定
変更、データの採取方法の変更等、色々な事を少しずつ修正・変更の繰
り替えしで現在に至っております。今後も引き続き、取組みと結果と評
価を検証し、弊社の事業に適した活動計画書が策定できるよう努めて参
ります。全従業員で担当のデータ採取を行っているので、個々が少しず
つでも改善していくことの必要性に気付き取り組んでいるように思われ
ます。本年度も二酸化炭素排出量／売上高と水使用量の削減ではわずか
に目標未達成という結果となりました。弊社の建設機械の燃料を軽油か
らＧＴＬ燃料に変えました。地球温暖化の影響に直面しているので、二
酸化炭素排出量／売上高を削減し、来期は何とか目標が達成できるよう
に取り組んで参ります。今後も継続的に活動計画書自体の検証も考慮
し、弊社として最適なデータ採取方法の模索も引き続き行って参りたい
と考えております。廃棄物排出量の削減は目標を達成する結果となりま
した。社員一人ひとりが社会貢献活動に参加することの必要性と充実感
が少しずつ感じられるようになり、今後も活動内容の変更も考慮し、継
続的に社会貢献活動を実施して参ります。エコアクション２１を通じ
て、環境活動に弊社なりに微力ながら、引き続き実施・継続できよう全
従業員で努めて参ります。


