
ビルメンテナンス業にて認証取得

エコアクション２１
環境経営レポート

ハウス美装工業株式会社

取組期間

作成日

　　　令和3年7月～令和4年6月　　

令和4年8月31日

　　　令和3年度
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1. 取組の対象組織・活動

（1）

ハウス美装工業株式会社

代表取締役　新谷　清二

（2）

（3）

（4）

ビルメンテナンス業及び生活サポートサービス

（5）

460 名

（6）

（7）

登録事業所

関連事業所
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木太食堂、屋島食堂、コメダ珈琲さぬき高松今里店

（店舗に関してはFC事業のため、対象外とする）

庵治太鼓の鼻オートキャンプ場(3月31日まで）　　　　
（指定管理は、目標設定が困難なため、対象外とする）

いきなりステーキ高松レインボーロード店（5月31日まで）

庵治ほっとぴあん（2021年9月30日まで）

タスライフ事業部（2022年4月15日から）

（タスライフ事業部は、2024年度運用開始）

　ＴＥＬ ： 087-861-4489

事業内容

本社　（サイト認証及び段階的認証）

事業の規模

売 上 高

従業員数

延床面積

運用車両

事業年度 7月から6月

認証・登録の対象範囲

軽四　22台、普通車　11台、トラック等　3台

625 ㎡

1,950百万円／令和3年度

 内 正社員79名　契約社員225名　パート 156 名

統括責任者 新谷　一城

環境管理責任者 市原　克美

担当連絡先 飯間　俊行

本 社　 高松市藤塚町三丁目12番12号

1-1. 組織の概要

名称及び代表者

所在地

統括責任者、環境管理責任者氏名及び連絡先



（8） 加盟団体

（公社）全国ビルメンテナンス協会

（一社）香川ビルメンテナンス協会

香川県ビル管理協同組合

（9） 保有資格

2

貯水槽清掃作業監督者、高所作業車運転技能講習修了者、ビル設備管理技能者、

防除作業監督者、酸欠・硫化水素危険作業主任者、ゴンドラ特別教育修了者、

エネルギー管理者、電気主任技術者、第一・二種電気工事士、電話工事主任者、

電気通信主任技術者、（第一・二・三種冷凍、丙種化学）高圧ガス製造保安責任者、

危険物取扱主任者、（甲・乙種）消防設備士、消防設備点検資格者、統括管理者、

防災管理者、防火対象物点検資格者、第一種衛生管理者、警備員指導教育責任者、

建築物環境衛生管理技術者、空気環境測定実施者、空調給排水管理監督者、

建築設備検査資格者、特殊建築物調査資格者、防災センター要員講習修了者、

一・二級ボイラー技士、ボイラー整備士

ビルクリーニング技能士、病院清掃受託責任者、病原体安全管理技術者、

清掃作業従事者研修指導者、建築物清掃管理評価資格者、清掃作業監督者、



①

②

③

④

⑤

代表取締役

制　定 ： 平成28年6月1日

ハウス美装 工業 株式 会社
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環境に配慮した洗剤の使用促進

3．環境関連の法規制及びその他要求事項を順守します。

4．環境活動範囲を全社従業員に展開します。

この環境方針は、全従業員に周知するとともに、社外にも公表します。

2. 環境経営の継続的改善を行います。

改　定 ： 平成31年2月20日

使用水量の削減

２. 環境経営方針

【基本理念】

【行動指針】

1．具体的に次の項目に取り組みます。

ガソリン使用量低減による二酸化炭素排出量の削減

電力使用量削減による二酸化炭素排出量の削減

可燃ゴミの削減（ペーパーレス化の促進）

ハウス美装工業株式会社は、社員全員で同じ意識をもって環境問
題に取り組み、『地域社会に貢献し、地域に求められる企業づくり』
を経営方針のビジョンに掲げて、最高の品質、サービスをお客様に
提供しつつ、「安全で快適な環境づくり」 に邁進し、地域社会の信
頼にこたえられるよう努力する。



令和2年度 令和3年度 令和4年度

㎏-CO2 112,111 110,990 109,869 108,748

本社 kWh 25,405 25,151 24,897 24,643

研修ｾﾝﾀｰ kWh 6,317 6,254 6,191 6,127

L 38,532 38,147 37,761 37,376

㎏ 636 630 623 617

㎥ 358 354 351 347

㎏ 640 634 627 621

品目数 6 7 8 9

＊1． 電力のCO２発生量については、四国電力の調整後排出係数0.535㎏―CO2／kWh)を使用。

(平成30年度実績に基づく)

＊2． 一般廃棄物は、平成28年度の実績値を基準値とします。

＊3． 組織本来の取組みとして、環境負荷の少ない洗剤の使用に取り組みます。
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環境配慮型洗剤の推進 ＊3

二酸化炭素の 削減　＊1

ガソリン使用量

電 気

化学物質（白塩酸）の削減

廃棄物排出量の削減 ＊２

使用水量の削減

前期の中・長期計画において、目標未達の項目については平成２８年度目標数値を継続、
達成できた項目については令和1年度の実績値を目標として、令和4年度までに3％の削減を目標と
します。

目　　標

平成28年度と令和1年度を基準として、令和4年度までに下記項目の

基準年度の数値から3％削減することを目標とします。

3. 環境経営目標

【中・長期目的・目標】

目　的 単 位
基 準 年 度

(平成28/令和1年度)



実施責任者 日程

冷房期

（7月から9月）

暖房期

（12月から2月）

業務部
設備環境衛生

課

通年

通年

通年

通年

営業・業務統括
管理部

業務一課係長

営業部
営業一課

総務部総務課
係長

総務部総務課

営業・業務統括
管理部

現業課　課長

通年
・環境配慮型洗剤の優先購入
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⑤環境配慮型洗剤の使用

・作業実施時に適量を効率的に使用する

・節水シール、節水ポスターの掲示

・節水器具の取り付け

④化学物質（白塩酸）の削減

営業部
販売管理課

・車両内貨物の軽減

②一般廃棄物の削減

・両面印刷・コピーの徹底

・文書の電子化の促進

・裏紙利用による節約

③使用水量の削減

4. 環境経営計画

活動内容

①二酸化炭素排出量の削減

〇 電気使用量の削減

・空調の適温化(夏28℃冬20℃程度）に設定

・近距離の用務は自転車利用の促進

・昼休み、残業時は不要な照明を消灯

・空調のメンテナンスにより効率をアップ

・省エネ照明器具の導入（ＬＥＤ）

〇 ガソリン使用量の削減

・エコドライブの励行（燃料、走行距離の月次管理）



5. ハウス美装工業株式会社 実施体制図

・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施に必要な、人、設備、費用、時間を準備

・環境管理責任者を任命

・環境経営方針の策定、見直し及び全従業員への周知

・全従業員に対する教育・訓練の実施

・環境経営目標、環境経営計画書を承認

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・環境経営レポートを確認し、承認

・環境関連法規等取りまとめ表の承認

・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連法規等取りまとめ表の作成

・環境経営目標、環境経営計画書を作成

・環境活動の取り組み結果を代表者に報告

・環境経営レポートの作成

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境負荷の自己チェック及び、環境への取組みの自己チェックの実施

・環境管理責任者の補佐

・環境活動の実績集計

・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

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

・決められたことを守り、自主的、積極的に環境活動へ参加

・環境管理責任者の補佐
・ひょうご事務局との連絡、連携

環境活動実施者

事　務　局
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統 括 責 任 者

環境管理責任者

推
進
リ
ー

ダ
ー

　総 務 部

　営業・業務統括本部

役 割・責 任・権 限

推進リーダー

環境活動実施者
　　　　　　・本社従業員　　　　・タスライフ事業部従業員
　　　　　　・本社付き作業員

営業・業務統括管理部
部 長

総 務 部
部 長

統括責任者 代表取締役
常務取締役

新谷 清二
新谷 一城

専務取締役

新谷 稔
環境管理責任者

部 長

市原 克美
事 務 局
総 務 部

※外販事業部は

対象外とする

※タスライフ事業部は

2024年度運用開始



達成率
（％）

98

97

72

101

95

107

125

75

電力のCO２発生量については、 ◯ … 達成

四国電力の調整後排出係数0.535㎏―CO2／kWh)を使用。 × … 未達

(平成30年度実績に基づく)

組織本来の取組みとして、環境負荷の少ない洗剤の使用に取り組みます。

使用状況の異なる電気とガソリンを分けて目標設定します。
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＊1．

＊2．

＊3．

◯ コ メ ン ト

二酸化炭素の削減

ビルクリーニング技能検定試験の練習を研修センターで行った。エア
コンと、ポリッシャーを使用したので、研修センター電気使用量が増
加となった。
自動車燃料に関しては、社有車1台をディーゼルエンジンに変更、も
う1台をハイブリッド車に変更しているため、ガソリンの使用量削減に
つながった。社有車は年々燃費が悪くなっているので、今後の買換
えは、電気自動車への変更も検討していく。本社から近い場所への
移動の際は、社有車ではなく、自転車を使用することと、社有車に
は、不要な資機材を積載しないように引き続き呼びかけていくこと
で、ガソリン使用量を減らしていく。

廃棄物排出量の削減
文書のデータ化を呼びかけているが、目標達成出来なかった。社内
のDX化を検討中で、それに伴って、紙媒体を削減していく。

使用水量の削減 夏場の水の使用量を削減できたので、目標が達成できた。

化学物質（白塩酸）の削減
外壁タイル洗い等で白塩酸を使用していたが、塩酸系を使えない現
場が増えているため目標を達成できた。代替品を検討し、白塩酸使
用量を削減していく。

環境配慮型洗剤の推進
定期的に取引業者にヒアリングやサンプル提供をしてもらっている。
作業現場で使用できるようであれば、代替品として今後交換してい
く。

×

化学物質（白塩酸）の削減 ㎏ 640 627 500 ◯

環境配慮型洗剤の推進 ※2 品目 6 8 6

◯

廃棄物排出量の削減 ㎏ 636 623 657 ×

使用水量の削減 ㎥ 358 351 328

×

ガソリン使用量 ※3 L 38,532 37,761 37,468 ◯

25,676
電 気 ※3

本社

研修ｾﾝﾀｰ 6,317 6,191 8,559 ×kWh

kWh 25,405 24,897

6-1. 環境経営目標の実績

◯ 取組期間（令和3年度） (令和3年7月～令和4年6月)

×

目　的 単 位
基 準 年

（平成28/令和1年）
目　標 実　績 評 価

二酸化炭素の削減 ※1 ㎏-CO1 112,111 109,869 112,384



・効率の良い作業による使用量 ・作業時に効率的な使用が実施
できている。

・白塩酸使用量は減少傾向にあ
るので,継続して削減に努めた
い。の削減　

・順次使用品目を検討し、同じ商
品であれば環境配慮型洗剤を購
入している。

・常に環境配慮型商品に新商品
があるかチェックしていたが、
様々な理由で導入に至らないこ
ともある。評価基準（導入品目
数）の変更も検討したい。

・環境配慮型洗剤の優先購入

・洋式便器のレバーの大小を使
い分けて節水に努めるよう周知
していく。・節水器具の取り付け

④化学物質（白塩酸）の削減

②一般廃棄物の削減

・両面印刷・コピーの徹底 ・両面印刷・コピーの徹底、裏紙
利用による節約、文書の電子化
にも取組んでいるが、一般廃棄
物の量が減りにくい。

・文書の電子化も取り組んではい
るが目標達成のためには今以上
にペーパレス化の推進のため電
子データの活用をさらに検討して
いきたい。

・文書の電子化の促進

・裏紙利用による節約

・節水器具の取り付けは不十分
であるが、節水シール、ポスター
の掲示は出来ている。
・夏期の水使用量が少なかった。
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評　価

①二酸化炭素排出量の削減

1）電気使用量の削減 ・本社事務所の冬場のエアコン
の稼働率が高く、電気使用量
は、2月、3月が多かった。
・研修センターは、ビルクリーニン
グ技能検定試験の練習で開放時
間が多かった為、電気使用量の
削減とはならなかった。

・研修センター1Fは使用後の消
灯の徹底を呼びかけていく。2
月、3月の電気使用量が多いの
で、エアコンの設定温度を夏場は
28℃より下げない冬場は20℃よ
り上げないように注意喚起してい
く。ウォームビズを呼びかける。

・空調の適温化

・昼休み、残業時照明消灯

・空調のメンテナンス実施

・省エネ照明器具の導入

③水使用量の削減

・節水シール、ポスターの掲示

⑤環境に配慮した洗剤の使用促進

・社有車の運転手には不要な資
機材を積載しないこと、燃費を向
上するような運転をするよう呼び
かける。
・近距離の移動に関しては自転
車を利用することを呼びかける。

6-2. 環境経営計画の取組結果と評価

活動計画の内容 取組結果

2）ガソリン使用量の削減

・エコドライブの励行

・ガソリンの使用量は減少した。
・特定の人だけが、近距離移動
で自転車をよく利用している。

・近距離の自転車利用

・車両内貨物の軽減



令和3年度

㎏-CO2 112,111 109,869

本社 kWh 25,405 24,897

研修ｾﾝﾀｰ kWh 6,317 6,191

L 38,532 37,761

㎏ 636 623

㎥ 358 351

㎏ 640 627

＊1．

(平成30年度実績に基づく)

＊2． 一般廃棄物は、年間実績値を基準値とします。

＊3． 組織本来の取組みとして、環境負荷の少ない洗剤の使用に取り組みます。

実施責任者

営業・業務統括
管理部

業務一課係長

総務部総務課
係長

総務部総務課

営業・業務統括
管理部

現業課　課長
営業・業務統括

管理部
現業課　課長

6-3. 次年度および中長期の環境経営目標

【令和4年度の目標に取組む】

目　的 単 位
基 準 年 度

(平成28年度/令和１年度) 令和4年度

目　　標

二酸化炭素の 削減　＊1 108,748

電 気
24,643

6,127

ガソリン使用量 37,376

目的 具体的取組項目

廃棄物排出量の削減 ＊２ 617

使用水量の削減 347

化学物質（白塩酸）の削減 621

電力のCO２発生量については、四国電力の調整後排出係数0.535㎏―CO２／KWh)を使用しました。

令和2年度は目標未達のため、基準年度からの目標数値を継続し、
令和5年度までに3％の削減を目標とします。

次年度の環境経営計画

二酸化炭素の削減

①空調の適温化
②未使用箇所の照明消灯の徹底
③省エネ照明器具の導入
④エコドライブの励行
⑤近距離の自転車利用

廃棄物排出量の削減

①裏紙利用による節約
②印刷時の両面印刷の実施
③ペーパーレス化の促進
④ミスプリントの削減

使用水量の削減
①節水の呼びかけ実施
②節水器具の取付

化学物質（白塩酸）の削
減

①効率の良い作業による使用量の削減
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環境配慮型洗剤の推進 ①環境配慮型洗剤の優先購入



№ 法　令　名 チ ェ ッ ク 項 目 条文No. 条文タイトル 順守状況

1
廃棄物の処理
及び清掃に関する法律

廃棄物の排出を依頼する場合には委託契約書を
締結する。産業廃棄物はマニフェストを発行し、
収集運搬、中間処理、最終処理の確認を実施す
る。マニフェスト発行から5年間記録を保管する。
香川県へのマニフェストに関する報告書を提出。
産業廃棄物は見やすい場所へ保管場所である
旨、保管する産業廃棄物の種類等の表示をした
掲示板を設置する等を守る。

第12条等
施行規則

8条等
事業者の責務 〇

2

フロン類の使用の合理
化及び管理の適正化に
関する法律(フロン排出
抑制法)

業務用エアコン（第１種特定製品）の適正管理(簡
易点検)を行う。

第5条
指定製品及び特定
製品の管理者の責
務

〇

3

特定化学物質の環境へ
の排出量の把握等及び
管理の改善の促進に関
する法律（化管法）

化学物質の適正管理及び性状と取扱いの周知
を行う。

第4条 事業者の責務 〇

4 グリーン購入法 出来る限り環境物品等を選択する。 第5条 事業者の責務 〇

5
特定家庭用機器再商品
化法 (家電リサイクル法)

特定家庭用機器（エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍
車・洗濯機・乾燥機）を排出する場合はリサイク
ル料の支払いを行う。

第6条
事業者および消費者
の責務

〇

6 香川県環境基本条例

事業活動を行うに当たっては、公害の防止その
他の環境への負荷の低減、又は自然環境の適
正な保全の為に必要な措置を講じなければなら
ない。

第5条 事業者の責務 〇

7
みどり豊かでうるおいの
ある県土づくり条例

事業者は、県が実施する緑化の推進とみどりの
保全に関する施策に協力するよう努める。

第4条
県民及び事業者の
責務

〇

8
香川県生活環境の保全
に関する条例

地球温暖化防止の理解を深め、自動車による
C02の排出を抑制するため、エコ運転を励行す

る。
第90条

事業者における温室
効果ガスの排出抑制
等

〇

9 同　　上
事業所にて発生する廃棄物の減少に努め資源
の有効活用を図ると共に、電気の使用量を削減
し省エネルギー活動を推進する。

第92条
省資源及び省エネル
ギーのための行動

〇

10 同　　上
エネルギーの消費量が少ない電気機器等の使
用及び電気機器等の効率的な使用に努める。

第93条
エネルギーの消費量
が少ない電気機器等
の使用等

〇

11 同　　上
環境マネジメントプログラム展開体制の組織を設
置する。

第96条
普及啓発のための組
織

〇

12 同　　上 アイドリングストップの励行する。 第99条
自動車等の駐停車
時の原動機の停止

〇

13 高松市環境基本条例
事業活動によって発生する廃棄物を適正に処理
する。

第5条 事業者の責務 〇

〇 ：遵守

× ：違反

― ：なしなお、関係当局よりの違反などの指摘、訴訟は過去３年間ありません。
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7. 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

（1）環境関連法規の遵守状況の確認及び評価の結果

　当社に該当する主な環境関連法規は下記の通りです。

（2）違反、訴訟などの有無

環境関連法規への違反はありません。



　ガソリン使用量の削減と水使用量と白塩酸の使用量については、目標が達成できた。社有
車の更新時に燃費の良いハイブリッド車や電気自動車を検討していく。研修センターの電気使
用量については、技能実習生のビルクリーニング試験の練習で仕方ない面があるが、本社電
気使用量については、エアコンの温度設定を極端に変更しないことを徹底し、クールビズや
ウォームビズに取り組みたい。また、会社のDX化に取り組んでおり、ペーパーレス化（会議用
資料、稟議決済等を減らす）を進めていく。
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　ガソリン使用量の削減、使用水量の削減、化学物質（白塩酸）の使用量の削減について目標
が達成できた。
自動車燃料の削減については、ガソリン車をディーゼル車やハイブリッド車、さらには電気自動
車への買い換えが出来れば、ガソリン使用量は削減できるが、インフラ設備や商用車両となる
と難しい。　　　電気使用量については、研修センターでのビルクリーニング技能検定資格取得
のための練習が増え目標達成が難しいが、本社電気使用量については、もう少し削減するた
めの努力が出来たのではないかと思われる。

　本社の電気使用量の削減については冬場の使用量が多いので、次年度はエアコンの設定
温度に頼らないようなウオームビスを工夫したい。
　社有車のハイブリッド車化や、社内稟議・承認に際しての押印不要なシステムの導入による
ペーパーレス化の検討も進んでいるので、結果としてエネルギー使用量が減るようにしたい。

【環境経営方針について】

変更の必要なし

【実施体制について】

変更の必要なし

【まとめ】

令和4年8月31日

8. 代表者による全体評価と見直し・指示

【全体評価】

【見直しについて】

　電気使用量削減には、徹底した未使用空間の消灯の実施とエアコンの設定温度の管理が必
要である。エアコンと併用で扇風機やサーキュレーターを検討したい。
　ペーパーレス化については、現在検討中であるが、紙媒体での保管を必要としないシステム
の構築を進めていかなけらばならない。

【次期目標について】


