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１）事業所名 株式会社　シンコー

　　代表者氏名 代表取締役社長　　榎　本　澄　男

２）所在地 本    社　　　　　　　   　　　　

〒810-0001　 福岡市中央区天神４丁目7－17

北九州営業所　　　   　　　　

〒802-0072    北九州市小倉北区東篠崎１丁目11-6

西戸崎水処理センター事業所

〒811-0321　 福岡市東区大字西戸崎243-1

３）環境管理責任者 総務人事部 　 大　神　健　一

　　連絡先 ＴＥＬ　 ：　 092-771-9515（代表） 　

ＦＡＸ　 ：　 092-714-3320

E-mail 　：   oogamikn@kab-shinko.co.jp

ＵＲＬ　 ：　 http://www.kab-shinko.co.jp/

４）事業の内容 1. 総合ビルメンテナンス業務（清掃管理・設備保守管理・警備業務・受付案内業務）

2. 下水処理施設運転保守業務

５）事業の規模

4,300万円

606人

380㎡

4月～翌年3月

売上高（2021年度） 21億7,706万円

事業所の延べ床面積

事業年度

1.　組織の概要

法人設立年月日 昭和33年10月20日

資本金

従業員数
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６）事業登録及び有資格者

 　  事業登録　：　 建築物環境衛生総合管理業 福岡県　29　総　第29号

建築物ねずみ昆虫等防除業 福岡県　29　ね　第92号

建築物飲料水貯水槽清掃業 福岡県　29　貯　第223号

警備業 福岡県公安委員会認定　68号

点検部会登録証 福岡市消防設備士会認定　第40－1－1038号

特定労働者派遣事業 厚生労働省　特40－010182

一般電気工事業 福岡県知事許可　（般ー29）　第97341号

一般管工事業 福岡県知事許可　（般ー29）　第97341号

一般造園工事業 福岡県知事許可　（般ー29）　第97341号

一般消防施設工事業 福岡県知事許可　（般ー29）　第97341号

　　有資格者　： 建築物環境衛生管理技術者 公害防止管理者（水質汚濁）

ビルクリーニング技能者 建築設備検査資格者

清掃作業監督者 下水道処理施設管理技士

ねずみ・昆虫等防除作業監督者 下水道検定　3種

貯水槽清掃作業監督者 酸素欠乏危険作業主任者

浄化槽管理士 有機溶剤作業主任者

第3種電気主任技術者 ゴンドラ取扱主任

電気工事士（1種・2種） 警備員指導教育責任者

ボイラ技士（1級・2級） 機械警備業務管理者

冷凍保安技術者（第1種～3種） 常駐警備　2級

危険物取扱者 造園施工管理技士（1級・2級）

消防設備士（甲・乙種1～7類） 造園技能士

消防設備点検資格者 不動産コンサルティング

特殊建築物等調査資格者

１）事業活動 総合ビルメンテナンス（清掃・設備管理・警備業務等）及び

下水処理施設運転保守業務

２）対象事業所 全事業所

２.　認証・登録の対象範囲

２



全従業員
・環境経営方針の理解と環境への取組の重要性を理解する。

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境経営活動へ参加する。

常務取締役

津野崎　恭敏

部　門　長

・環境経営方針、自部門の環境経営目標、環境経営計画を部門全員に周知する。

・環境経営目標達成のため、責任をもって自部門の環境経営活動を推進する。

・自部門で発生した問題点の是正処置、予防処置を実施する。

・自部門に関連する法規制等を順守する。

・自部門に関連する緊急事態への準備及び対応の訓練を実施する。

・自部門の教育・訓練を実施する。

EA21委員会

・１ヶ月に1度開催する。

・月毎の推移を確認。

・四半期毎の進捗を確認する。

EA21事務局
・環境管理責任者を補佐し、EA21文書及び記録類、及び基礎データの作成・維持・集計・管理を行う。

・社外からの環境経営情報の収集と伝達を行う。

環境管理責任者

・EA21ガイドラインの要求事項を満たす環境経営システムを構築し、実行し環境経営実績を向上させる。

・環境経営目標、環境経営計画を作成する。

・３ヶ月に1回、環境経営目標の達成状況及び環境経営計画の実行状況を確認する。

・上記の結果を代表者へ報告する。

・環境経営方針以外の環境経営文書の制改定責任者。

所　属 役  割　・　責  任　・　権  限

代　表　者

・代表者として環境経営全般について責任と権限を持つ。

・環境経営方針を作成・見直し、従業員に周知する。

・環境管理責任者、EA21事務局員を任命する。

・環境への取組を実施するための資源（人・者・金）を準備する。

・EA21全体の取組状況に関し評価、見直しを実施する。

・経営における課題とチャンスを明確にする。

ＥＡ２１　役割分担表

課長代理 係　長 課長代理 主任 課長代理

福岡空港事業所

所　長

施設管理部
作業所

清掃管理部
作業所

保安部作業所

北九州営業所

所　長

西戸崎水処理ｾﾝﾀｰ 施設管理課 緑地管理課
次　長

所　長 次　長 係　長

保安課 経理課 総務課 人事課 営業課

営業部 事業部

部　長 部　長 部　長 部　長 部　長 部　長 部　長

総務人事部

EA21事務局

施設管理部 清掃管理部 保安部 経理部

大　神　健　一 各　部　長

ＥＡ２１　実施体制図

代表取締役社長

榎　本　澄　男

環境管理責任者 EA21委員会

３



環 境 経 営 方 針

基本理念
株式会社シンコーは建物の総合管理の会社として、建物内で仕事をされる方々

ならびに利用される人々に快適な環境を提供すると共に、建物周辺の良好な環境

の維持と美化に努め、環境経営の継続的改善を行います。

また水処理部門では、下水路を介し流入した汚水を市条例で定められた水質基

準以下に浄化し、博多湾の水質向上に貢献する責務と地球環境を考えて、日々の

水処理活動を通じて環境保全に努めます。

基本方針

1、次の項目を重点項目として、継続的に取り組みます。

①電力、化石燃料等を効率的に使用し、二酸化炭素排出量を削減します。

②廃棄物の排出量を削減します。

③節水に努め、水の使用を削減します。

④化学薬品等の適正な管理に努めます。

⑤水環境の保全に貢献するため、良好な放流水質の維持に努めます。

⑥社会貢献の推進に努めます。

２、環境関連法規制等の順守

当社の事業活動に関連ある法規、規格基準、自主管理基準を順守し、

環境保全に努めます。

3、社員への周知徹底

この環境方針を当社の全社員に周知徹底させるとともに、環境保全の

重要性を認識させ、その実現に努めます。

制 定 日 平成２８年 ８月 1日

改 訂 日 令和 ２年 ４月 1日

株 式 会 社 シ ン コ ー

代表取締役社長 榎 本 澄 男
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基準値

過去3年平均値
R2年度

（平均値）
R3年度

（1％削減）
R4年度

（1.5％削減）

kg-CO２ 85,336 85,336 84,483 84,055

① 電気使用量の削減 　　　　　　　 kWh 35,791 35,791 35,433 35,254

本社 Ｌ 30,673 30,673 30,366 30,213

北九州 Ｌ 733 733 726 722

①一般廃棄物排出量の削減 　　　　　　　 kg 2,293 2,293 2,270 2,259

㎥ 136 136 135 134

- 社屋周辺清掃 社屋周辺清掃 社屋周辺清掃 社屋周辺清掃

基準値

過去3年平均値
R2年度

（平均値）
R3年度

（1％削減）
R4年度

（1.5％削減）

kg-CO２ 2,073 2,073 2,052 2,043

① ガソリン使用量の削減 　　　　　　　 Ｌ 893 893 884 880

①一般廃棄物排出量の削減 　　　　　　　 kg 1,411 1,411 1,397 1,390

- 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理

- 基準値以下 基準値以下 基準値以下 基準値以下

１．二酸化炭素排出量の削減 　　　　　　　　　　

１．過去3年間の平均値を基準値として数値目標を策定した。

備 考

②西戸崎水処理センター　

３．西戸崎の一般廃棄物削減目標は、平成29年度実績を踏まえて修正した。（957kgを1,231kgに修正）

２．二酸化炭素排出量の計算で使用した排出係数は、九州電力の平成30年度の二酸化炭素調整後排出係数0.347kg-CO2／ｋＷ

ｈを使用した。                                                                (94,892kg-CO2を　92,191kg-CO2  に修正）

２．廃棄物排出量の削減

４．化学物質の適正管理

５．自主基準以下の水質維持

４．産業廃棄物削減目標は、排出状況が定常ではないので設定していない。（廃蛍光管、廃油、廃シンナー）

4.　環境経営目標

項　目 単位

目標値

１．二酸化炭素排出量の削減

２．廃棄物排出量の削減

項　目 単位

３．水使用量の削減 　　　　　　　

①本社及び北九州営業所

② ガソリン使用量の削減 　　　　　　　

６．社屋周辺の清掃

目標値

５



５.　環境経営目標の実績

①本社及び北九州営業所

ＥＡ21を運用した令和3年4月～令和4年3月における本社の目標に対する実績は次の通り。

単位
R3年度

4月～3月の目標値
R3年度

4月～3月の実績値
目標達成
の判定

kg-CO２
84,483以下

（月平均7,040）
73,908

（月平均6,159）
○

（113％）

① 電気使用量の削減 　　　　　　　 kWh
35,433以下

（月平均2,953）
42,234

（月平均3,520）
✕

（81％）

本社 Ｌ
30,366以下

（月平均2,531）
24,927

（月平均2,077）
○

（118％）

北九州 Ｌ
726以下

（月平均61）
595

（月平均50）
○

（118％）

①一般廃棄物排出量の削減 　　　　　　　kg
2,270以下

（月平均189）
2,206

（月平均184）
○

（103％）

㎥
135以下

（月平均11.3）
136

（月平均11.3）
×

（99％）

電気使用量の削減は、コロナ感染防止対策として常時窓・ドアを開放し、冷暖房使用したため未達でした。

水削減に関してもコロナ感染対策のため、手洗い・うがいの励行により水使用量が増え、目標は未達でした。

②西戸崎水処理センター

ＥＡ21を運用した令和3年4月～令和4年3月における西戸崎水処理センターの目標に対する実績は次の通り。

単位
R3年度

4月～3月の目標値
R3年度

4月～3月の実績値
目標達成
の判定

kg-CO２
2,052以下

（月平均171）
1,950

（月平均163）
○

（105％）

① ガソリン使用量の削減
Ｌ

884以下
（月平均74）

840
（月平均70）

○
（105％）

①一般廃棄物排出量の削減 　　　　　　　kg
1,397以下

（月平均116）
2,070

（月平均173）
×

（52％）

━ ○

━ ○

二酸化炭素はガソリンのみ（自社で管理可能）を対象として計算した。

令和4年度から市職員の配属が廃止になるため、市関連の書類等を整理したため一般廃棄物の量が増え、目標超過となった。

６．社屋周辺清掃 4月より新型・変異型コロナウイルス感染防止のため年間中止とした。

６．自主基準以下の水質維持

１．二酸化炭素排出量の削減 　　　　　　　　　　

２．廃棄物排出量の削減

４．化学物質の適正管理

項　目

適正管理に努めた

処理水を自主基準以下で放流した

１．二酸化炭素排出量の削減 　　　　　　　　　　

２．廃棄物排出量の削減

３．水使用量の削減 　　　　　　　

② ガソリン使用量の削減 　　　　　　　

項　目

６



６．環境経営計画及びその取組結果とその評価、令和4年度の取組内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

実施
状況

１．二酸化炭素排出量の削減

① ○

② ○

③ ○

④ ○

① ○

② ○

③ ○

２．廃棄物排出量の削減

① ○

② ○

③ ○

３．水使用量の削減

① 〇

② △

６．社会貢献の推進

実施
状況

１．二酸化炭素排出量の削減

① ○

② ○

③ ○

２．廃棄物排出量の削減

① ○

② △

③ ○

④ ○

４．化学物質の適正管理

1 化学物質適正管理 ① ○

1 自主基準以下の水質維持 ① ○

　

評価及び令和4年度の取組内容

令和3年4月～令和4年3月の間、コロナウイルス感染
防止のため7月より中止。コロナ感染状況によるが令
和3年度は9月より実施する予定。

○社屋周辺の清掃（1回/月）

令和3年4月～令和4年3月の間、全て計画通り実施し
た。
令和4年度は①、③を継続して実施する。コピｰ用紙の裏紙利用、両面コピー（8～3

月）

1
過去3年の水使用量平均値以
下

節水意識を持って水使用の励行 コロナ感染防止対策で使用量が増え目標は未達だっ
た。
令和4年度も①、②を継続して実施する。陶器洗面ボウル下部蛇口の調整

令和3年4月～令和4年3月の間、①、②全て計画通り
実施した。令和4年度は①、➁、③を継続して実施す
る。

カーエアコンの適正な利用

環境経営計画 評価及び令和4年度の取組内容

1
過去3年の電気使用量平均値
以下

エアコンの設定温度を決め、実施する

令和3年4月～令和4年3月の間、全て計画通り実施し
た。
令和4年度も①、②、③、④を継続して実施する。

ウォームビズ、クールビズの実施

不用な照明の消灯

昼休みの消灯

2
過去3年のガソリン使用量平
均値以下

エコドライブの実施
令和3年4月～令和4年3月の間、①、②計画通り実施
した。
令和4年度は①、②、③を継続して実施する。

カーエアコンの適正な利用

令和3年4月～令和4年3月の間、全て計画通り実施し
た。
令和4年度も継続して実施する。

処理水の自主基準以下での放流
令和3年4月～令和4年3月の間、全て計画通り処理し
た。
令和4年度も継続して処理する。

外部からゴミを持ち込まない

５．自主基準以下の水質維持

化学薬品の適正な管理

1
過去3年の一般廃棄物排出量
平均値以下

分別によるリサイクルの推進

令和3年4月～令和4年3月の間、市職員配置廃止によ
る書類等の整理により廃棄物が増えた。
令和4年度は①、②、④を継続して実施する。

コピｰ用紙の裏紙利用、両面コピー（8～3
月）

効率的なルートで顧客・現場巡回

コピｰ用紙の入出庫表での細かな管理（4～7
月）

効率的なルートで顧客・現場巡回

コピｰ用紙の入出庫表での細かな管理（4～7
月）

①本社及び北九州営業所

②西戸崎水処理センター

1
過去3年のガソリン使用量平
均値以下

エコドライブの実施

1
過去3年の一般廃棄物排出量
平均値以下

外部からゴミを持ち込まない

①社屋周辺清掃1

環境経営計画

７



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

. 

当社の事業活動及びサービスに適用される環境関連法規等は次の通りである。

順守
状況

○

○

○

○

○

○

順守
状況

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

８．代表者による全体評価と見直しの結果

エネルギーの使用の合理化に関する法律 ・エネルギーの使用の合理化に関する基準　・目的、指導及び助言

①本社及び北九州営業所

・排出水の排出の制限　・排出水の汚染状態の測定等　・地下水の水質の浄化に係
る措置命令等　・事故時の措置　・無過失責任

適用される法規等 適用される事項

適用される法規等 適用される事項

廃棄物処理法：廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・廃棄物を分別し所定場所に保管　・廃棄物の投棄禁止　・廃棄物の焼却禁止（政
令以外）　・建物の大掃除実施　・その他

ビル衛生管理法施行規則：建築物における衛生的環境の確保に関する
法律施行規則

・日常清掃での除塵、状況により床維持剤の再塗布　・カーペット清掃での除塵の
ほか、必要に応じｼｬﾝﾌﾟｰｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、しみ抜き実施　・清掃機器、用具、機器保管庫の
定期点検実施

②西戸崎水処理センター

振動規制法 ・規制基準の順守義務

毒物及び劇物取締法

家電リサイクル法：特定家庭用機器再商品化法 ・ﾃﾚﾋﾞ、冷蔵庫、洗濯機、ｴｱｺﾝの長期使用、排出抑制

家電リサイクル法 ・ﾃﾚﾋﾞ・冷蔵庫・洗濯機・ｴｱｺﾝの長期使用、排出抑制

小型家電リサイクル法：使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関
する法律

自動車リサイクル法：使用済自動車の再資源化等に関する法律

フロン排出抑制法：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

水質汚濁防止法

フロン排出抑制法

・使用済小型電子機器（電話機・携帯端末等）の排出時、分別し引き渡し

・長期間使用し、使用済み自動車の抑制

廃棄物の処理及び清掃に関する法律　（産業廃棄物関係）

・第一種特定製品の３ヶ月に1回の簡易点検実施、点検及び整備に関する記録簿の作
成

・毒物又は劇物の取扱い　・毒物及び劇物の表示　・事故の際の措置

消防法
・危険物の貯蔵等の取締り通則　・指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術
上の基準　・消火活動　・貯蔵基準　・危険物取扱者の選任

下水道法
・放流水の水質の基準　・放流水の水質検査　・終末処理場の維持管理　・発生汚
泥等の処理

悪臭防止法 ・規制基準の順守義務　・悪臭が生ずる物の焼却禁止　・事故時の処置

騒音規制法 ・規制基準の順守義務

令和4年3月に上記の環境関連法規等の遵守状況を確認・評価した結果、違反はありませんでした。
また、関係機関等からの指摘、利害関係者からの訴訟もありませんでした。
平成29年10月の法改正により、廃蛍光ランプは水銀を含んでいるため、事業系一般廃棄物から産業廃棄物に変更されたため、処分
する場合は取扱いに注意しています。

・第一種特定製品の３ヶ月に1回の簡易点検実施、点検及び整備に関する記録簿の作
成

令和3年度本社の目標において、電気使用量に関しては前年度同様新型コロナウイルス感染防止のため、窓・ドア等を開放し冷暖房
使用したため削減できなかった。水使用についてもコロナ対策として、手洗い・うがいの励行により削減できなかった。。西戸崎事
業所においては、令和4年度より市職員の常駐が廃止になるため書類等の整理整頓で廃棄物が増えた。また毎月実施している社屋周
辺清掃及び除草作業については、コロナ感染防止ために年間を通し中止したが、令和4年度はコロナウイルス感染状況を見据え、時
機を見て再開したい。

PRTR法 ・特定化学物質の環境への排出量の把握　・排出量

大気汚染防止法 ・事故時の措置　・無過失責任・排出ガスの基準

・産業廃棄物保管規準　・産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃棄物　・産
業廃棄物の処分を委託できる者　・事業者の処理

８


