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□ごあいさつ

  新世紀を迎えた今、環境問題は私たちにとってますます重要になって

きています。地球的規模で環境の破壊が進み、森林は減少し続けていま

す。私たちすべての人が、自然の持つ意味について、考え直さなくては

いけない時期にきています。清香園は、明治・大正・昭和・平成と、緑

 を慈しみ育てることで皆様と共に歩み、それぞれの時代の方向性を見極 

め、人の心と緑のやさしさを大切にし、永い社業を営んでまいりました。

お客様の心をしっかり受け止め、それを緑という形として生かしたい。

　清香園のテーマは｢人と緑の調和｣です。 

  我々清香園の従業員は、たえず己を磨き高め信用を重んじ堅実を旨と

し、緑とゆとりの創造に寄与しつづけます。　  

株式会社　清  香  園

代表取締役   阪上 清之介

【社　是】

感　謝 堅　実 勇　気

【理　念】



１．組織の概要

・ 事業所名及び代表者氏名

株式会社　清 香 園

代表取締役　阪上　清之介

・ 所在地

本　　社　: 埼玉県本庄市朝日町３－２２－４

東京支店　: 東京都台東区元浅草１－１２－７－２０２

・ 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

環境管理責任者　副社長　阪上 惠保巳 TEL

FAX

Eメール

担　当　者　　　　　　　松村 一儀 TEL

FAX

Eメール

・ 事業活動の内容

造園・土木・舗装・石工事・樹木剪定・病害虫防除・除草管理

（建設業許可　大臣認可　特２１－０２０６４６号）

（一般廃棄物処理業許可（本庄市）許可　第１９号）

（産業廃棄物収集運搬業許可（東京都）第１３－００－０６９７５５）

（産業廃棄物収集運搬業許可（埼玉県）００１１０００６９７５５）

・ 事業規模

24年度 25年度 26年度

6.1億円 4.4億円 3.6億円

132件 138件 125件

・ 事業年度

8月～翌年7月

２．対象範囲

・ 登録組織名

株式会社　清香園　

株式会社　清香園　東京支店

・ 「当社は全組織・全活動・全従業員を対象として取組ます。」

27年度

受注額（支店含む） 5.2億円

工事件数（支店含む） 120件

０４９５－２２－３４１４

０４９５－２２－３８０８

seikouen@olive.ocn.ne.jp

０３－５８２７－７３７５

０３－５８２７－７３７６

matsumura@seiko-en.co.jp

延床面積（㎡） 600 30.7 630.7

本社 東京支店 合　計

従業員数（人） 28 2 30



　《基本理念》

　私たち、株式会社清香園は、事業活動が地域及び次世代の環境に及ぼす

影響を常に考え、顧客の信頼が得られる造園構築物の提供を通じて環境に

配慮し、住みよい地域環境と地球環境の実現のため、環境に配慮して行動

します。

　《基本方針》

１．次の環境保全の重要項目に対して、環境目標を設定し取組み、必要が

あれば見直しを行います。

① 二酸化炭素排出削減（電力、燃料消費の削減）

② 廃棄物の排出抑制

③ 水資源の節水

④ グリーン購入の推進

⑤ 造園に使用する薬剤の適正管理

⑥ 地域での環境活動への積極的な参加

２．環境関連の法規制、条例及び当社が同意するその他の要求事項を遵守

します。

３．この環境方針を全従業員に周知し、環境教育活動を推進します。

制定日：2013年　8月　1日

株式会社　清  香  園
代表取締役　阪上 清之介

　環　境　方　針



□主な環境負荷の実績

単位 2012年 2013年 2014年

二酸化炭素総排出量 kg-CO2 118,580.93 112,624.8988,856.33

一般廃棄物量排出量 ｔ 1.01 0.77 0.47

産業廃棄物排出量 ｔ 1,990.50 2,735.50 360.91

総排水量 ㎥ 322.80 296.80 318.00

水使用量 ㎥ 322.80 296.80 318.00

化学物質使用量 kg 213.67 213.67 367.50

購入電力 MJ 147,577.79 122,088.60 113,860.89

化石燃料 MJ 1,649,433.40 1,570,620.83 1,229,959.00

kg-CO2/kWh0.464 ← ←

□環境目標及びその実績

（基準度)（目標） （実績） （目標） （実績） （目標） （実績）

kg-CO2 6,966.0 6,896.4 5,762.9 6,826.7 5,374.5 6,757.0 5,261.3

基準年比
(2012
年）

99.0% 82.7% 98.0% 77.0% 97.0% 75.5%

kg-CO2106,075.0 105,014.3 102,532.3 103,953.579,155.7102,892.8 81,650.91

(33台） （33台） （33台） （33台） （33台） （33台）

基準年比 (2012年） 99% 96.7% 98% 74.6% 97% 77%

kg-CO2118,580.93 117,395.12112,624.89116,209.3188,856.33115,023.5098,027.1

基準年比 (2012年）99.0% 95.0% 98.0% 74.9% 97.0% 82.7%

kg 0.77 0.76 0.47 0.75 0.39

実態把握 把握完了

基準年比 (2013年） 99.0% 61.0% 98.0% 50.6%

％ 100% 99%以上 100.0 99%以上 100.0 99%以上 100.0

基準年比 (2012年）99%以上 100.0% 99%以上 100.0% 99%以上 100.0%

㎥ 322.8 319.6 296.8 316.3 318.0 313.1 319.0

基準年比 (2012年）99.0% 91.9% 98.0% 98.5% 97.0% 98.8%

％ 32.9 36.2% 67.6% 39.5% 67.5%

実態把握

基準年比 (2013年） 10%増 205.5% 20%増 105.2%増

回 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

月1回調査
毎月調査問題な

し

基準年比 （2013年）100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

回 4.0 4.0 6.0 4.0 8.0 4.0 7.0

ﾛｰﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ参加 ﾛｰﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ参加 ﾛｰﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ参加 ﾛｰﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ参加 ﾛｰﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ参加 ﾛｰﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ参加

基準年比 （2012年）100.0% 150.0% 100.0% 200.0% 100.0% 175.0%

319.00

367.50

111,462.37

1,251,315.95

※電力の二酸化炭素排出量換算値 ←

項　目 2015年

98,027.10

0.39

270.34

319.00

一般廃棄物の削減

産業廃棄物の
リサイクル

水道使用量の削減

グリーン購入 把握完了

（H25年8月～H26年7月） （H26年8月～H27年7月） （H27年8月～H28年7月）

電力の二酸化炭素
排出量削減

自動車燃料の二酸
化炭素排出量削減

　　　　　　　　　　　年
度
　　項　目

基準値

2013年 2014年 2015年

上段：通年 上段：通年 上段：通年

造園に使用する
薬剤管理

地域での環境活動
への参加

二酸化炭素総量削減



□環境活動計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容

◎よくできた　○まあまあできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況 次年度

電力による二酸化炭素排出量の削減

◎ 継続

◎ 継続

◎ 継続

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

・アイドリングストップ ◎ 継続

・急加速の抑制 ◎ 継続

・走行前車輌点検 ◎ 継続

二酸化炭素総量（温室効果ガス排出量）の削減

・購入電力 ◎ 継続

・化石燃料 ◎ 継続

・上記以外 ◎ 継続

一般廃棄物の削減

・分別ボックスの設置 ◎ 継続

・裏紙使用 ◎ 継続

・古紙のリサイクル化 ◎ 継続

産業廃棄物のリサイクル

・産廃マニフェストによる適正管理 ◎ 継続

・廃棄物の分別 ◎ 継続

水道使用量の削減

・節水シールの貼付とポスター掲示 ◎ 継続

・散水時の節水 ○ 継続

・自動水栓の取付 ◎ 継続

グリーン購入の推進

・有害性の少ない資材の購入 ◎ 継続

・省エネ性能の高い電気製品の購入 ◎ 継続

・事務用品グリーン購入比率向上 ◎ 継続

造園に使用する薬剤管理

◎ 継続

◎ 継続

◎ 継続

地域での環境活動への参加

◎ 継続

◎ 継続

◎ 継続

※ 基本的には上記の環境活動計画の取組内容を継続推進するが、加えて「評価（結果と次年度の

取組内容）」に記載した取組を推進していく。

取組み計画 評　価（結果と次年度の取組内容）

・空調温度の適正化（冷房28℃　暖房20℃） ・目標達成されている。年4回のフロン
排出抑制法に基づく点検も行ってい
る。次年度も節電を徹底し、環境目標
達成を目指す。

・不要照明の消灯（昼休みの消灯）

・節電シールをスイッチ部に貼る

・マニフェスト回収率は100％。リサイ
クル率９９％以上。次年度も社員教育
を徹底し、確実に達成させる事。

・昨年に続き目標達成が出来なかった
原因把握と削減手段を考え、達成に向
けて実行し、節水に努めてく。

・積極的にエコマーク付商品の購入に
努めた結果、全体の6割程度が対象品と
なっている。

・購入及び使用量管理
・薬剤取り扱いの危険性を理解させ、
全社員が農薬アドバイザーの資格を得
るように取り組む。

・薬剤点検

・薬剤使用教育

・目標達成されている。車両の燃費等
のデータ取りは、まだ開始していない
が、可能な限り早くから始める。

・目標達成されている。引続き、計画
に則り取組む。

・目標達成されている。
・段ボールや雑誌新聞等は、地域で行
う回収に協力した。

・ロードサポート ・ＪＲ高崎に対し、植栽活動の協力
（苗木提供）を行う。引き続き、ﾛｰﾄﾞｻ
ﾎﾟｰﾄ(地域の清掃活動)に参加してい
く。

・本庄県土協力会による清掃

・植栽活動の協力



□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

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

1廃棄物処理法 一般廃棄物、産業廃棄物の適正処理

2

3 建設リサイクル法 分別解体及び再資源化の実施義務

4騒音・振動規制法 特定建設作業時に届出

5 NOx・PM法 排気ガス規制に適合した自動車の使用

6 道路交通法、道路法 積載基準の遵守

7 家電リサイクル法 家電製品全般

8 小型家電リサイクル法

9 自動車リサイクル法

10 フロン排出抑制法 保守・簡易点検

11毒物及び劇物取締法 保管、盗難/漏洩防止

12農薬取締法

＊当社に適用される主な環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は

　遵守されていました。なお、関係当局よりの違反等の指摘・訴訟は、過去３年間ありません。

□代表者による全体の評価と見直しの結果

　今回の環境活動レポートは、3期目の1年分のデータを基に評価しました。

　昨年に引き続き、目標値以上に削減を達成しているものもありますが、水道使用量におい

ては、削減が出来ませんでした。もう一度、何が原因なのか？どうすれば改善できるか？を

社員全員で考え、直ぐ行動に移し、その活動が有効かどうかを証明しなくてはなりません。

　達成出来たから惰性に継続するのでなく、「新たな目標(目標値)の設定」と「達成の為の

努力」を続け、全社員の環境活動に対する意識の向上と社会的責任を果たして行きます。

□環境活動の紹介

・ 早朝より、ボランティアとして本社周辺の県道・市道の歩道部の清掃美化活動を行う。

（年4回：平成27年 3月の様子）

・ 環境イメージアップ ・ 自主事業 ・　安全大会

安全柵にフラワーポット設置 落ち葉プールで宝探し エコアクション２１の紹介

遵　守

本庄市環境基本条例/東京都廃棄物条例 一般収集業者の許可の確認。廃棄収集運搬・処理業者の許可の確認、契約 遵　守

遵　守

遵　守

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等） 遵守確認評価結果

遵　守

遵　守

保管、盗難/漏洩防止、近隣への周知、風向き考慮 遵　守

遵　守

遵　守

遵　守

特定小型家庭用機器が再資源化されるよう努める 遵　守

自動車の長期間使用、リサイクル料金の預託 遵　守


