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(１)　事業所名及び代表者名

株式会社東洋精機製作所　 代表取締役社長　　太田　好則

(２)　 所　在　地

本社CSセンター　    〒114-8557　東京都北区滝野川5-15-4

第１章 組織概要（事業所名、所在地、事業の概要、事業規模等）

本社CS（東京都北区）

東京工場（東京都北区） 舟渡サポートセンター

（東京都板橋区）

名古屋支店

（名古屋市東区）

大阪支店（大阪府吹田市）
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（３）　環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

連　絡　先 ： TEL  03-5915-5013   FAX  03-5915-5014（品質保証室）

TEL  03-3916-8188   FAX  03-3916-8313（管　理　部）

（４）　事 業 内 容 ：　材料評価試験装置の開発・設計・製造・販売・修理

（５）　事 業 規 模

［製品出荷実績］ ： 741台（2021年度）

［従業員数］ ： 151人

 (2005年4月取得)

（１）対象範囲

対象事業所

●本社CS センター 〒114-8557　東京都北区滝野川5-15-4

●東京工場 〒115-0051　東京都北区浮間5-4-23

●舟渡サポートセンター 〒174-0041　東京都板橋区舟渡1-2-6

●大阪支店 〒564-0044　大阪府吹田市南金田2-14-35（中央社ビル）

●名古屋支店 〒461-0003　愛知県名古屋市東区筒井3-30-12

（２）レポートの対象期間及び発行日

・対象期間 2021年4月1日～2022年3月31日

・発行日

(※2022年3月に「大阪府吹田市広芝町5-3（豊田ビル）」より移転)

(※2021年6月に「愛知県名古屋市東区葵3-15-31（千種ビル）」より移転)

笹部　正雄

担当者

室井　一男

品質保証室

環境管理責任者

事　務　局

役職

認証・登録番号：　0000165

管理部

部署

品質保証室

2022年6月22日

溝口　義浩、根岸　靖博、齋藤　侑志

第2章 対象範囲（認証・登録範囲）、レポートの対象期間及び発行日
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当社は、地球環境問題が人類共通の重要課題との認識のもとに、全社をあげて環境との共
生・調和に配慮した事業活動を自主的・積極的に推進し、環境負荷削減に向けて継続的改
善に努めます。

地域の発展に協力して、地域社会との共生を図ります。また良き企業市民として社会貢献
活動を行います。

第3章 環境経営方針（基本理念と環境活動方針）

基 本 理 念

当社は，材料試験機・測定機器の設計・製造・修理などの事業活動を展開する

中で，環境に対する「基本理念」を達成するために，一人ひとりが法を遵守し，

モチベーションを高め，実効性のある環境マネジメント活動を全社で実践致します。

・製品の環境負荷の低減化に一層取り組みます。

・節電に努め、電気使用量の削減に取り組みます。

・ガソリン・水・梱包材など，使用する資源の削減に取り組みます。

・廃棄物の削減及び分別・リサイクル率の向上と，グリーン購入推進により資源

の再利用に取り組みます。

・環境経営レポートを公表し，各階層との環境コミュニケーションを深める

ことに取り組みます。上記の環境方針・環境活動指針を全従業員に周知させ、

環境目標を達成するよう推進いたします。

2022年6月6日制定

代表取締役社長 太田 好則

環 境 活 動 指 針
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４．１　2021年度環境経営目標と実績の対比表

４．１．１　東京工場・舟渡サポートセンター・本社CSセンター　

は目標未達の項目である。
※ 化学物質に関しては、PRTR法の第一種及び第二種指定化学物質リストに該当する化学物質の使

用はないため、当社「化学物質管理表」で保管量の管理のみとしている。

※舟渡電力は6%削減

2017年度実績

※容器梱包材は2020年
度実績
※舟渡ガソリンは2018
年度実績

kg kg1,721
810kg減少

34.04％減

L 11,184

304㎥減少

24.03％減

ﾘｻｲｸﾙ率:1.8％減少

L

71kg増加

6.58％増

ﾘｻｲｸﾙ率:27.1％減少

kg

kg

※容器梱包材は2020年度比

L

199㎥増加

32.47％減

137ポイント達成

4機種

56ポイント達成 66ポイント達成

2機種以上

ﾘｻｲｸﾙ率:89.4％

ﾘｻｲｸﾙ率:85.4％

ﾘｻｲｸﾙ率:77.0％

ﾘｻｲｸﾙ率:62.3％

ﾘｻｲｸﾙ率:83.6％

ﾘｻｲｸﾙ率:63.8％

㎥

ﾘｻｲｸﾙ率:13.2％減少

1,444 ㎥ 1,401 ㎥ 1,097 ㎥

2,157 kg 2,092 kg 2,372

744 kg 722 kg 793

2機種設計完了

17,705 L 17,174

143,384 kWh

kWh263,658

38,951kWh減少

26.08％減

※舟渡ｶﾞｿﾘﾝは2018年度比

255,748 kWh

3％削減

4.64％増

1,637 L
294L減少

20.95％減

L 9,722

280kg増加

9.97％増

35.66％増

2021年度目標
2017年度比総量で

249,579 kWh
6,169kWh減少

5.34％減

193,973 kWh 182,335 kWh

76,760 kWh 79,240

516 ㎥ 501

kWh
2,480kWh増加

7,452L減少

45.09％減

㎥ 700 ㎥

東工

舟渡

容器・梱包材使用量
削減

79,134 kWh

東工

舟渡

本社

東工

舟渡

取組項目

824 kg 799 kg 680 kg
120kg減少

1,049 ㎥ 7301,081 ㎥

ﾘｻｲｸﾙ率:86.4％

ﾘｻｲｸﾙ率:82.4％

ﾘｻｲｸﾙ率:74.0％

1,588 L 1,294 L

319㎥減少

2,609 kg 2,531

環境配慮製品を 環境配慮製品を 環境配慮製品を
目標通り

総トータルで 総トータルで 総トータルで 総トータルで

10ポイント増加

東工

舟渡

本社

2021年度実績
増加・減少数
削減率（増減）

購入電力
削減

ｶﾞｿﾘﾝ使用量
削減

一般廃棄物
削減

0.13％増

817L増加

17.52％減

10,688

水使用量
削減

L 10,367

※

②個別機種評価

本社

本社

環境配慮製品の
開発・設計
①全体評価 17.86％増

第4章 環境経営目標

－6－



４．１．２　大阪・名古屋支店　

は目標未達の項目である。

※ 化学物質に関しては、PRTR法の第一種及び第二種指定化学物質リストに該当する化学物質の使
用はないため、当社「化学物質管理表」で保管量の管理のみとしている。

※

㎥65

349 kg
6kg増加

1.34％減

273 kg
17kg減少

8.54％減

取組項目 2017年度実績

購入電力
削減

大阪 28,398 kWh 27,546 kWh 24,257 kWh
3,289kWh減少

14.58％減

名古屋 14,551 kWh 14,114 kWh 14,295 kWh
181kWh増加

1.76％減

2021年度目標

2021年度実績
増加・減少数
削減率（増減）

2017年度比総量で

ｶﾞｿﾘﾝ使用量
削減

大阪 9,640 L 9,351 L 9,334 L
17L減少

3.17％減

名古屋 10,588 L 10,270 L 7,697 L
2,573L減少

27.3％減

一般廃棄物
削減

大阪

名古屋

354 kg 343 kg

299 kg 290 kg

ﾘｻｲｸﾙ率:61.0％

ﾘｻｲｸﾙ率:51.3％

㎥ 46 ㎥
12㎥減少

23.33％減
大阪 60 ㎥ 58

名古屋 現状把握
6月に数値化が可能な建屋へ移
転をしたため、今期は現状把
握とした。

水使用量
削減

3％削減
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４．１．３　全社合計

は目標未達の項目である。

４．１．４　全社のＣＯ２排出量

2021年度排出量（全社）： 329,849kg-CO₂

※ 化学物質に関しては、PRTR法の第一種及び第二種指定化学物質リストに該当する化学物質の使
用はないため、当社「化学物質管理表」で保管量の管理のみとしている。

※容器梱包材は2020年度比

※舟渡電力は6%削減

0.406

0.362

合計 0.723510,755

本社

全社合計

東工LPG (kg)

ガソリン
(L)

137.1

39,231

7,697

9,334

9,722

1,294

11,184

3.00

22,555

17,857

21,655

0.276

0.079

0.009

0.068

0.066

2.32

51,504

0.474

0.474 0.206

0.114

東工

舟渡

本社

使用量項目
CO₂

排出割合

0.359

電力
(kWh)

0.474

排出
係数

CO₂排出量
地域別合計

14,585

238,409

5,804

8,781

37,560

14,295

24,257 0.027

0.018

環境配慮製品を
目標通り

3％削減

※舟渡ｶﾞｿﾘﾝは2018年度比

19.53％減

大阪

名古屋

合計

39,512

329,849

67,964

118,300

CO₂排出量
(kg-CO₂)

411

91,016

0.054

0.001

3,002

25,947

1.000

大阪

名古屋

東工

舟渡

223,824

411

79,240

143,384

249,579

購入電力
削減

ｶﾞｿﾘﾝ使用量削減

一般廃棄物削減

水使用量
削減

②個別機種評価
環境配慮製品を 環境配慮製品を

9.17％減
579,714 kWh 562,323 kWh 510,755 kWh

51,568kWh減少

14.46％減
3,101 ㎥ 3,008 ㎥ 2,573 ㎥

435㎥減少

13.37％増
2,372 kg

280kg増加

17.24％減
3,877 kg

808kg減少

4機種 2機種以上 2機種設計完了

総トータルで 総トータルで 総トータルで 総トータルで

17.86％増

50,258 L 48,750 L 39,231 L
9,519L減少

容器・梱包材使用量
削減

2,157 kg 2,092 kg

2021年度目標

2021年度実績
増加・減少数
削減率（増減）

環境配慮製品の
開発・設計
①全体評価

取組項目 2017年度実績

137ポイント達成 56ポイント達成 66ポイント達成 10ポイント増加

4,830 kg 4,685 kg

2017年度比総量で

※

都市ガス (kg) 名古屋 5.85 2.29 13 0.000 13
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４．２　2022年度環境経営目標

４．２．１　東京工場・舟渡サポートセンター・本社ＣＳセンター　

2021年度の1％削減

11,072

kWh

kWh

2021年度の1％削減

2021年度の1％削減

141,950

本社 17,705 L

11,184 L

680 kg

793 kg

ﾘｻｲｸﾙ率:64.8％

ﾘｻｲｸﾙ率:62.3％ ﾘｻｲｸﾙ率:63.3％

ﾘｻｲｸﾙ率:83.6％ ﾘｻｲｸﾙ率:84.6％

ﾘｻｲｸﾙ率:63.8％

一般廃棄物
削減

東工
2,609 kg

舟渡

二酸化炭素削減 323,700 kg-CO₂

9,722 L

取組項目

L
ｶﾞｿﾘﾝ使用量

削減

2021年度の1％削減

78,448 kWh

247,083

275,739 kg-CO₂272,575

2021年度実績

kg-CO₂

2017年度実績 2022年度目標 2023年度目標

269,822 kg-CO₂

kWh

舟渡 193,973 kWh 143,384 kWh

本社

購入電力
削減

東工 263,658 kWh

1,294

249,579

79,134 kWh 79,240 kWh

東工 10,688 L

舟渡 1,637 L

824 kg

本社
744 kg

ﾘｻｲｸﾙ率:86.4％

ﾘｻｲｸﾙ率:82.4％

ﾘｻｲｸﾙ率:74.0％

1,721 kg
2021年度の1％削減

1,704 kg

2021年度の1％削減

673 kg

2021年度の1％削減

容器・梱包材使用量
削減

2,157 kg 2,372 kg

水使用量
削減

東工 1,444 ㎥

舟渡 1,081 ㎥

本社 516 ㎥

1,097 ㎥

730 ㎥

700 ㎥

環境配慮製品の
開発・設計
①全体評価

環境配慮製品を

2機種設計完了

総トータルで

137ポイント達成

4機種
②個別機種評価

環境配慮製品を

総トータルで

66ポイント達成

ﾘｻｲｸﾙ率:85.6％

1,268

2021年度の2％削減

686 ㎥

2021年度の2％削減

2,325 kg

総トータルで 総トータルで

77ポイント達成

環境配慮製品を

3機種以上

㎥

9,528 L

2021年度の2％削減

1,687 kg

ﾘｻｲｸﾙ率:65.8％

785 kg

2021年度の1％削減

1,086 ㎥

2021年度の1％削減

723 ㎥

2021年度の1％削減

693 ㎥

2021年度の1％削減

2,348 kg

2021年度の2％削減

715 ㎥

L

2021年度の1％削減

1,281 L

2021年度の1％削減

9,625 L

ﾘｻｲｸﾙ率:64.3％

kWh

2021年度の2％削減

10,960 L

2021年度の2％削減

L

2021年度の2％削減

環境配慮製品を

77ポイント達成

3機種以上

2021年度の2％削減

140,516 kWh

2021年度の2％削減

77,655

2021年度の2％削減

666 kg

2021年度の2％削減

777 kg

2021年度の2％削減

1,075

2021年度の2％削減

244,587 kWh
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大阪・名古屋支店　

備考

68,020

購入電力
削減

大阪

kg-CO₂ 54,110 kg-CO₂

取組項目 2017年度実績 2021年度実績

大阪

名古屋

354

299

kg

kg

ﾘｻｲｸﾙ率:61.0％

ﾘｻｲｸﾙ率:51.3％

名古屋

ｶﾞｿﾘﾝ使用量
削減

大阪 9,640 L

名古屋 10,588 L

9,334 L

7,697 L

㎥

二酸化炭素削減

kg 268 kg

ﾘｻｲｸﾙ率:62.0％

28,398 kWh

名古屋 14,551 kWh

24,257 kWh

14,295 kWh

㎥

2021年度の1％削減

水使用量
削減

大阪 60 ㎥

349 kg

273 kg

46

②二酸化炭素削減は、「東京工場、舟渡サポートセンター、本社ＣＳセンター」は「購入電力量、
ガソリン使用量及びＬＰＧ使用量」、「大阪支店、名古屋支店」は「購入電力量及びガソリン使用
量」より算出した。

㎥

一般廃棄物
削減

64.5

2021年度の1％削減 2021年度の2％削減

271

①2022年5月9日のエコアクション21全体会議により、トップマネジメントで決定された2022年度の
目標、「2021年度総量比で1％削減」で活動することとしました。2023～2024年度の目標は、それぞ
れ「2021年度総量比で2％削減」、「2021年度総量比で3％削減」とした。

53,190

2021年度の2％削減

2021年度の1％削減

7,620 L

③名古屋支店は６月の拠点の移転に伴い、水の使用が共有ではなくなった。その為、来期の水使用
量削減活動の目標は、２０２１年６月からの「現状把握」から、目標を決めて活動を実施する。

③大阪支店は３月の拠点の移転に伴い、水の使用及び空調設備の使用が共有となり、「水使用量」
及び「空調使用に対する電力使用量」の測定ができなくなった。
その為、来期の水使用量削減活動は「課題を決めての活動」のみとし、「電力量削減活動」は通常
の削減活動は実施するが、目標に関しては「現状把握」とする。

数値化できないため節水
取組課題を決め、その活
動を表記する。

現状把握

63.2

9,241

346

数値化できないため節水
取組課題を決め、その活
動を表記する。

2021年度の1％削減 2021年度の2％削減

63.9 ㎥

2021年度の2％削減

L

2021年度の2％削減

7,543 L

2023年度目標

kg-CO₂

2022年度の結果
により決定

14,152 kWh 14,009 kWh

2021年度の1％削減

L 9,147

kg 342 kg

53,644 kg-CO₂

2022年度目標

2021年度の1％削減 2021年度の2％削減

ﾘｻｲｸﾙ率:63.0％

ﾘｻｲｸﾙ率:52.3％ ﾘｻｲｸﾙ率:53.3％
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全社合計

3,101

323,012 kg-CO₂

476,776 kWh

38,456 L

2,325 kg

L

2,573 ㎥ 2,505 ㎥

3機種以上

38,844 L

環境配慮製品の
開発・設計
①全体評価

総トータルで 総トータルで 総トータルで

137ポイント達成 66ポイント達成 77ポイント達成

4機種 2機種設計完了

2,157 kg

50,258 L 39,231

579,714 kWh 510,755 kWh 481,637 kWh

㎥

2,364

kg

kg

2,482 ㎥

環境配慮製品を 環境配慮製品を 環境配慮製品を

購入電力
削減

一般廃棄物削減

水使用量
削減

取組項目 2017年度実績 2021年度実績

kg

329,849 kg-CO₂ 326,219 kg-CO₂

4,830 3,877 kg 2,384 kg

2,372 kg 2,348

②個別機種評価

容器・梱包材使用量
削減

二酸化炭素削減 391,720 kg-CO₂

総トータルで

77ポイント達成

環境配慮製品を

3機種以上

2022年度目標 2023年度目標

ｶﾞｿﾘﾝ使用量削減
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5.1　組織体制について

※各役割については、弊社「環境経営マニュアル」による

5.2　各活動チームの2021年度の実績

（１）環境配慮製品設計・開発チームの取り組みについて

　全社の環境経営目標を達成するために、事業所責任者及び環境管理責任者のもと、実質的な活
動として目標項目毎に「活動チーム」を編成し、1/4期毎に活動内容のP.D.C.A進捗管理を行い、
年度末に活動結果と評価をまとめています。
各チームの主要取組内容は以下の通りです。

購入電力
チーム

廃棄物削減
チーム

水使用量削
減チーム

環境配慮製品
設計・開発

チーム

容器・梱包材
使用量削減
チーム

ガソリン使用
量削減チーム

代表者：代表取締役 社長
事業所責任者、環境管理責任者

ＥＡ２１ＥＭＳ 事務局

①今期対象製品を選定する。

②構想設計時に環境ポイントを計画する。
（右記、「構想時ポイント」）

③計画したポイントに従って設計を行うと共に、更なる
ポイント獲得（向上）にも取り組む。

④開発完了時に「最終獲得ポイント」の集計を行い、結果につ
いてレビューする。

⑤進捗の確認については、（右記）にて四半期毎に担当者が
「実績」及び「進捗状況/是正策」を記入し、責任者によるレ
ビュー（評価/指示）を行う。

年度活動計画 活動内容

構想時ポイント
・新型落錘衝撃試験機
構想時26ポイント
・セミオートメルトインデックサ
構想時30ポイント
・ベンドグラフ測寸用リニアゲージ
構想時0ポイント

　当社の 環境経営方針【基本理念】 に基づき、環境管理責任者・事業所責任者・EA21EMS事務局
及び活動チームが中心となって環境負荷削減活動を進めると共に、環境経営システムの定着及び
環境に関して遵法及び継続的改善に取り組みました。

獲得ポイント
・セミオートメルトインデックサ
　36ポイント獲得
・ベンドグラフ測寸用リニアゲージ
　30ポイント獲得

※合計1機種　66ポイント

第5章 環境経営活動
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 (２)　購入電力削減チームの取組について

(３)　廃棄物削減チームの取組について

年度活動計画

①空調管理：
必要以上の暖め過ぎ・冷やし過ぎが
無いようにエアコンの調節を行い、
不要な場所、不要な時期（4～6月・
10～12月等）は電源OFF

③資源ゴミ（ダンボール・コピー用
紙・新聞・カタログなど）の引き取
りを回収業者に依頼し、質量を測定
する。

ダンボール保管場所が一杯になったら管
理部に連絡し回収業者を呼ぶ。分類別に
質量を測定し記録する。

⑤産業廃棄物の処理を適切に行う。 4半期ごとにマニュフェスト管理票を確
認する。「産業廃棄物顧客引取品管理
簿」で、排出内容と質量を記録する。

●半期ごとに適切に記録され
ていることを確認する。

具体的展開 活動内容

6～9月（夏季）：基本28℃・12～3月
（冬季)：19℃を目安に必要以上の暖め
過ぎ・冷やし過ぎが無いようにする。
エアコンの使用台数を減らし、夏季は設
定温度28℃として、扇風機などの使用に
より冷気を廻す。
冬季は加湿器の使用により湿度を上げ
て、体感温度を上げる。ブラインドの調
節を行い、エアコンの効率を上げる。

●夏季：クールビズ
●冬季：衣服で調整する
●エアコンの間引き運転実施

年度活動計画

②照明管理：休憩時間及び使用して
いないエリアの消灯

休憩時間の消灯及び使用していないエリ
アの消灯。

②資源ゴミを一般廃棄ゴミに出さな
い様に分別監視し、リサイクル対象
品と廃棄物の分別の徹底を図る。

一般廃棄物の分別を確認し、資源ゴミは
資源回収用箱に入れさせるように指導を
行う。

●分別をメール・朝礼などで
啓蒙
●ポスターの掲示

●休憩時間の消灯確認
●蛍光灯の削減（間引き）

就業後の不使用PCモニタの電源OFF。加
工作業・製品検査で長時間持ち場を離れ
る場合、加工機、製品の機能を損なわな
い範囲で電源を切る。

③待機電力の削減：IT関連機器・加
工機及び製品検査不使用時（無駄な
電源ONを回避）

●終業後の終夜運転機以外の
停止確認

④共同施設・設備の電源管理の徹底
を図る：トイレ･エントランス・食
堂・会議室・コンプレッサー・サイ
クル変換機・恒温恒湿室など。

●コンプレッサー・サイクル変換機の管
理は管理者を決めて手順書を定め、機械
室扉に掲示する。
●こまめに消灯するように啓蒙

●質量を記録する。

●リーダー、メンバーが中心
となり、書類リサイクルの啓
蒙、朝礼での伝達

④リサイクルの種類を増やし、一般
廃棄ゴミを削減する。

更にリサイクルできるものをピックアッ
プし回収のルールを作成する。

パトロールを実施し、使用していないエ
リアの消灯、エアコン設定温度などの確
認を実施する。

⑤社内パトロールの実施 ●節電チェック対策表に確認
内容記載

●各所消灯・終業後のコンプ
レッサー・サイクル変換機の
機械室の確実な電源OFF確認

①各フロアでゴミ廃出量の記録を取
り、月の集計を掲示して目標達成の
意識付けを図る。

●担当者に適切なシールを貼
るように指導
●ゴミ出しの手順書ポスター
の掲示

具体的展開 活動内容

エントランスに設置された「はかり」で
担当者が質量を記録する。
週末に小集計と月末に全体の集計を行
い、排出状況を毎月掲示する。
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(４)　容器・梱包材使用量削減チームの取組について

(５)　ガソリン使用量削減チームの取組について

（６）水使用量削減チームの取組について

●随時、流量を確認し、調整
を行う。

②器具のチェック 水漏れがないか各器具をチェックし、改
善を図る。

●蛇口の点検、水漏れ箇所の
点検

③梱包材のリサイクルの徹底 ●ポスターにて「梱包材のリサイクル」
を徹底させる。
●使用部署への周知徹底

●ポスターの掲示
●使用部署への啓蒙

年度活動計画

②外部より持ち込まれる製品・部品
に関して納品に使う通い箱の奨励を
図る。

通い箱に変更できる購入品、定期荷物を
特定して奨励する。

●啓蒙活動を行う。

年度活動計画 具体的展開

●ポスターの掲示。

④毎月、水道メータを記録する。そ
の際、メータの増減から明らかに異
常であると判断した場合は調査す
る。

毎月の水道使用量を記録し、問題があっ
た時は原因究明及び適宜チェックを実施
する。

●蛇口の漏れ点検など。

具体的展開 活動内容

●梱包材の使用量を記録す
る。
●アルミケースの使用を啓蒙
する。

梱包材の使用量の把握する。

●エコドライブ10のすすめ掲
示
●安全ドライブ5箇条掲示
●エコ安全ドライブチャレン
ジ実施

ポスター、回覧、朝礼にてエコ運転を啓
蒙する。

④ガソリン使用量削減のための啓蒙
を行う。

年度活動計画 具体的展開 活動内容

①車をできる限り使用しない 車での長距離移動をできる限り行わず、
公共の交通機関を利用する。都内の公共
交通機関で済む場合は、可能な限り使用
しない。

●朝礼にてアナウンス

②空気圧をチェック 給油時に、タイヤの空気圧をチェックす
る。

●自動車運行日報にチェック
欄を設け、空気圧チェック実
施を管理する。

③車の荷物をできる限り軽くする。

①梱包材の使用量の確認

活動内容

荷台に不要な物を置かない（降ろす）。 ●5S活動にて実行

③垂れ流しの防止 水道の垂れ流しの防止を徹底する。ポス
ターにて「節水｣の啓蒙を行う。

①洗面所止水栓の調節 必要最低限の流量に調節する。
（事例：ハンドル全開時流量蛇口全開で
約2～3ℓ/分に調節（手洗いで適切な流量
約4ℓ/分）
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（７）グリーン購入取組チームの取組について

6.1　環境負荷抽出結果報告

●物資使用量は、総製品販売量に紙購入量を加算した値である。

●容器・包装は、段ボール･エアパッキン･テープ等で、製品出荷時に使用するものである。

●水資源投入量と総排水量は、同じとした。

2,638

グリーン購入品の推進。 社内消耗品においてグリーン購入を推進、その記録を残す。

全社（東京工場、舟渡サポートセンター、本社CSセンター及び大阪支店・名古屋支店）におけ
る二酸化炭素排出量、廃棄物最終処分量、総排水量、及び資源(製品の原材料など)利用量の過
去2年間の実績と今年度の結果は下記の通りです。

水資源投入量
下水道
使用量

㎥
6,011

●廃棄物（一般廃棄物）最終処分量は、可燃ごみ、不燃ごみ、金属加工屑、廃プラスチックなどを
合計した値である。

3,594

（名古屋支店を除く） （名古屋支店を除く）

廃棄物量
（一般廃棄物）

t 4.71 3.74 3.82

t
21.7

（東京工場及び東京工場舟渡サポー
トセンターのみ）

20.1 10.7

（東京工場及び東京工場舟渡サポー
トセンターのみ）

（東京工場及び東京工場舟渡サポー
トセンターのみ）

主力製品販
売総重量

t

容器・梱包
材使用量

t

総生産販売量

95 77 67

5.5 4.7 2.4

※金属くず、木くず
廃油・廃アルカリ他

廃棄物量
（産業廃棄物）

最終
処分量

2,638

301,213

資源
投入量

物質使用量 ｔ
101

(95tは主力製品生産量)

82

水資源投入量
（名古屋支店を除く） （名古屋支店を除く）

上水道
使用量

2020年度

329,849

2021年度

二酸化
炭素

項目

72

㎥
6,011

年度活動計画 具体的展開

(67tは主力製品生産量)(77tは主力製品生産量)

3,594

温室効果ガス
排出量

kg-CO₂

単位

430,480

2019年度

第6章 環境経営目標の実績
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７.１　各チームの年度末評価と事業所責任者の評価

環境配慮製品設計・開発チーム

2021年度は、2製品に取り組みました。

①セミオートメルトインデックサ

　全体で36ポイント達成

②ベンドグラフ測寸用リニアゲージ

　全体で30ポイント達成

①セミオートメルトインデックサ

2

2

②ベンドグラフ測寸用リニアゲージ

3

削減項目
製品群の
重み

構想時
ポイント

完了時
ポイント

削減内容の説明

Ａ

環境配慮
製品

指示については設計者に対し啓蒙しており
ます。
環境配慮ポイント計算手順書の見直しと負
荷低減項目でRoHS対応の追加を行い来期よ
り実施予定。

負荷低減項目を追加し環境配慮の範囲を拡
大したのは良いと思います。
RoHS指令については顧客の要求も高まって
いるので、開発時にしっかりチェックする
よう啓蒙して下さい。

チームの年度末評価 事業所責任者の評価

30ポイント

Aｸﾗｽ( 点)× 10 ﾎﾟｲﾝﾄ

ﾘﾆｱｹﾞｰｼﾞ摺動回数の耐久
性向上品使用

無し

(主力26製品)

グリーン
購入

グリーン
購入

重量削減

削減項目

製品名：

製品群の
重み

(主力26製品以
外の総合カタロ
グ掲載製品)

Ｂ
無し

２個

構想時
ポイント

Bｸﾗｽ( 点)× 3 ﾎﾟｲﾝﾄ

6ポイント

ｴｱｼﾘﾝﾀﾞ使用数3→1個
SUS製ﾌﾚｰﾑ→SMC製品使用

完了時
ポイント

30ポイント

Bｸﾗｽ( 点)× 15 ﾎﾟｲﾝﾄ

削減内容の説明

５kg削減

第７章 環境経営活動の取組結果とその評価、次年度の取組内容
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東京工場

廃棄物
削減

我慢するということで目標達成することが
多かったように思いますが、作業環境にも
配慮して取り組んだ結果であることは意義
深い。
照明設備がLED化され、省力化設備となりま
した。来期はこの効果が見える取り組みを
考えてみて下さい。

使用量3％削減目標に対し約8％増となっ
た。これは走行距離が7％増加していること
が要因。燃費は約7％向上している。来年度
からの重要課題は燃費の継続維持。昨年度
の燃費実績は 16.27 km/L であり、今年度
と0.5％と差が少なく頭打ちになっている。
技術部では新入社員が多く入社したため改
めて環境活動・安全運転の啓蒙を続けてい
く。

燃費が向上したことは歓迎すべきことで
す。その要因が何によるものなのか明確に
して来期につなげて下さい。
地味で結果が見えにくい活動ですが、全員
参加の機運が高まれば当事者意識も湧いて
きます。そのためにも活動に共感を得られ
る工夫が必要です。

チームの年度末評価 事業所責任者の評価

購入電力
削減

年度総括：今期は緊急事態宣言の影響によ
り時短や残業禁止等あった中、社員の節電
に対する意識向上や努力により目標値より
さらに2%の削減が出来た。しかし、照明の
消し忘れ等の不要な消費電力も度々見受け
られた。
※2/19・2/20・2/23に照明を蛍光灯からLED
に交換工事あり。今後は使用電力量がどの
くらい減少するか注視していきたいと思い
ます。

廃棄物手順書を一部改訂しゴミの分別に関
し全建屋を通して共通認識として周知しま
した。その中で協力会社、外注に対する指
示指導項目も盛り込んだ為今後周知を生産
部を通して行ってもらいます。

108期の結果と比べると約9％削減できてい
ます。コロナ禍という同様の条件下で見れ
ばよい傾向にあります。
パトロールの報告でルールを知らない外注
がいるようです。周知を徹底して下さい。

水使用量
削減

HDT試験機の出荷が17年度28台、21年度14台
と半減したため、検査に使用する冷却水が
大幅に減少した。
個別の試験機の水使用量を測定する量水器
を購入したため、来年度測定する。その
際、流量と温度降下の関係を計測し、適切
な流量を見つける。

地道な活動で大きな変化を期待はできませ
んが、水栓の漏れなどの指摘について対策
をしっかり実施するという姿勢が大切で
す。

ガソリン
使用量
削減
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舟渡サポートセンター

廃棄物
削減

年度を通しては、新型コロナウイルスの影
響で受注が減少したことで一般廃棄物が減
少したと思われます。

3/4期同様一般ごみが増加、年間通しても増
加しており、リサイクル量についても同様
で増加の原因を把握する必要がある。また
リサイクルは昨年度比プラス、コロナを鑑
みるのであれば昨年度の方が影響が大きと
考えられる。

段ボールの再利用に努めたとのこと。４/４
期に於いて、使用量のうちどの位再利用し
たか割合を明記する必要がある。
更に段ボールが高騰傾向にあり、再利用の
徹底をお願いします。また使用量削減の新
たな取り組みを考えて下さい。

チームの年度末評価 事業所責任者の評価

購入電力
削減

2021年度は143,384kWと累計で26.08%削減出
来た。これは社員の節電努力（残業時間削
減含）、エアコンの間引き運転をやめたと
事と入れ替えによる節電効果等が大きく寄
与しています。（平均気温は0.2℃低かっ
た）引き続き新型コロナウィルス対策の換
気に留意しつつ、無駄な消費を抑えていき
ます。

4-4期及び2017年度比に於いて台数が多かっ
たにも関わらず目標達成は大いに評価でき
る。おそらく製品毎の消費量を把握したこ
とで正確な管理ができていると共に個々の
エコに対する意識の表れでもあると判断す
る。
調査以外の製品以外に更なる製品検査消費
量を把握することでより正確な状況分析が
できるので検討して下さい。

容器・梱包
材使用量削

減

一年を通して使用量は昨年より増えている
が今年度より購入量から使用量に変更して
いる為、今年度の使用量は正確な数字とし
て来期は削減に努めて行きたいと思いま
す。

今期目標1587ℓに対し1294ℓという結果とな
りました。
要因ですが大田区外注先廻りが2018年に比
べ9回少なく(約100ℓ減)、また、全体的に外
注先への訪問回数が減ったことが要因とな
ります。
※減った要因について外注先廻り担当にヒ
アリングしました。出荷製品の傾向により
左右される外注先が多くあり反映されたも
のと推測されます。
燃費(1～2月(399)+1月(6995)：11.24km/ℓ
※昨年（1～2月)：11.22km/ℓ
来期も車載荷物やルートに注意頂きガソリ
ン使用量削減に努めます。

太田区方面の外回りが減ったことが要因と
のこと、車使用に依存してガソリン消費量
が変わるのは当然である。しかし結果的に
大幅な削減に繋がったことは大いに評価で
きる。
燃費向上に向けた具体的取り組みを検討し
てみては如何でしょうか。

水使用量
削減

生活用水と製品関係用水を大まか区分。
 2021年度アトラス出荷台数：(18台×40
㎥）+生活用水（10㎥）＝730㎥
来期はこの数値を指標にして、生活用水の
把握と削減に努めていきます。

生活用水と製品検査で区分したことで、よ
り正確な管理がでたことは評価できます。
４－４期の結果を来期目標の参考にして更
なる節水に努めて下さい。

ガソリン
使用量
削減
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本社ＣＳセンター

水使用量
削減

目標未達成。　2022年度の是正案として下
記を検討中。
1) 管理部からの大型排出可燃ゴミである作
業着のリサイクル
2) 上記同様、管理部からの大型排出可燃ゴ
ミである安全靴のリサイクル
3) 1F・駐車場からの不燃物ゴミであるコン
ビニ弁当などの削減への啓蒙活動

引き続き、啓蒙活動もしっかり取り組んで
下さい。また、1）2）のリサイクルについ
ては管理部と調査していきましょう。

事業所責任者の評価

一日当たり使用量で見ると、1月は12月より
減少しているが、2月はかなり増加が見られ
る。3月に入り多少減少したが、四半期ごと
の使用量は3/4期と比較して約22％アップし
ている。水漏れ等の異常もない為、増加は
加湿器給水の影響が大きいと考えている。
前年度と比べると年間で17％ダウンしてい
るが、一時期より使用量が増加しているの
で、4月以降の使用量に注視したい。来年度
は、水漏れチェックの頻度も増やして、引
続き啓蒙活動を行っていきたい。

加湿器給水の影響だけではなく、コロナ感
染予防の為の手洗い、うがいなどの影響も
考えられる。

WEB会議による会議室、応接室の利用の増
加、更に換気を行っている中での温度調整
に努力したことについて評価します。
来期もこのような状況が続くと考えられま
す。しかし、来期はエアコン、LED照明に入
替えなどを計画しています。実施されれ
ば、かなりの削減効果期待されると思いま
す。

廃棄物
削減

ガソリン
使用量
削減

年度を通してコロナウイルスによる訪問数
の増減がガソリン使用量に直結している印
象。
現在、まん延防止等重点措置が解除され訪
問制限も減っている印象。次年度以降は訪
問件数とともにのガソリン使用量が増える
可能性は高い為、注視しつつ安全運転、エ
コ運転の啓蒙活動を進めていきたい。

今期もコロナ感染拡大という特別な環境に
あり目標値がぼやけてしまい、取り組みと
しては難しい状況でした。
来期は、稼働日数も近年に比べ少なくなり
ます。引き続き、安全運転を推奨し、結果
としてエコ運転ににつながっていくことを
啓蒙して下さい。

チームの年度末評価

購入電力
削減

年間を通じてWEB会議による会議室、応接室
の利用が増加しました。また感染症対策の
ため一部窓を開けてエアコンを利用し、こ
まめな室温管理と待機電力の削減を実施し
上記実績にて今期は締めくくりました。ま
た3/16に発生した福島県沖地震に伴う電力
供給不足により、更に節電意識を高め、暖
房温度を20℃にて一律設定して継続してい
ます。
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大阪支店

名古屋支店

廃棄物
削減

累計において目標達成することが出来まし
たが、半導体不足などによる製品出荷量が
減ったことが一つ要因として考えられる。
梱包材の再利用など心掛けたいと思いま
す。

トータル全般としては達成しており、評価
出来る。

廃棄物
削減

3/4期から事務所移転による整理のため排出
量が増えてしまった。目標達成出来なかっ
たが、最小限に抑える努力は出来た。反省
は日頃から5Sが徹底出来ていれば移転時に
もごみ排出量が更に抑えられたと思う。

事務所移転によるものと原因は明確であ
り、一定の評価致します。
事務所の支店も終わり、これから再度仕切
り直しでゴミの減量化に努めてください。

水使用量
削減

3/14より新事務所へ移転、ビル共用のため
水使用量の管理が出来なくなりました。目
標達成手段通りに取組めており、月次、累
計とも達成出来ております。

チームの年度末評価 事業所責任者の評価

購入電力
削減

名古屋支店が6月に新事務所に移動し、延べ
床面積が増えた事や、空調効率の状況が変
わったので今年度の使用量をベースに削減
できるように取り組みます。基本的な対策
で空調使用時は執務室にサーキュレーター
を設置し空調の循環効率改善、外気温に
よっては窓の開閉で電力削減に取り組みを
継続します。

延べ面積が増えたことで、空調効率が悪く
なっていることが原因である。
但し、徐々であるが改善傾向である。

水使用量
削減

2021年6月15日から新事務所に移転した為、
評価できず。2021年度の使用量のベースが
出来たので来年度から本格的な節減に取り
組む。

新事務所移転後の実績記入を指示し、来期
目標を立てる予定。

ガソリン
使用量
削減

営業商談においてはTeams等オンラインで打
ち合わせする機会が増え営業車の使用頻度
が減ったのが大きな要因かと思います。来
期以降も継続してガソリン使用量の削減に
努めます。

ガソリン使用量削減に関しては評価出来
る。
業務活動も増やしながら、意識付けを行っ
て継続して下さい。

新事務所は共用でありますが、朝礼等で注
意喚起お願いします。

ガソリン
使用量
削減

目標に対してはコロナによる外出減少の影
響もあり達成した。ガソリン使用量のコン
トロールは非常に難しいですが、来期も削
減に取り組んでまいります。

経済活動が活発になっていることから仕方
ありません。安全運転、社有車に無駄なも
のが積載されていないのかを確認徹底して
ください。空気圧チェックも忘れずに。

チームの年度末評価 事業所責任者の評価

購入電力
削減

３月に事務所移転があり、予測し辛いとこ
ろはあったが空調管理、照明管理等の徹底
により累計達成することが出来た。来期、
新事務所におきましても徹底管理します。

新事務所は、照明がＬＥＤ、エアコンも変
わり益々小エネルギーで節電効果が見込め
ます。引き続き気を抜かず管理してくださ
い。
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７.２　2022年度以降の環境経営目標の設定と展開について

（1）2022年度以降の「環境経営目標」の設定

（2）環境配慮製品開発の目標設定

７.３　その他の環境活動

(１) 教育・訓練の実施

● 教育訓練計画表及び実施記録（2021年4月～2022年3月）

－

活動記録

活動記録
議事録

－

－

活動記録

－

－

内部監査（EA21事務局)

チーム活動の進捗管理(1/4期)
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ議事録確認
更新審査
機関誌発行

特になし

緊急事態対応訓練

－

－

－

事務局

－

各チーム

特になし

－

対象者

各チーム
全チーム員

－

事務局

8

9

10

11

12

－
－

－

－

1

2

3

－

－

チーム活動の進捗管理(2/4期)
全体会議

フォローアップセミナー参加（リモート参加）

特になし

チーム活動の進捗管理(3/4期)

特になし

月

2022年5月9日のエコ活動メンバーの全体会議の中で、2022年度の目標設定については、2021
年度の実績値をベースとして、-1％の削減目標にて活動することを確認した。

環境配慮製品設計・開発は目標77ポイントと設定し、当社の環境へのアピールポイントとし
て継続して取組むこととする。

内部監査員・従業員への教育・訓練の実施を行う。

全社員へ啓蒙を図るため、“エコアクション２１（機関誌）”をEA21事務局からの発行し
た。内容はＥＡ２１ガイドライン(2017年版)中「要求事項３～４」の説明を記載した。来年
度（2022年度）からは、ＳＤＧｓを題材とした機関紙を作成・発行する予定。

－

事務局

各チーム
サンビ会
全社員
全社員

4 活動記録

実施記録

特になし5

6

7

－

チーム活動の前年度総括

内容 対象 講師

－
－
－
事務局

－

報告書

活動記録
議事録
報告書
機関誌

各チーム －

－
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（２） 地域貢献

８.１「環境法規制要求事項一覧及び遵守評価表」による自己チェック結果

『地域の環境を美化する地域社会への貢献は、環境活動の第一歩』と考え、
今後も継続していきます。

　当社が該当する、「環境基本法」から「労働安全衛生法」までの19法令の要求事項に関し
て、EMS事務局によりチェックを実施した結果、抵触する事項は0件であり、早急な改善を要
する事項も0件でありました。また、緊急事態の発生も今年度も0件でした。

  東京都知事宛に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第6項の規定に基づき、2022
年4月1日に「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を提出しました。

  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）により、業
務用冷凍空調機器（当社ではエアコンのみ）については3ヶ月に1回チェックを行っていま
す。
  また、圧縮機電動機定格出力7.5kW以上50kW未満のエアコンについては業者による点検を3
年に1度実施しています。

  事業所周辺地域とのコミュニケーションの一環として、クリーンアップ活動（通勤経路及
び事業所周辺のゴミ拾い）を本社CS及び東京工場・舟渡サポートセンターにて年に1回有志
で実施していますが、本年度はコロナウィルスによる自粛要請により、中止となった。
現在、「コロナ禍でも実施できる地域貢献」を検討し、実施に向けて活動中。

第８章 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、訴訟の有無
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８.２　関連機関等からの外部チェック結果

９.１　環境活動報告及び見直しに関して

① 内部環境監査･外部審査の結果及びフォローアップ状況

② 社外コミュニケーションの取り組み状況(苦情を含む)

③ 組織の環境パフォーマンス（教育訓練・社内啓蒙または目立った取り組み）

④ 環境経営方針・環境経営目標及び取り組み状況の把握と評価

⑤ 是正処置及び予防処置の状況（緊急事態への準備含む）

当社はトップダウンにより、遵法精神に基づく環境経営活動及び企業活動を全従業員に強
く意識付けています。

6月8日の「サンビ会」(全役員・部長・次長の参加)において、2021年6月実施の内部環境監
査の活動結果をふまえた報告を実施しました。その評価内容は以下の通りです。
2021年度　EMSマネジメントレビューより抜粋。

当社が該当する、省資源と廃棄物、省エネと気候変動、自然保護等の各法規制等に抵触する
旨の指摘及び訴訟は、関係機関等からはありませんでした。

2）予防処置： 予想される新たな環境負荷や現状から大きな環境負荷に繋がるような事象
はない。

1）内部環境監査は，東京工場・舟渡サポートセンターで2021年6月15日及び18日に実施。
「不適合事項」について「是正処置書」を発行し品質保証室にて適切に管理対応している。

2）更新審査を2021年7月16日に実施、更新が認定された。また、指示事項・推奨事項は適切
に管理対応している。

1）クリーンアップ活動は，新型コロナの状況により中止。代替案として、使用済み切手の
収集、ペットボトルキャップの収集などを検討中。

2）外部からの苦情はなく特段問題はない。

1）教育訓練では内部監査員通信講座を実施、18名の環境内部監査員が誕生した

2）社内啓蒙では、全社向けに機関誌（EA21の要求事項の説明)を発行。

事業所責任者、サンビ会による取り組み及びその評価に関しては、特段問題はない。

3）緊急事態の対応につきましては、東京工場と舟渡サポートセンターにて、漏水事故緊急
対応訓練を実施。

1）是正処置： ①の内容の通り、内部監査・外部審査の対応は管理されている。

第９章 代表者による全体評価と見直しの結果
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⑥ 前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ（アウトプット事項）

⑦ 環境側面に則した法律等の遵守状況

９.２ 　全体評価に対してトップマネジメントによる全体評価と課題

・指示事項

以上：作成者　事務局　根岸 靖博

1）2020年度はコロナウィルスによる特異な年度だったため、2021年度はその2020年度の目
標であった「2017年度の-3％」を再度、目標値の基本とする。
⇒一部チーム以外は2017年度の-3％を目標として活動を実施した。

2）コロナウィルスによってマイナスであることが多々あったが、「リモート営業」等によ
りガソリンの使用量を抑えられる等、マイナス面をプラス面に利用するように心がける。
⇒リモート営業、TV会議システムを活用し、ガソリンの使用量を抑えることを実施した。

1）「環境法規制等要求事項一覧及び遵守評価表」にてチェックを実施。
新たな法規制などについても適宜、情報を入手し対応している。
特段問題なし。

2）東京都（全社）、北区（本社、東京工場）及び板橋区（サポートセンター）に提出する
年度毎の調査表等は提出済。

削減活動は、前年度と同じ2017年度比3%削減で進めてきましたが、新型コロナウィルスの影
響により、極端な削減幅の減少がみられる。そこで、同じ社会状況であった前年度の結果と
比較すると、全体的に微削減がなされており、東京工場のガソリンだけが増加を示してい
る。ストップがかかっていた依頼社外校正などが動き出したことの反映と推測されるので、
前述したとおり、同じ状況下において、2017年度比では外的要因による減少が大きく評価が
難しいが、前年度比（環境活動2020：2021比較表参照）で見たとき、微小ながらも削減が進
んだことが確認できることから、削減活動は有効であったと評価できる。

①目標値に関して、2022年度は2021年度の「-1％」とし、また2023年度は
  「-2％」、2024年度は「-3％」を基本とし、活動を実施する。

②SDGｓの基本情報を機関誌により、全社員へ少しずつ知恵を蓄えて頂きたい

3）「定時の換気」に関し、今後は「CO2センサー」を各所へ導入、その数値より換気の必要
性を決定し、できるだけエアコンの効率を下げることを抑える活動をする。
⇒食堂等、各所に「CO2センサー」を設置、また定時に窓開け換気をする等を実施した。

－24－


