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□ごあいさつ

＜環境経営理念＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＜環境保全への行動指針＞

１ ．

a.　5S（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）の活動の推進により職場環境の改善を図る。

b.　省資源・省エネ活動の推進により資源の有効利用を図る。

c． 適正在庫活動の推進により資源の有効利用を図る。

d．一般廃棄物や廃プラの削減や抑制に勤める。

e．絶対安全を目標として作業を行う。

2 ．

3 ．

4 ． 地域や関係団体の環境活動に積極的に参加します。

5 ． この方針が社員全員に充分理解され、その達成に向けて全員が行動出来るよう努めます。

６ ． 本環境経営方針を社内にて徹底すると共に外部に公開します。

代表取締役

制定日： 2019年1月23日

環境に影響が少なく、お客様の要望と期待に応える製品を提供し、環境に配慮した

生産活動を推進することにより、売り上げ目標の達成を図ります。

エコアクション２１により、経営の仕組みを「環境経営システム」へと深化さ

せ、その持続的な改善に努めます。

環境に関する法令はもちろん、該当する法令・条例と当社が同意するその他の要求

事項を遵守します。

環境経営方針

未来の環境を守るために、低炭素社会の構築を目指して。

株式会社 松井鉄工所は、地球環境に配慮した生産活動を通して、継続的な環境の改善に取り組

んでおります。

環境保全を経営の重要な課題と考え、社員全員が協力し、不易流行を実行し、「高い環境品質と

お客様に満足される」ものづくりに徹し、資源の有効利用と環境保全に配慮しつつ、健康で豊か

な低炭素社会の実現を目指していきます。



□組織の概要 更新日：
（１） 名称及び代表者名

株式会社松井鉄工所
代表取締役　田邊 晴康

（２） 所在地
本　　社 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷2198番7号

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者　 総務課　課長 　 　　松井　道夫　　  TEL：053-542-1224

担当者 品質管理課 　     伊藤　和典　   TEL：053-542-1224

（４） 事業内容
オートバイ・自動車試作部品の試作・切削加工、専用機部品の製造・販売

（５） 事業の規模
売上高 万円

名 名
㎡ ㎡

（６） 事業年度 1 月 1 日 ～ 12 月 31 日

□認証・登録の対象組織・活動
登録組織名： 株式会社松井鉄工所

活動： オートバイ・自動車試作部品の試作・切削加工、専用機部品の製造・販売

□事業や製品（商品）の紹介

オートバイ・自動車試作部品の試作・切削加工、専用機部品の製造・販売

主任、職長による意見交換会（水曜会）

延べ床面積　　　 2900

33,459

従業員　　　　　 39

2023年2月15日



□環境経営組織図及び役割・責任・権限表 更新日：

田邊　晴康

環境管理 責任者

環境事務局

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動への参加
全社員 ・環境経営方針の理解と環境への取組の重要性の自覚

リーダー

・自部門における環境経営方針の周知
・自部門の従業員に対する教育訓練の実施
・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
・自部門に必要な手順書の作成及び手順書による実施
・自部門の想定される事故及び緊急事態への対応のための手順書作成
・試行・訓練を実施、記録の作成
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成
・環境活動の実績集計
・環境関連法規等取りまとめ表の作成及び最新版管理
・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口
・環境経営レポートの作成、公開（事務所に備え付けと地域事務局への送付）

・環境経営目標・環境経営計画書を確認
・環境活動の取組結果を代表者へ報告
・環境経営レポートの確認

環境事務局

・環境管理責任者の補佐
・環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施

・環境経営計画の審議
・環境活動実績の確認・評価

・経営の課題とチャンスの明確化
・環境経営レポートの承認

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理
・環境関連法規等の取りまとめ表を承認

・環境管理責任者を任命
・環境経営方針の策定・見直し
・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、指示

役割・責任・権限
代表者（社長） ・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、時間等経営資源を準備

社長

松井 道夫

伊藤 和典

2023年2月15日

代表取締役

製造課

リーダー

製造課

生産技術Gr.

リーダー

総務課

リーダー

品質管理課

リーダー

業務課

リーダー



□主な環境負荷の実績
単位

※二酸化炭素排出係数 kg-CO2/kWh 電力会社の調整後の係数　

□環境経営目標及びその実績

〇

〇

〇

〇

〇

二酸化炭素：コロナ禍による生産活動停滞のため、大幅な削減となった。
一般廃棄物：コロナ禍による生産活動停滞のため、大幅な削減となった。
廃プラの削減：分別を徹底し、廃プラの回収を極端に減らした。
水道水の削減：コロナ禍により生産活動停滞が停滞したが、大幅な削減とはならなかった。

環境に配慮した生産活
動

行動目標（次項による）

評価

切削油の削減は､加工をする製品の品質に関わるので､大胆な削減は不可です。
切削油の廃油に関しては､具体的な削減目標等は設けず､実績値の把握も省略しています。

灯油は部品洗浄のみに利用しているため、二酸化炭素排出量には含めていません。

次年度目標：コロナ禍の影響が何時まで続くかは不明だが、基準年からの削減目標の変更は行わない。

517
基準年度比 93.0% 79.7% 92.5% 92.0%

水道水の状況把握 ㎥ 562 523 448 520

基準年度比 59.0% 0.0% 15.0% 15.0%

98.0% 47.5% 97.5% 97.0%
廃プラの削減 kg 3,360 1,982 0 504

379,694
一般廃棄物の状況把握 kg 802 786 381 782 778

基準年度比

上記二酸化炭素排出量合計 kg-CO2 411,823 383,812 278,154 381,753

504

15,836

基準年度比 98.0% 82.3% 97.5% 97.0%

自動車燃料による二酸
化炭素削減

kg-CO2 16,326 16,000 13,439 15,918
93% 67% 92.5% 92.0%

（基準年/2015年) （目標） （実績） （目標） （目標）

電力による二酸化炭素
削減

kg-CO2 395,497 367,812 264,715

0.435

　　　　　　　　  　年　度
　　項　目

基準値 2022年 評
価

2023年 2024年

水道使用量 ㎥ 399 432 448

365,835 363,857
基準年度比

　産業廃棄物総排出量 kg
42,791 40,582 53,822

　一般廃棄物総排出量 kg 464 605 381

廃棄物排出量

二酸化炭素総排出量 kg-CO2 226,638 278,473 278,154

項　目 2020年 2021年 2022年



□環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の環境経営計画
数値目標：○達成　×未達成
活動：◎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

電力による二酸化炭素削減

2015年

2022年

自動車燃料による二酸化炭素削減

取組紹介欄

2015年

2022年

684 580 612
284 328 282

3月 4月 5月 12月
480 583 556 569 521 524 560 531 546

6月 7月 8月 9月 10月 11月

達成状況

237 257 337 244 225

取組結果とその評価、次年度の取組計画
数値目標 〇 コロナ禍の影響で、営業活動にも制限がかかり、期せずして目標をクリア

する事ができた。

来年度は「アフターコロナ」により、経済活動が徐々に正常化が見込まれる
ことから、ガソリンの使用料の増加が見込まれるが、引き続きエコドライブを
実施していきたい。

・アイドリングストップ ○
・効率的なルートでの営業活動 ○
・エリア別営業活動の見直し △

309 265 330 235

1月 2月

70,249 52,765 64,430 61,297 42,495 38,31554,831 52,470 49,320 30,794 38,377 53,198
91,927 83,632 63,167 63,167 54,498 58,80963,033 60,829 68,145 55,915 68,097 73,932
7月 8月 9月 10月 11月 12月1月 2月 3月 4月 5月 6月

○
・空気圧縮機のエア洩れ点検 ○

達成状況 取組結果とその評価、次年度の取組計画
数値目標 〇 コロナ禍の影響が続いており、売上が回復しておらず、原単位では目標を

クリアしていない。

来年度から購入電力会社を変更するが（株式会社U-POWER）、電気料金
も引き続き高止まりが予想されるので空調設備のフィルター清掃等をこま
めに実施していきたい。

・空調温度の適正化（冷房２５℃　暖房２4℃：事務所） ○
・空調設備の点検・清掃 ○
・不要照明の消灯

0
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一般廃棄物の状況把握

2015年

2022年

廃プラの削減

取組紹介欄

2015年

2022年 0 0 0 0
720 0 560

0 0 0 0 0 0 0

12月
0 500 0 0 560 0 520 500 0

6月 7月 8月 9月 10月 11月

0

1月 2月 3月 4月 5月

数値目標 〇 廃プラは廃棄料金が大幅に値上げされた為、2年前から重点的に管理を
行っている。
今年は一度も排出しなかった。今後は年に一度程度と予測される。

今後も、廃プラをなるべく出さないように、エアの緩衝材等を再利用するな
どし、活動を継続していきたい。

・梱包材のリサイクル推進 ○

・分別の徹底 △
#REF! #REF!

28 36 28 40

達成状況 取組結果とその評価、次年度の取組計画

119 202 8
20 48 20 36 48 20 40

12月
0 119 24 99 0 56 111 0 64

6月 7月 8月 9月 10月 11月

40

達成状況 取組結果とその評価、次年度の取組計画

#REF!

1月 2月 3月 4月 5月

数値目標 〇 「一般廃棄物＝購入コピー用紙」として把握しているため、受注量に比例
して増減するため、コロナ禍による売上減がそのまま出ている。

来年度も引き続き、リサイクルを意識した活動を継続していきたい。

・シュレッダー廃紙のリサイクル化 ○
・帳票見直しによる印刷物の削減 ○
・梱包材の再利用 △
#REF!
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水道水の状況把握

取組紹介欄

2015年

2022年

環境に配慮した生産活動
・不良率低減 △ コロナ禍により売上が前年度に比較して、大幅に減少して推移した結果、

稼働率は大幅に低下した。また感染予防の観点からも、小集団活動もまま
ならず、全体的に課題が残る結果となった。

来年度は、経済活動が正常化に向かうと思われるので、売上回復ととも
に、稼働状況の改善を行っていきたい。

・稼働率向上 ×

・顧客クレーム削減 ○
・廃棄量削減（産業廃棄物） ○

達成状況 取組結果とその評価、次年度の取組計画

0 80 0 64
109 0 93

0 77 0 76 0 72 0

12月
0 91 0 84 0 84 0 101 0

6月 7月 8月 9月 10月 11月

79

#REF!

1月 2月 3月 4月 5月

数値目標 〇 水道水は、社員数を考えるとかなり節水していると思われる。
コロナ禍の影響を多大に受けている他の項目に比べ、削減率は少ないこ
ともかなり節水していることを証明するものと思われる。

来年度も引き続き、この状態を維持できるように、水溶性切削油のロングサ
イクル化等の活動を継続していきたい。

・水溶性切削油のロングサイクル化 ○

・圧検工程の見直し ○
#REF! #REF!
#REF!

達成状況 取組結果とその評価、次年度の取組計画
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□外部からの環境上の苦情・要請等

□代表者による全体の評価と見直し・指示
実施日：

＜情　報＞ ＜見直し・指示＞
◇環境方針

◇環境経営目標・計画の達成状況 ◇環境経営目標・環境経営計画

◇その他 ◇実施体制他

環境経営方針 ☑ 変更なし □ 変更あり

環境経営目標・計画 ☑ 変更なし □ 変更あり

実施体制 ☑ 変更なし □ 変更あり

【前回の指示への取組結果】

◇自社を取り巻く環境問題の変化
 海洋生物の保護の為、プラスチックゴミの削減や温室効
果ガスの削減が国際的に注目を集めている。

今回、全面的に改定したが、来年度以降も引き続き、「高い環境品質
とお客様に満足される」ものづくりを推進してほしい。

電気代が前年対比で1.6倍に跳ね上がっている。 全体的に満足できる状態だが、電気料金の高騰は経営
には大きな負担であり、色々と施策を考えて欲しい。

利害関係者等から苦情はなかった。 PDCAサイクルの考え方にこだわらず、OODAループも手
法として取り入れていきたい。

2023年2月15日

　　　　　　　　　　　　　　　1年間苦情・要望は無し



トップへ トップへ トップへ

様式：5-01 （５．環境関連法規等のとりまとめ） 様式：13-02　（１３．取組状況の確認・評価並びに問題の是正及び予防）

承　認 作　成

松井 伊藤(和）

取りまとめ表更新日： 2022年2月16日 遵守評価日： 環境管理責任者 環境事務局

松井 伊藤(和）

環境管理責任者 環境事務局

条項

（法律、規則、施行令） 許可
届出

報告
資格 届出先 証拠 判定

・委託基準：産廃収集運搬・処理業者の許可の確認、契約

法12条5項、法12条6項、令6

条の2、則8条の2の8、則8条

の3、8条の4～8条の4の4

総務 契約書・許可証

天野商店 19.12.1

コーシン 19.12.1 ○

・保管基準 法12条2項

     掲示板：60cm×60cm以上表示 則8条

　　飛散・浸透防止

　　衛生管理

・マニフェスト交付

　B2・Ｄ票90日、Ｅ票180日以内に送付されない場合は30

日以内の知事への報告

　A、B2、D、E票の保管（5年間）

法12条の3第1～2項、第6

～8項、則8条の19、則8条

の21の2、則8条の26～29

・マニフェスト

新規交付時又は

月末 ○

知事 総務 ﾏﾆﾌｪｽﾄ

○

・産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出
法12条の3第7項、則8条の

27

・6月末まで
○

知事 総務 提出控
○

・処理の状況について確認の努力義務 法12条7項 ×

・特定施設の事前届出 法6条

・地域別騒音基準の遵守 法4条1項、2項、S43年厚・建

告示1号

・特定施設の事前届出 法6条

・地域別振動基準の遵守 法4条、S51年環境庁告示

90号

・油及び有害物質の流出事故時の措置と届出 法14条の2 油類の保管

有害物質の取り扱い

○事故

時

総務 事故（無）
○

・排水濃度の測定・記録（3年保存）、監視 法14条1項～4項、則9条の2、

則9条の3

地方条例によっては定期報告
○

総務 測定記録
○

・保守点検、清掃、記録の保管（3年間） 則5条 届出書 ○

・定期水質検査 法11条 水質検査記録 ○

・環境影響の少ない指定製品の使用に努める 法5条

・フロン類回収時の委託確認書交付と引取証明書の保存（3

年間）

法43条1項～3項

・引取証明書が30日以内に送付されない場合の知事への報

告

法45条4項
○

知事

PRTR法
・性状及び取扱に関する情報（ＳＤＳ）の受取・発行 法14条1項 第2種指定化学物質(100物

質)も対象

SDS更新毎 製造
・SDS発行受取状況

該当無し

労働安全衛生法 ＳＤＳ義務のリスク評価
法57条の3第1項 SDSが義務化された物

質

使用開始前 製造 リスク評価記録
該当無し

自動車

NOｘ・PM法

・対策地区内で排気ガス規制に適合した自動車の使用 法4条、令4条、則3条、則

4条

営業車 総務 車検証
○

指定数量未満の危険物保管の扱い 法9条の4 市町村火災予防条例：危険物保管の

指定数量1/5以上の届出

水溶性切削油

廃油 ○

消防署 現場観察

○

グリーン購入法 できる限り環境物品等を選択するよう努める 法5条 文房具等

購入先：アマゾン アスクル
総務 ○

保管： 環境事務局 遵守評価の欄：確認した記録など記入　判定欄：○×（×の場合は問題点是正／予防処置票により解決を図る）
伝達： 関連部署

トップへ

 

法規制等の名称
該当する要求事項

（対応すべき事項）
関連条例等による規制 該当する設備・項目

点検・測定頻度、

実施時期

届出・報告・資格

環境関連法規等取りまとめ表（遵守評価記録）

取りまとめ表の更新：毎年定期的な遵守評価を実施する際に制定、改正の確認を行い変更があれば更新する
とりまとめ表

2023年2月16日

遵守評価の時期：代表者による見直しの前
遵守評価記録

担当

部署

遵守評価

廃棄物処理法

産業廃棄物（金属類・

廃プラ類・廃ガラス・

廃油・木製パレット）

・契約書/許可証

につき1回/年

○

水質汚濁防止法

知事

製造

総務 ○

振動規制法

空圧機　3.7kW 2台

空調機　6.6kW 9台

空調機　4.5kW 10台

・新設/変更時

・異常音の日常

管理

○

知事 製造

総務

騒音規制法

空圧機　3.7kW 2台

空調機　6.6kW 9台

空調機　4.5kW 10台

・新設/変更時

・異常音の日常

管理

○

市町村長

○

フロン排出抑制法

業務用空調機 廃棄時

修理時

浄化槽法
浄化槽

○

消防法
製造

総務

製造
委託確認書

引取証明書
該当無し


