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1.事業者活動の概要

(1) 事業者及び代表者指名

株式会社新潟マテリアル

代表取締役　工藤 敏博

(2) 所在地

本社(新潟工場)

〒959-0161　新潟県長岡市竹森1510

(3) 環境管理責任者及び担当者

①環境管理責任者 技術課課長　高坂 和馬

②EMS事務局長 技術課課長　高坂 和馬

③連絡先(本社新潟工場) 電話：0256-97-3791

FAX：0256-97-3902

(4) 事業概要

建設機械・産業機械並びに自動車部品等の各種鍛造加工品の製造及び販売

(5) 事業規模

①売上高

2,549 百万円　（２０２１年４月～２０２２年３月）

②従業員数

本社(新潟工場) ３６名

東京オフィス ３名　（２０２３年１月現在）

③敷地面積

本社(新潟工場) 敷地面積 １２,３４８ ㎡

建物面積 　４,７６１㎡（２０２２年３月現在）

(6)対象期間

２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日
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2.対象範囲

(1)対象事業

全組織・全活動

(2)環境経営マネジメント推進組織図

製造課

生産管理課

技術課

営業課

環境委員

代表取締役

(環境経営マネジメント統括者)

環境管理責任者

環境委員会

製造部門

生産管理部門

技術営業部門
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(3) 役割と権限・責任

役割と権限

代表者

(環境経営マネジメント

統括者)

・代表者として環境経営全般に関して責任と権限を持つ。

・環境経営方針を策定し、従業員に周知する。

・EMSの実施及び管理に必要な資源（人・物・金・顧客ニーズ・技術・情報）

への投資の承認。

・EA21全体の取組状況に関し、評価・見直しを実施する。

・環境経営レポートの承認

・経営における課題とチャンスを明確にする。

環境管理責任者

・EA21の要求事項を満たす環境経営システムを構築・実行し環境面の実績を向

上させる。

・上記の結果を社長に報告する。

・EA21文書類（環境経営方針を除く）の承認を行う。

・EMS全般の舵取りを実施する。

・環境経営レポートの確認

環境委員会

・EA21環境経営システムを構築し、文書化し実行を推進する。

・環境への負荷の自己チェックを評価する。

・環境への取組の自己チェックを評価する。

・環境管理責任者を補佐し、問題点の審議と解決策を立案する

EMS事務局

・環境への負荷及び取組の自己チェックの取り纏め。

・環境経営目標・環境改善項目の取り纏め。

・環境関連法規制の遵守状況の確認及び情報収集。

・環境経営目標管理表による状況の報告及び評価。

・社内外の環境経営情報の収集と伝達を実施する。

・環境経営レポートの作成及び外部コミュニケーションへの記録。

製造部門

生産管理部門

技術営業部門

・自部門の環境経営目標、環境経営計画の達成と実績の把握を行う。

・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内関係者に周知

する。

・自部門に関連する法規制等を遵守する。

・自部門の教育・訓練を実施する。

・社内外の環境経営情報の収集と伝達を実施する。

・自部門の緊急事態への準備及び対応の訓練を実施する。
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3.環境経営方針
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4.環境経営目標

注記1.購入電力の排出係数については、国が公表する電気事業者別排出係数を使用。

今回の環境経営目標は2020年度テプコカスタマーサービス㈱の0.441kg-CO2/kWhを使用した

注記2.「二酸化炭素排出量削減」、「廃棄物(総量)」、「水使用量削減」は生産量に比例する。

 今回の環境経営レポートでは生産量あたりの原単位とする。

5 化学物質の適正管理 事務 適正 適正

6 操業時間の増加 現場 66.4 % +3.6% 70.0

廃棄物(総量）削減 全社

2021年度目標年度

二酸化炭素排出量削減 全社

5.5

1

-1% 0.25

4
大気汚染・騒音振動・土壌汚染・水質

汚濁等環境法令遵守
全社 1 回/年 1 -

3 水使用量削減 全社 0.26 ㎥/ton

廃棄物(最終処分量）削減 全社 5.6 ton

2020年度実績

0.78
ton-CO2

/ton
-1%

会社内・周辺の清掃活動 全社

2-1

2-2

7 1 回/月 1

161 kg/ton -1% 159

-1%

0.77
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5.主な環境経営計画の取組

(1)金型廃棄量の削減

①現状把握

2020年度の廃棄物総量は161tonだった。

昨年度は金型の再利用で金型の廃棄量を削減する施策を実施してきたが、

今年度は金型の命数を改善して廃棄量の更なる削減を目指す。

②活動施策

・金型が割れる前にレシンクを実施して引下げ代を少なくし、レシンク回数を増やす。

・引下げ回数＋1を目指す。

・評価は生産重量ベースの原単位で比較する。

③活動結果

2021年度の金型廃棄量8.2kg/tonとなり2020年度の金型廃棄量7.8kg/tonに比べて

+0.4kg/tonで横ばいとなった。

未達の要因

・転用できる廃材の減少(金型再利用２０２０年度3.5tに対して２０２１年度は1.7tだった。)

・一部アイテムでワレのタイミングが早く、レシンク回数を増やせなかった。

来年度はアイテムを選定して活動を継続していく。

【金型廃棄量の推移】

金
型
廃
棄
量

(to
n
)

金
型
廃
棄
量

(原
単
位

)
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(2)不良鉄の削減

①現状把握

2020年度の不良率(重量)は2.95%だった。

これは2020年度の産業廃棄物総排出量の18.2%を占めている。

設備改善や作業者の育成によって廃棄物排出量を改善できると考えた。

②活動施策

・作業者の技量ではなく金型で品質を決められるよう金型の設計を変更する。

・作業者の育成（小集団活動やQM会議）で不良率を低減する。

③活動結果

2021年度の不良率は1.26%となり2020年度に比べて1.65%改善できた。

改善の要因

・金型の設計改善

・QM会議で作業者の育成をした。特にトリミング時のあたりが減少した。

不
良
鉄

/生
産
重
量

(%
)
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6.環境経営目標の2021年度実績

評価基準　A：達成率90%以上、B：達成率80%以上、C：達成率：79%以下

①二酸化炭素排出量の削減　（評価A）

作業者が減少したが、段取りや方法を工夫して生産効率を改善した。

②廃棄物削減

2-1 廃棄物(総量)削減　（評価A）

5(1)(2)で紹介した通り、金型廃棄量・不良鉄を削減し、廃棄物全体の重量を削減した。

2-2 廃棄物(最終処分量)削減　（評価B）

4T回転炉の修理で耐火レンガの廃棄量が増えた。

③水使用量削減　（評価C）

水道管が破損しており、使用量が増加した。

④大気汚染・騒音振動・土壌汚染・水質汚濁等環境法令遵守　（評価A）

3月に確認した。

⑤化学物質の適正管理　（評価A）

適正に管理した。

⑥操業時間の増加　（評価A）

2020年度に比べて-1.9%となった。作業者減で生産効率が低下した。

⑦会社内・周辺の清掃活動　（評価A）

工業廃水の汚泥とりなど毎月実施できた。

5 化学物質の適正管理 確認 適正 確認 適正 100% A

6 操業時間の増加 66.4 % 70.0 64.5 -2% A

100%

2021年度2020年度
項目No.

1 回/月 1 1 A

目標 実績 効果 評価

-4%

-10%

1

0.75 A

146 A

7.2 B

0.42 C

1 A

+22%

+38%

100%

159

5.5

0.25

基準 単位

0.77

0.26 ㎥/ton

1 回/年

0.78

ton-

CO2

/ton

161 kg/ton

5.6 ton

会社内・周辺の清掃活動

1

2-1

2-2

3

4

7

二酸化炭素排出量削減

廃棄物(総量）削減

廃棄物(最終処分量）削減

水使用量削減

大気汚染・騒音振動・土壌

汚染・水質汚濁等環境法令

遵守
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7.環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組

項目
取組

結果

ラム・ソーブロックの修理

をして、生産効率を向上さ

せた。

トリミングプレスの計画・

更新を実施する。

5(1)(2)の通り。
測定設備を導入し、不良削

減を目指す。

設備の老朽化で耐火レンガ

の廃棄量が増加した。

設備修理、定期的なメンテ

ナンスを実施して耐火レン

ガの廃棄量を削減する。

4T回転炉の冷却水が漏れて

いたため水道費増となっ

た。

評価 次年度の取組

設備点検を行い、水漏れを

防ぐ。

A

A

B

C

A

A

A

大気汚染・騒

音振動・土壌

汚染・水質汚

濁等環境法令

遵守

法令点検の計画・実施

化学物質

の適正管

理

二酸化炭

素の排出

量削減

設備の修理・更新を計

画・実施し、生産性を

向上させる

不良鉄・金型廃棄量を

削減し、廃棄量(総量)

を削減する。

設備保全を行って、耐

火レンガの廃棄量を削

減する。

廃棄物削

減

水使用量

削減

全設備停止時の材料加

熱炉冷却装置への止水

の徹底

作業環境測定、ばい煙測

定、敷地境界線を実施

公害防止管理者を新たに選

任する。

会社内・

周辺の清

掃活動

清掃活動の計画・実施 A 毎月清掃活動を実施した。
引き続き毎月の清掃を行

う。

法令を確認した。
法令は更新のたびにチェッ

クする。

金型準備を事前に行って、

段取り時間を低減した。

設備修理を計画・実施して

チョコ停時間を削減する。

化学物質の適正な取り

扱いの実施

操業時間

の増加
段取り時間の低減
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8.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)環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果

大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法など2021年度において当社の事業活動に関連する

環境関連法規について環境法規制等遵守状況チェック

①ばい煙測定②作業場環境測定③敷地境界線環境測定

①1t,1.8t,4tばい煙測定

1t,1.8t,4tの煙突から排出されるばい煙を測定

全て基準値以下

②各工場　作業場環境測定

粉塵、有機溶剤、騒音の測定をした。

・粉塵 第一管理区分

・有機溶剤 第一管理区分

・騒音 第三管理区分

騒音が第三管理区分のため、工場の表示と作業中の防音保護具の装着を義務づけている。

また、毎年作業者の特殊健康診断(じん肺、有機溶剤、聴力)を実施している。

③敷地境界線環境測定

工場周りの境界線で騒音・振動を測定した。

全て基準値以下
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9.代表者による全体評価、見直し結果(環境委員会2022年5月16日)

昨年度は受注増で生産量がコロナ前の水準に戻った。一方で直接部門、間接部門で人員不足となり、

作業者の負担が大きい一年となった。

そんな中で環境経営目標8項目中6項目を数値目標でクリアできたのは、全社員一丸となって、

施策を推し進めた結果である。未達2項目については、来年度更なる改善をもって目標達成を目指す。

2022年度からは改革を推し進めて、全社員による目標達成に向けた活動をする。

(1) 環境経営方針

変更無し

(2)環境経営目標

2021年度「環境経営目標」8項目中2項目が未達となった。

(3)環境経営システム

変更無し

(4)実施体制

実施体制については、事業活動の内容に変化がないため、現状の実施体制を維持する。
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