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７月１日～翌年６月３０日

   Ⅰ認証・登録　：  　全組織・全活動

   Ⅱ対象期間及び発行日  　表紙に記載

　Ⅵ 事業年度

対象範囲

活動規模
売上高（百万円）

従業員（人）
床面積（ｍ2） 2,382

組織の概要　

　Ⅰ 事業所名及び代表者

　Ⅱ 所在地（対象事業所）

　Ⅲ 環境管理責任者及び連絡先

　Ⅳ 事業内容

　Ⅴ 事業規模



堤　秀樹

2．行動指針

　　株式会社ツツミ製作所は、基本理念に基づき、今、良好な地球環境の保全が　　
　人類共通の最重要課題であることを全社員が認識し、自らの行動に責任を持ち
　全社を挙げて生産活動に関わる全ての面での環境負荷の低減に取組み、
　会社周辺地域の自然環境との調和を基本とした事業活動を行います。　

　　次の事項を重点テーマとして、環境目標を設定し、効果的な取組みを継続的に行います。
　　　①二酸化炭素の排出量削減
　　　②廃棄物の排出量削減
　　　③水の使用量削減
　　　④化学物質の使用量削減　
　　　⑤環境に配慮した製品及びサービスの提供

3．環境関連法規制等を遵守します。

　　　環境関連法規制及び、同意したその他の要求事項を遵守します。
　　　RoHS対応など、環境に配慮した製品の製造を、顧客の要求により都度対応してゆきます。　

4．環境教育訓練を実施し、全従業員に環境保全の大切さを認識させます。
　　
　　環境方針は、全従業員に周知し、重点テーマを実施します。

5．地域住民の皆様との環境コミュニケーションに取り組みます。

　　環境活動レポートを公表し、当社の活動に理解をしていただけるよう努めます。

令和元年8月１日

　地球環境に配慮することを基本とした企業活動を行います。　

環境方針

株式会社　ツツミ製作所

代表取締役社長　

1.基本理念

　　株式会社ツツミ製作所は各種油圧関連部品の製造を通じ、お客様のニーズと期待に応え
　産業界の省力化への貢献と製品品質の向上をはかります。また、伊豆の地域性を生かし、



中期の目標

排出量
(Kg)

%

453,517     453,517    100% -0.3% 452,156         -0.6% 451,452         -0.9% 450,089         

電力使用量の削減 808,661     414,034    91.3% -0.3% 806,235         -0.6% 803,809         -0.9% 801,383         

ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減 9,861         22,878      5.0% -0.3% 9,831             -0.6% 9,802             -0.9% 9,772             

軽油使用量の削減 4,593             11,850 2.6% -0.3% 4,579             -0.6% 4,565             -0.9% 4,552             

LPG使用量の削減 1,585         4,755        1.0% -0.3% 1,580             -0.6% 1,575             -0.9% 1,571             

灯油使用量の削減 265            660           0.1% -0.3% 264                -0.6% 263                -0.9% 263                

3.10           -1.0% 3.07               -2.0% 3.04               -3.0% 3.01               

1.70            -- 　- -2.0% 4.90               -3.0% 1.65               

1,781         -1.0% 1,763             -2.0% 1,745             -3.0% 1,728             

4,060         　--  -- 現状維持 4,060             

71              　- 　--　  --  -- -6.0% 66                  

電力二酸化炭素換算係数： 0.512

*基準値の変更　　(R1　代表者による見直し・指示による)
　・産業廃棄物排出量の削減 最終処分(埋立)しているもの。再利用しているものは含めず。

*係数変更・実績により30年度を基準値とし中期計画を作成する。

Kg-co2/KWh （㈱楽天エナジーH30実績）を使用

基準値
（H30）

単位

化学物質使用量の削減 Kg

不良製品の削減 件

産業廃棄物排出量の削減 t

水道使用量の削減 m3

KWh

L

L

m3

一般廃棄物排出量の削減 t

L

環境経営目標

目標値

R1年度 R1.7～R2.6 R2年度 　R2.7～R3.6 R3年度R3.7～R4.6

二酸化炭素排出量の削減 Kg-CO2



①二酸化炭素総排出量削減

７月 ９月 １１月 １月 ３月 ５月

 ①立案 ･ 検討

 ②従業員の教育

 ③実施

 ④ﾃﾞｰﾀ記録と見直し

 ①立案 ･ 検討

 ②従業員の教育

 ③実施

 ④ﾃﾞｰﾀ記録と見直し

 ①立案 ･ 検討

 ②従業員の教育

 ③実施

②廃棄物削減

７月 ９月 １１月 １月 ３月 ５月

 ①立案 ･ 検討

 ②従業員の教育

 ③実施

 ④ﾃﾞｰﾀ記録と見直し

　・機械毎による交換頻度の検討  ①立案 ･ 検討

　・再生化によるﾛﾝｸﾞﾗﾝ化  ③実施

③上下水量削減

７月 ９月 １１月 １月 ３月 ５月

 ①立案 ･ 検討

 ②従業員の教育

 ③実施

 ④記録の見直し

④環境に配慮した製品およびサービスの提供

７月 ９月 １１月 １月 ３月 ５月

 ①立案 ･ 検討

 ②従業員の教育

 ③実施

 ④ﾃﾞｰﾀ記録と見直し

⑤　地域との環境コミュニケーション

７月 ９月 １１月 １月 ３月 ５月

側溝清掃  ③実施 堤

内田

担当

内田

担当

担当

内田

担当

堤

内田

担当実施項目

・節水に繋がる表示を積極的に行う
・機械使用後水バルブは閉める（確認の励行）
・洗濯機の水出しっ放しに注意する

実施項目

・不良数量の把握
・品目の把握
・問題点と改善案の教育
・測定工具の校正

実施項目

一
般

産
廃

水

・冷房、暖房の温度上限・下限の徹底
（ﾘﾓｺﾝ付近に温度表示）
.・ｴｱｺﾝﾌｨﾙﾀｰの清掃
　事務所、食堂…2回/年（1､7月）
　現場……1回/年（ｼｰｽﾞﾝ運転前）※冷房のみ
　測定室…3回/年（1､5､9月）
　研磨室（恒温室）…3回/年（1､5､9月）
・ｴｱｰ漏れの撲滅（ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ）
・製品加工方法の検討。

　・ﾎﾞｲﾗｰ運転時間の設定
　　（8時～17時）
　・設定温度下限にて運転
　　（手洗い用）

　・ｴｱｺﾝは極力使用しない
　・急発進、急加速はしない
　・目的地までは最短距離で行く

実施項目

・ｺﾞﾐの計量、内訳表に記入
　　（記録3年間保存）
・両面ｺﾋﾟｰの徹底
・通い箱の改善（ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ、新聞紙）
・裁断機により紙の再利用を行う

環境活動計画

実施スケジュール

実施スケジュール

実施スケジュール

実施スケジュール

実施スケジュール

対
象

灯
油

燃
料



　　組織図

・環境経営計画の背策を実施する。

・部門内の従業員に対する教育訓練 の実施
・部門内の不適合に対する対策、処置

従業員 ・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

役割・責任・権限

・システム運用上の事務管理
・環境管理⽂書作成 と 管理・周知 及び 教育・訓練
・環境経営の実績集計
・環境経営レポートの取りまとめ

部門長 ・部門内における環境経営方針 の周知

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、運用　及び管理
・環境経営の運用実績、改善提案の報告
・全体計画の立案
・外部の苦情、要望の窓口

環境事務局 ・環境管理経営者の補佐

代表取締役 ・環境経営システム総責任者
・環境経営方針の策定
・環境管理者の任命
・システムの実施に必要な資源（人、資金等）の準備
・環境経営システム全体の評価と見直し、指示

堤　晴久 堤　晴久

製造部 営業管理部 総務部

部門長 部門長 部門長

取組内容

2019年7月1日

代表取締役　社長

堤　秀樹

環境管理責任者 環境事務局

体制



実施1

配置変更前

配置変更後

　　実施例

①工場周辺清掃活動

②機械配置変更による作業効率化

ページ 7



①環境目標実績

目標 結果 達成割合 評価 CO2量  %
451,452     364,454     0.81 ○ 364,454   100%

電力  （kWh） 801,383     656,327     0.82 ○ 336,039   92.2%
ｶﾞｿﾘﾝ  （L） 9,772         7,167         0.73 ○ 16,627     4.6%
軽油　（L） 4,552         3,208         　-- 　-- 8,277     2.3%
灯油  （L） 1,571         411            　-- 　-- 1,023     0.3%
LPG  （L） 263            829           　-- -- 2,488       0.7%

T 3.04           3.03 1.00 ○

T 1.67           2.80 1.68 ×

m3 1,745         586            0.34 ○

Kg 4,060         4,380         1.08 ×

件 68              100           1.47 ×

電力の二酸化炭素排出係数: 0.512

②未達成項目の評価及び是正処置

③次年度の目標
基準値 目標値 R4年度 目標値 R5年度 目標値 R6年度

( R3 ) 割合 数値 割合 数値 割合 数値

Kg-CO2 317,855    -0.5% 316,265      -1.0% 314,676     -1.5% 313,087 

電力 Kwh 656,327    -0.5% 653,045      -1.0% 649,764     -1.5% 646,482 

CO2 Kg 289,440    287,993    286,546     285,099 

ｶﾞｿﾘﾝ L 7,167        -0.5% 7,131          -1.0% 7,095         -1.5% 7,059     

CO2 16,627      16,544      16,461       16,378   

軽油 L 3,208        　-- 　-- 　-- 　-- 　-- 　--
CO2 8,277      　-- 　-- 　-- 　-- 　-- 　--

灯油 L 411           　-- 　-- 　-- 　-- 　-- 　--

CO2 1,023        　-- 　-- 　-- 　-- 　-- 　--
LPG Kｇ 829         　-- 　-- 　-- 　-- 　-- 　--

CO2 Kｇ 2,487      　-- 　-- 　-- 　-- 　-- 　--
T 3.03          -0.5% 3.01          -1.0% 3.00           -1.5% 2.98       

T 2.80          -0.5% 2.79            -1.0% 2.8             -1.5% 2.8         

m3 586         -0.5% 583             -1.0% 580            -1.5% 577        

Kg 4,380.0     現状維持 　　-- 現状維持 　-- 現状維持 　--

件 100           -10.0% 90               -20.0% 80.0           -30.0% 70          

※1 二酸化炭素排出係数: 東京電力EP　0.441Kg-co2/Kwh (令和2年)を使用。

※2　エネルギー使用5％未満のものについては目標から除外。　(集計は継続)

不良製品の削減

二酸化炭素
排出量の削

減

単位

是正・次年度の取組

全項目 コロナ対応等で設定・評価ができない。 令和3年度の実績を基準値とする。

Kg-co2/KWh （㈱楽天エナジーH30実績）を使用

実績・取組結果とその評価、次年度の目標

取　組　項　目

二酸化炭素総排出量（Kg-Co2）

一般廃棄物排出量

産業廃棄物排出量

上水道使用量（ｍ3）

化学物質使用量（Ｋg）

不良製品の削減

水道使用量

一般廃棄物排出量

産業廃棄物排出量

化学物質使用量

取　組　項　目

原因・評価



　①二酸化炭素総排出量削減

７月 ９月 １１月 １月 ３月 ５月

　②廃棄物削減　

７月 ９月 １１月 １月 ３月 ５月

　・機械毎による交換頻度の検討

　・再生化によるﾛﾝｸﾞﾗﾝ化

　③上下水量削減

７月 ９月 １１月 １月 ３月 ５月

④環境に配慮した製品およびサービスの提供

７月 ９月 １１月 １月 ３月 ５月

⑤　地域との環境コミュニケーション

評価
次年度
計画

７月 ９月 １１月 １月 ３月 ５月

側溝清掃 〇 継続

継続

継続

次年度
計画

継続

次年度
計画

継続

〇

評価

〇

評価

〇

次年度
計画

継続

継続

継続

次年度
計画

評価

〇

〇

〇

評価

〇

実施項目

実施項目

・ｺﾞﾐの計量、内訳表に記入
　　（記録3年間保存）
・両面ｺﾋﾟｰの徹底
・通い箱の改善（ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ、新聞紙）
・裁断機により紙の再利用を行う

実施項目

・節水に繋がる表示を積極的に行う
・蛇口はしっかり閉める（確認の励行） ・洗濯機
の水出しっ放しに注意する

実施項目
　
・不良数量の把握
・品目の把握
・問題点と改善案の教育
・測定工具の校正
　

環境活動計画の実績とその評価、次年度計画

実施スケジュール

実施スケジュール

実施スケジュール

実施スケジュール

実施項目

・冷房、暖房の温度上限・下限の徹底
（ﾘﾓｺﾝ付近に温度表示）
.・ｴｱｺﾝﾌｨﾙﾀｰの清掃
　事務所、食堂…2回/年（1､7月）
　現場……1回/年（ｼｰｽﾞﾝ運転前）※冷房
のみ
　測定室…3回/年（1､5､9月）
　研磨室（恒温室）…3回/年（1､5､9月）
・ｴｱｰ漏れの撲滅（ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ）
・製品加工方法の検討

・ボイラー　運転時間の設定
　　（7時～9時、16時～17時）
・温度下限にて運転

　・ｴｱｺﾝは極力使用しない
　・急発進、急加速はしない
　・目的地までは最短距離で行く



①　最新版の確認 エコアクション21中央事務局のHPを、令和4年6月確認。

②　適用する法規制等の遵守状況

①産業廃棄物管理表（ﾏﾆﾌｪｽﾄ）の交付や管理は適切か。（法12条の3項）

②産業廃棄物は資格を持った業者に処理・処分を委託しているか。（法12条の3～5項）

③廃棄物の保管は適切にされているか。（法12条の2項）

①施設の設置・変更の届出は適切に行われているか。

②保安監督者の選任及び届出は適切に行われているか。

①特定施設の設置時、構造等変更時、届出は事前に提出しているか。

②水質検査を定期的に行っているか。

③検査結果報告書を保存しているか。

①3ヶ月毎の簡易点検の実施

②廃棄時指定業者への引き渡し

①顧客からの要求事項を満たしているか。（対象6化学物質の含有無き事）

Ⅱ 違反、訴訟の有無

① 環境関連法規遵守状況をﾁｪｯｸした結果、過去1年間の違反はありませんでした。

② 関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟は過去1年間ありませんでした。

該当なし

RoHS規制 ○

廃棄物処理法

消防法

水質汚濁法

フロン排出
抑制法

○

○

○

○

○

○

○

○

○

環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果・違
反・訴訟などの有無

評価実施日：令和4年6月22日
法規制 ﾁｪｯｸ項目 遵守状況



1

2

3

4

5

6

8

変更の
必要性

環境に関する組織（実施体制含め）

その他のシステム要素

その他（外部への対応）

　二酸化炭素排出量、その他も含め概ね目標値を達成している。
化学物質使用量については、ロングライフ化を目指すが、受注との兼ね合いも
あるため、必要に応じて基準値の見直しを行う。
全体として、システムは有効に機能していると評価できる。

見直し項目 「有」の場合の指示事項等

環境経営方針

環境経営目標 基準値・目標値の見直し

4

5

6

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

環境経営計画

令和4年7月12日　　　
㈱ツツミ製作所　　堤　秀樹　

2
・
代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

7

1

2

3

外部コミュニケーション・対応記録 　■　要件無し

問題点の是正・予防措置の実施状況 　■

その他（　5S活動　　　　 　　） 　■　

取引先、業界、関係行政機関、その他外部
動向

　■　

環境経営目標及び目標達成状況 　■

環境経営計画及び取り込み実施状況 　■　継続して取り組む

環境関連法規要求一覧及び遵守状況 　■　記録に掲載

代表者による全体の評価と見直し・指示

作成　令和4年7月12日　

項　目 確認　（必要に応じて評価コメント記載）

エコアクション21 文書類 　■　記録・文書として作成


