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「最新・最高のものづくりサービス」で社会を豊かにあたらしくしていく！

当社は、社会の責任ある一員として、地球環境保全を経営の最重点課題の一つに位置づけ、事業活動の全領域で環境に配慮した
行動に努め、より良い環境の創造と持続化可能な社会の実現に向け積極的な取り組みを進めてまいります。

株式会社 林製作所 環境レポート2022

令和3年7月～令和4年6月
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㈱林製作所 環境活動レポート 2022

認証・登録事業者 株式会社 林製作所

〒 370‐0086
群馬県高崎市沖町368番地の１
電話 027-343-1211        
FAX 027-343-1213

敷地5,547㎡ 建築面積2,643㎡
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社 名 株式会社 林 製 作 所
代表者 代表取締役 林 司

創業 昭和2年11月23日
資本金 30,000千円
売上規模 611,000千円 （令和３年度実績）
従業員数 46名

環境保全関係の責任者及び担当者

代表責任者 代表取締役 林 司
環境管理責任者 磯部勝弘
ＥＡ２１事務局 品質管理グループ

会社概要

事業内容

精密板金加工並びに、金属プレス加工を主体とする製品・
部品の製作及び組立

主要加工品

業務用機器板金部品
医療設備・医療機器板金部品
発電所向け等高圧電力設備板金部品
ATM・金融端末等機器板金部品
ロボット、航空宇宙関連板金部品

関連事業所 行力工場

〒 370-0088
群馬県高崎市行力町270番地の13   
電話 027-343-4444
FAX  027-344-4411

敷地1,555㎡ 建築面積757㎡

Massage ～メッセージ～
当社は2007年12月、環境マネージメントシステム「エコアクション２１」を認証登録いたしました。深刻化する異常気象、地球

環境問題を、当社事業の根幹に関わる重要な問題であると位置づけ自主的な環境保全の取組みを推進します。今日、企業の社会的

責任（CSR）や法令順守（コンプライアンス）の重要性が叫ばれ、環境への取組状況からも企業を評価する動きが活発化している

中で、当社はこの取り組みは21世紀の企業経営に必要不可欠なものであると考えます。また持続化可能な社会の実現のために

SDGsの趣旨に賛同し、責任あるモノづくりと責任ある事業活動を行って参ります。21世紀、社会に認められる企業あり、社会か

ら必要とされる企業であれるよう、より良い環境の創造と持続化可能な社会の実現に向け積極的な取り組みを進めてまいります。

202２年11月3日

株式会社 林製作所

認証・登録の対象活動範囲：全組織・全活動
（精密板金加工・金属プレス加工・溶接・組立）

認証番号0002068
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環境経営方針
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21世紀、社会から認められる企業へ

当社は、社会の責任ある一員として、地球環境保全を経営の
最重点課題の一つに位置づけ、事業活動の全領域で、環境に
配慮した行動に努め、住み良い環境の実現とその環境の
次世代・次々世代への継承に貢献します。

行動指針
・電力使用量の削減、温室効果ガスの排出削減、投入資源の削減、

廃棄物量削減、水使用量削減を、目標値をもって取り組む。
・定期的な保守点検により、設備（機械や車両等）の最適化を

はかり無駄な電力やエネルギーの消費を抑える。
・環境保全に関する法規則を遵守する。
・事業活動において使用する資材・設備・販売製品等は、環境に

考慮したグリーン調達を推進する。
・ゴミ・廃棄物の分別を徹底し、再利用、再資源化に努め、

資源循環型社会の形成を推進する。
・化学物質の使用削減に取り組む。
・全社員にこの環境方針を周知させると共に、環境教育を実施し、

知識・認識の向上に努め、また、取引先へも環境方針を周知し
社内外において環境保全活動への認識の向上に努める。

2022年7月1日
株式会社 林製作所
代表取締役 林 司

エコアクション21実施体制

【環境管理責任者】
管理部部長

【EA21事務局】

（本社工場）
業務管理部・次長

（行力工場）
リーダー

第２
グループ担当

第1
グループ担当

第３
グループ担当

第４
グループ

担当

【最高責任者】
社長

【環境委員会】
年４回開催

【環境管理責任者】
管理部部長

【EA21事務局】

（本社工場）
業務管理部・次長

（行力工場）
リーダー

第２
グループ担当

第1
グループ担当

第３
グループ担当

第４
グループ

担当

【最高責任者】
社長

【環境委員会】
年４回開催
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マテリアルバランス

OUTPUT
(排出）

OUTPUT
(排出）

OUTPUT
(排出）

廃棄物

金属屑 307㌧

一般ゴミ 7.7㌧

木屑 7.7㌧

大気への排出

二酸化炭素 438㌧

水域への排出

排水 532㎥

INPUT
(投入）

エネルギー

電気 60.5万kWh

燃料 22,634㍑

水資源

上水道 532 ㎥

IN IN

材料

鉄 850㌧

ステンレス 69㌧

アルミ 5㌧

弊社の令和3年度（2021年７月から2022年６月まで１年間）のマテリアルバランスは以下の通りです。

大気への排出

二酸化炭素 438㌧
(CO2排出係数0.619）

（出光グリーンパワー平成2９年度実績

調整後排出係数)

大気への排出

二酸化炭素 438㌧
(CO2排出係数0.619）

（出光グリーンパワー平成2９年度実績

調整後排出係数)

環境関連法令

当社事業活動に当たって遵守しなければならない環境関連法規、条例及びその他規制、全13項目を取りまとめ、全項目遵法されていることを確認いたしました。

またその他提訴等もありません。

法律名 該当施設 当社の対応 該当要求事項 遵守

浄化槽法 浄化槽 年次点検の実施 設置・変更届出 ○

騒音規制法 特定施設 特定施設届出 設置・変更届出 ○

振動規制法 特定施設 特定施設届出 設置・変更届出 ○

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 廃棄物保管場所 マニフェスト管理 看板掲示・マニフェスト管理 ○

労働安全衛生法 事業活動全般 必要資格の取得 資格取得等 ○

消防法 灯油置き場 点検、整備、届出 届出 ○

埼玉県生活環境保全条例及び施行規則（自動車対策） トラック 車両の維持管理 適合車使用 ○

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 トラック 車両の維持管理 適合車使用 ○

高崎市等広域市町村圏振興整備組合火災予防条例 灯油置き場 点検、整備、届出 ー ○

高崎市公害防止条例 特定施設 特定施設届出 届出 ○

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 公害防止管理者 公害防止管理者の選任 届出 ○

フロン排出抑制法 エアコン 検査の実施 ー ○

出荷製品
618㌧

OUT OUT事業活動
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項目
令和3年度（2021
年７月から2022年

６月までの目標
結果 評価 コメント

①
電力消費量を削減し売上高100万円
当り二酸化炭素排出量を削減する。

売上高100万円当り二
酸化炭素排出量を
600kg以下とする

613Kg
(係数

0,619）

×
原単位では昨年(679kg)より数値は良くなっているが目標値は達成できなかった。
生産の効率化とともに、電気使用量の多いレーザー加工機について省エネタイプの
ファイバーレーザーを検討する。

②
走行距離あたりの燃費を向上させ、環

境負荷を低減させる。

売上100万当たりの車
両燃料使用量36リット

ル以下とする

37.04リッ
トル

× 配送の効率化の活動による効果で昨年より原単位が低く抑えられている。

③ 一般焼却ごみの排出量を削減する
紙ゴミ・可燃ごみ ２
100ｋｇ以下とする

2,888kg
× 作業指示書や図面資料の紙ごみが減らない。手配のペーパレス化などの取り組みが必

要。

④ 水使用量の削減 750㎥以下 532㎥
〇 排気扇の使用により工場の温度上昇を抑えられ、夏場の水冷式冷風機の使用がさほど

高くなく水の使用量が減った。現状を維持していきたい。

⑤ 0Aペーパーの削減 購入量を 350kg以下 526kg × 作業指示書や図面資料の紙使用が多い。手配のペーパレス化などの取り組みが必要

⑥
製造工程で使用する洗浄シンナーの使

用を削減する
目標値設定、取り組み内

容決定
---

〇
社内での洗浄シンナーによる脱脂工程を廃止し外注での作業とした。

⑦

ネスティングを活用することや不良品
を削減することで、歩留まりを向上さ
材料の投入量及びスクラップ排出を削

減する。

売上100万当たりのス
クラップ排出量を
570kg以下とする

501kg
〇 昨年度に比べ歩留まり率がかなり向上した。材料価格が高騰している為、引き続き歩

留まり率向上を意識し取組を進める。

⑧
自社の生産品の含有化学物質を把握し、

必要な情報を顧客へ公開する。
継続的な回答（回答件数

の把握
--- 〇

RoHS、Reach等の回答を行っている。
chemSHERPAでの回答も増えた

令和3年度（2021年７月から2022年６月まで１年間） 環境目標の達成状況

電気使用量 2021年7月～2022年6月 目標値 結果

本社 電力使用 目標 523,000 （kWｈ） 540,951（kWｈ）

行力 電力使用 目標 61,500 （kWｈ） 64,327（kWｈ）

合計 581,500 （kWｈ） 605,278（kWｈ）

電力使用によるCo2
合計排出量(係数0.619)

359,949 （ｋｇ） 374,667（ｋｇ）

売上目標 6億（円） 6.11億（円）

会社全体 二酸化炭素排出量

売上100万あたり
CO2 排出量

600kg
(係数0619)

（ｋｇ）
613kg

(係数0619)
（ｋｇ）

工場別目標達成状況
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水使用量 2021年7月～2022年6月 目標値 結果

行力水使用量 150 （㎥） 115（㎥）

本社水使用量 600 （㎥） 417（㎥）

合計使用量 750 （㎥） 532（㎥）

(出光グリーンパワー平成２９年度実績 調整後排出係数 0.619)
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令和4年度～令和6年度 環境目標と活動計画(3か年計画３年目）
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電気使用量 （2022年７月から2023年6月まで) 目標値

本社 電力使用 目標 540,000 （kWｈ）

(※2) 行力 電力使用 目標 65.000 （kWｈ）

合計 605,000 （kWｈ）

電力使用によるCo2 合計排出量 273.460（ｋｇ）

売上目標 6.2億（円）

売上100万あたりCO2 排出量
(kg係数0,455)

450 （ｋｇ）

工場別目標

№
環境目的

令和4年度（2022年７月か
ら2023年６月まで)目標

令和5年度（2023年７月か
ら2024年６月まで)目標

令和6年度（2024年７月
から2025年6月まで)目標

管理項目
実施事項項目

1

電力消費量を削減し売上高100万
円当り二酸化炭素排出量を削減す

る.
(東京電力エナジーパワー 2021
年度調整後排出係数係数0,452）

売上高100万円当り二酸化炭
素排出量を450kg以下とす

る

売上高100万円当り二酸化炭
素排出量を445kg以下とする

売上高100万円当り二酸化
炭素排出量を440kg以下

とする

①照明・設備、電源不要時のＯＦＦの推進

②コンプレッサー・機械の日常点検の徹底
③省エネ設備への入れ替え

④生産効率向上の取組
⑤遮光シート等を用いて遮光、遮熱を実施

⑥エアー漏れのチェックと対策。

2
走行距離あたりの燃費を向上させ、

環境負荷を低減させる。

売上100万当たりの車両燃料
使用量3８リットル以下とす

る

売上100万当たりの車両燃料
使用量37リットル以下とする

売上100万当たりの車両燃
料使用量36リットル以下

とする

①エコドライブ推進（シールや冊子で）

②走行距離メーターの確認。期首・期末
③輸送の効率化（情報共有など）

3 一般焼却ごみの排出量を削減する
紙ゴミ・可燃ごみ 2500ｋ

ｇ以下とする
紙ゴミ・可燃ごみ 2400ｋｇ

以下とする
紙ゴミ・可燃ごみ 2300

ｋｇ以下とする

①分別ルールの徹底
②廃棄物置場の整備

③梱包資材の再利用周知
④廃棄物の計量

4 水使用量の削減 700㎥以下 700㎥以下 700㎥以下
①伝票にて使用量を確認。
②節水への意識向上の表示など

5 0Aペーパーの削減 購入量を 450kg以下 購入量を 430kg以下 購入量を400kg以下
①裏紙利用の推進。
②PDFや社内メールなど電子データの活用

6
製造工程で使用する洗浄シンナー

の使用を削減する
取組み実施 取組み実施 取組み実施

①洗浄用シンナーの使用削減
②環境負荷の少ない代替品の検討

7

ネスティングを活用することや不
良品を削減することで、歩留まり
を向上さ材料の投入量及びスク

ラップ排出を削減する。

売上100万当たりのスクラッ
プ排出量を500kg以下とす

る

売上100万当たりのスクラッ
プ排出量を495kg以下とする

売上100万当たりのスク
ラップ排出量を490kg以

下とする

①ネスティング対象アイテムの拡大

②不良削減活動（品質会議の実施）

8
自社の生産品の含有化学物質を把
握し、必要な情報を顧客へ公開す

る。

継続的な回答（回答件数の把
握

継続的な回答（回答件数の把
握

継続的な回答（回答件数の
把握

①得意先からの調査依頼への速やかな対応
②朝礼での情報連絡

水使用量 （2022年７月から2023年6月まで) 目標値

行力水使用量 150 （㎥）

本社水使用量 550 （㎥）

合計使用量 700 （㎥）

(東京電力エナジーパワー 2021年度調整後排出係数 0.452)
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環境活動
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■製品含有化学物質規制
への対応(継続）

■社内経営改善活動(継続)

当社は、特定有害物質の含有を禁止する
有害物質規制RoHS2やSVHC16９で
規制をされる物質を始め、顧客より指定
を受けた物質の閾値レベルの遵守及、不
使用を進めており、担当者を設け、客先
からの調査依頼に敏速に回答を行ってい
ます。弊社工程内では改正RoHS指令１
0物質の使用を禁止しています。

社内経営改善活動を積極的に取り組み、。
会社の経営方針、目標を踏まえた上で各グ
ループにおいての課題を見つけ、改善活動
を行っています。ものづくり企業として
様々な角度から生産の無駄をなくす取組を
行う事で結果的に環境負荷の低減を図って
いきたいと思います。

専門業者により、溶接工場エアコン８機に防塵フィル
ターを設置し、月一で点検交換し、エアコンの性能低下、
電力の浪費が起きないような対策を行っています。

■行力工場/水銀灯、蛍光灯のLED化

行力工場の水銀灯や蛍光灯をLED照明に交換しました。
これで工場内での水銀灯使用が無くなりました。
今後省エネ効果が期待できます。

■エアコンフィルターの定期交換(継続) ■低燃費トラックへ入れ替え

輸送用のトラックを低燃費車へ入れ替えを行いました。
配送の効率化による燃料使用量の削減と合わせ、エコド
ライブ、低燃費車活用による燃料使用量の削減にも取り
組んでいきます。

■段ボール社内リサイクル活動

当社では外注加工先との品物の受け渡し、お客様への納品等
に段ボール箱を多用します。社内の一般廃棄物中でも段ボー
ルが一番多いです。しかし、まだ利用できるのに捨てられて
しまっている段ボールが多い為、それらを回収し再使用を行
う活動を行っています。この活動により半年で約100kgの捨
てられていた段ボールを再使用することができました。
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環境データ
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■電力使用量 CO2排出量比較

■温室効果ガス排出割合

年度 電力使用量（kWｈ）
CO2排出量（kg）
排出係数(0.619)

原単位排出量（kg）

28年度排出量 577,254 357,320 645

29年度排出量 609,926 377,544 693

30年度排出量 642,399 397,645 689

令和1年度排出量 633,344 392,040 729

令和2年度排出量 626.718 387.937 679

令和３年度排出
量

605,278 374.667 613

項目 排出量

電力 375t

灯油 7t

ガソリン 20t

軽油 36t

総排出量 438t

(出光グリーンパワー平成２９年度実績 調整後排出係数 0.619)

排出量kg
（棒グラフ）

原単位kg/百万円
排出量

（線グラフ）

■配送トラック燃料総使用量

540

560

580

600

620

640

660

680

700

720

740

330,000

340,000

350,000

360,000

370,000

380,000

390,000

400,000

410,000

CO2排出量（kg）

原単位排出量（kg）

15,290 

14,746 

14,129 

14,655 

15,724 

35.5

36

36.5

37

37.5

38

38.5

39

39.5

40

13,000

13,500

14,000

14,500

15,000

15,500

16,000

29年度 30年度 令和1年 令和2年 令和3年

配送トラック燃料総使用量(㍑） 原単位kg/百万円

使用量（リットル） 原単位kg/百万円
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年度
29年

度
30年

度
令和１
年度

令和2
年度

令和3
年度

使用量 883㎥ 884㎥ 662㎥ 711㎥ 532㎥

年度 29年度 30年度
令和1
年度

令和２
年度

令和3
年度

金属屑 320㌧ 350㌧ 296㌧ 299㌧ 306㌧

一般ごみ 6.1㌧ 6.9㌧ 6.4㌧ 6.4㌧ 7.7㌧

木くず 8.78㌧ 11.4㌧ 10.1㌧ 11㌧ 7.7

■水道使用量比較

■廃棄物排出量比較

■一般廃棄物 分類（kg)

全体としては例年通りの事業活動となりましたが、原材料、資源
価格の高騰が続き、材料費、電気代、レーザーガス代、燃料費の購
入金額が増加して製造原価が大幅に上がってしまいました。このよ
うな状況の中ではいかに無駄を減らし効率よく生産活動を行うかが
重要となります。今まで以上にエコアクションの活動が重要となり
事業活動に直結する活動となります。

電気の使用量については目標値には届きませんでしたが、前年比で
は削減が出来ました。今後はFOLやEMLなどのレーザー加工機をフ
ァイバーレーザーに更新することで更なる電気使用量削減が見込め
ます。配送効率化により輸送トラックの燃料の使用量は前期同様に
低水準で抑えられているものと思われます。水の使用について、必
要以上の使用は見られず節水が心掛けられています。廃棄物につい
てはOAコピー用紙の使用が多く結果的に紙ごみが多くなっていま
す。図面や作業指示書の印刷などの必要なものではありますがペー
パレス化へ舵をきるなど抜本的な改革を行っていく必要があると感
じます。

マネージメントレビュー結果

内部監査結果報告

内部監査により弊社の環境マネージメントシステムにおいて不適
合は確認されなかった。書類、記録も適正に作成され保管されてい
ることが確認された。

紙類 , 1885

可燃ごみ, 

1003

段ボール , 

2476

空き缶, 302

ペット, 99

不燃, 1871

ビン, 38


