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Ⅰ.　組　織　の　概　要

1.　　事業者名及び代表者名

株式会社　今泉鋳造鉄工所
代表取締役　今 泉 秀 樹　　　　　　　　　　　　　　　　　

2.　　　所　在　地　　　　

静岡市駿河区北丸子1丁目8番10号

3.　環境管理責任者及び担当者連絡先

責任者　　　　　　　技術部長　　　　河部　昭雄
担当者　　　　　　　技術部長　　　　河部　昭雄
連絡先 　ＴＥＬ：　（０５４）２５９－１３３１

　ＦＡＸ：　（０５４）２５９－５７２９
Ｅ－mail : a-kawabe@imaizumichuzou.co.jp

4.　事業の内容

☆　銑鉄鋳物の鋳造、機械加工

5.　事業規模
年　　　度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
活動期間 2018.7～2019.6 2019.7～2020.6 2020.7～2021.6 2021.7～2022.6

主要製品生産量 ｔ 2,721 2,396 2,200 2,741
売上高 百万円 733 651 563 779
従業員 人 42 42 42 44
床面積 ｍ2 2,281 2,281 2,281 2,281

6.　敷地概要

◇　都市計画法での用途地域指定　　：工業専用地域

◇　静岡県生活環境の保全等に関する条例での地域指定
大気： ばい煙濃度（ダスト）
水質：静岡水系　　丸子川　　河川Ｃ
騒音：第4種区域　工業地域
振動：第2種区域騒音規制法に基づく第4種区域
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実施体制
☆　環境経営システムの構築、運用、そして有効性を継続的に
　　　改善するため、下の実施体制で取り組む。

☆　実施体制における各自の役割・責任及び権限を以下の通り定める
　　　　●　社長及び工場長（経営層）

・環境経営システムの構築、継続的な改善を誓約し環境経営マニュアルを策定
・経営における課題とチャンスを踏まえて環境経営方針の制定・改定を実施
・環境経営管理責任者の任命
・重点課題としての行動指針を定める
・システム全体の評価と見直し・指示
・環境経営計画の承認
・環境経営計画に対するインフラの整備と人材の育成
・内部コミニュケ－ションの推進と統括
・実施体制の構築

　　　　●　環境経営責任者
・環境経営方針、環境経営目標、環境経営活動計画の立案
・環境経営活動計画の推進状況の把握と社長への報告
・該当環境関連法規等の把握と管理
・問題点発生に対する是正及び予防処置の対応指導

　　　　●　事務局
・更新審査・中間審査など更新・継続申請等に関わる事務手続き
・環境経営レポ－ト作成、デ－タの収集と分析
・教育資料の作成・配布・掲示
・活動の啓発、活動内容・取組結果の周知・公表など

　　　　●　部門管理者
・環境経営経営計画の推進と必要とする資源の準備
・該当環境関連法規等の遵守と状況把握
・環境経営教育・訓練の実施
・緊急事態及び問題発生した場合、その処置と是正並びに予防処置の実施と報告
・運用管理、監視、測定、記録管理

　　　　●　事務員、作業員
・エコ活動の推進、実践
　消灯、節水、まめに機械の停止操作、ムダの削減、廃棄物の削減等に勤める
・作業活動の中での改善
　不良発生、ムダ等に対し、改善活動に勤める。
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取締役会
代表取締役

今泉 秀樹

工場長
社長兼務

役員班長会議
安全衛生委員会
不良対策委員会

鋳造課
課長：佐藤 央哉

事務部門 機械加工課
課長：牧野 憲治

環境経営責任者
河部 昭雄

部門管理者

事務部門 鋳造課部門 加工課部門

技術部門
河部 昭雄

事務局



2トン高周波溶解炉、自動注湯機 横MC×3、立MC×2、NC旋盤×4 スペクトロ分析装置、金属顕微鏡
自動造型機、ターンブラスト、クレーンブラスト MC×3、汎用旋盤、、研磨機 50トン引張試験機、ブリネル硬度計
砂混錬機、ドラムクーラー、サンドビン ボール盤、洗浄機 研磨装置、三次元測定機

主な鋳造設備 主な試験設備主な機械加工設備

工場配置図
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２トン高周波溶解炉
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上水道、下水道、地下水系統図

ｍ

ミキサ－

　　　

下水本管

丸子川 　　排水

①　地下水：事務所西側よりポンプアップ
：当社境界線②　造型機油圧ポンプの冷却水 ：地下水給水

③　集塵機粉塵に散水 ：地下水排水

④　ドラムク－ラ－内散水 ：上水道 事務所（台所、トイレ）更衣室、食堂（手洗場、風呂、台所等）試験室
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　Ⅱ.　環　境　経　営　方　針

当社は、社会の一員として『地球環境保全』が人類共通の課題である事を
認識し地域、顧客に信頼される企業を目指します。

生産基盤である銑鉄鋳物の鋳造及び機械加工において、経営における課題とチャン
スを踏まえて環境経営の継続的改善を目指します。

私たちは、常に企業活動が地域社会に及ぼす影響を認識し、意識改革を実施
して、全社員一丸となって環境経営のステップアップを実践します。

重点課題として、以下の行動指針を定めます。

　1.　環境関連法規を遵守し、社会的要求に応えて行きます。

　2.　事業活動において無駄を省き、生産性効率の向上・不良率の削減を
　　　図ることにより環境負荷低減を達成します。

　3.　次の事項を重要な課題として環境経営目標を設定し、効果的に取組みます。

　　　　　☆　温室効果ガス排出量の削減

　　　　　☆　廃棄物量の削減

　　　　　☆　水使用量の削減

　　　　　☆　自らが生産・販売・提供する製品の環境性能の向上、及びサ－ビスに関する
　　　　　　　 環境配慮　　　　　（不良率・不良金額の削減）

　4.　環境経営方針の周知徹底を実施し、全社員の環境意識の向上を図ります。

　　　　　　　　　　　2009/7/1　制定
　　　　　　　　　　　2012/7/1　改定-1
　　　　　　　　　　　2019/7/1　改定-2
　　　　　　　　　　　2022/10/3　改定-3
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Ⅲ.　環　境　経　営　目　標

　2018年度対比、2019年度～2021年度の環境負荷低減目標値を下記に示す。
電力効率の良い新型電気炉を2018年12月に導入したので、この年を基準年とする。

　　　削減目標（2018年度対比を示す）

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
2018.7～　 2019.7～ 2020.7～ 2021.7.～

項目 単位 2019.6. 2020.6. 2021.6. 202.6.
低減率 低減率 低減率

●　温室効果ガスの削減 原単位 0.796
kg-CO2 2,165,718

●　電力使用効率 原単位 1.67
KWh 4,543,968

●　産業廃棄物最終処分量 原単位 0.74
kg 202,070

●　水資源投入量 原単位 2.069
Ton 5,632

●　化学物質使用量 原単位
当社の使用量は非常に少ない kg 28.000

●自らの環境配慮　
　①　鋳造製品不良率 4.5％ 4.2％ 4.0％
●自らの環境配慮　
　②　加工不良 原単位 4.0
　　　加工不良金額 万円 36
（参考：年生産量） Ton 2,721

◇  平成29年度の電気事業者別二酸化炭素排出係数(調整後）：0.472
◇　温室効果ガス排出量原単位：CO2排出量（kg-CO2）÷年生産量（㌧)
◇電力使用効率原単位：購入電力（KWｈ）÷年生産量（㌧）
◇　産業廃棄物最終処分量原単位：産業廃棄物最終処分量（kg)÷年生産量（㌧)
◇　水資源投入量原単位：水資源投入量（㌧）÷年生産量（㌧)
◇　化学物質使用量
　　   当社はＰＲＴＲ法に触れる化学物質使用量は非常に少ない
●　自らが生産・販売・提供する製品及びサ－ビスに関する環境配慮
　①　鋳造課　鋳造不良率：4％以下を目標とする
        鋳造不良率（％）：不良重量（㌧)/生産重量(㌧)
　②　加工課　加工不良金額原単位：加工不良金額（万円）×1000/年加工金額（万円）
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目標には挙げないが引続き適正に管理・使用していく

％ 5.0%
４％を目指して再度段階的に取り組む

-1% -2% -3%

-4.0% -4.5% -5.0%

-16.0% -17.0% -18.0%

-1% -2% -3%

-1% -2% -3%



　Ⅳ.　環境経営計画に基づき実施した取組内容
　　　2021年度（2021/7月～2022／6月）環境活動計画

　（１）温室効果ガスの排出抑制　（基準年より3％削減）
取組目標 　　活　動　項　目 推進担当部門 スケジュール

推進責任者 ７月～１０月 11月～2月 3月～6月
　ＬＥＤ照明 工場、食堂、事務所 　　　　　　　　消灯の徹底

工場長
溶解作業効率の改善 溶解班 　出湯後出来るだけ早く注湯するようにする事

電力消費量 材料の余熱投入等 中野班長
不使用設備の電源 鋳造、機械加工 　　　　　休止設備の電源切り

年率１％ ＯＦＦの徹底 各課長
削減 契約電力の見直し 鋳造課 　　　　デマンド管理の徹底

デマンド管理の推進 佐藤課長
エアー漏れの削減 鋳造、機械加工 　エア－漏れ削減箇所の修理、改善
コンプレッサーの節電 各課長
空調機の管理の徹底 事務部門、食堂 　使用条件を明確化し、使用時間の徹底
エアコンの使用時間、設定温度 工場長
消灯の徹底 工場、食堂、事務所 　　　　　　　　消灯の徹底
（休憩時間、昼休みの消灯） 工場長

灯油使用量の トリベの効率的な余熱 溶解班 　湯待ちの時はトリベに蓋をする事
削減 ストーブの管理徹底 中野班長

　（２）廃棄物等の排出抑制（基準年より3％削減）
取組目標 　　活　動　項　目 推進担当部門 スケジュール

推進責任者 ７月～１０月 11月～2月 3月～6月
製品歩留まりの向上 鋳造課 　押し湯の大きさ、位置の再確認の実施

産業廃棄物 製品化率を向上させる 工場長、佐藤課長
ノロ取り作業の改善 溶解班 　ノロ取りは手酌一杯を原則とする

年率1％ ノロ取り添加剤の削減 中野班長
削減 廃砂の有効利用 鋳造課 　　　　　磁選機設置後の把握

粒度分布を考慮し、生砂に再利用工場長、佐藤課長
コピー用紙裏面の使用徹底 事務所 　裏面の使用徹底を実施

一般廃棄物 蒔田
廃棄紙類の分別管理 事務所 　　リサイクル出来るよう分別管理する

年率1％ 新聞紙、コピー用紙、焼却類等 蒔田
削減 鉄缶、アルミ缶、ペットボトル、紙 全工場 　　分別回収の徹底を実施

パックの分別回収の徹底 工場長
木製板パレ等の廃棄物 溶解班 　トリベ余熱への有効利用実施
トリベ余熱への有効利用 中野班長

　（３）水使用量の削減　（基準年より3％削減）
取組目標 　　活　動　項　目 推進担当部門 スケジュール

推進責任者 ７月～１０月 11月～2月 3月～6月
水使用量 手洗い水の節水 全工場 　手洗い水の節水の継続

年率１％ 工場長
削減 風呂水の節水 全工場 　風呂水の節水、シャワ－のみとする

工場長
水漏れカ所の点検 全工場 　漏水箇所の点検

工場長

　（4）化学物質使用量の低減
取組目標 　　活　動　項　目 推進担当部門 スケジュール

推進責任者 ７月～１０月 11月～2月 3月～6月

出来るだけ少なく 特に手込め関係に使用する 鋳造課 　化学物質使用量の低減

する 化学物質の削減を目指した 鋳造課長

　（5）グリ－ン購入
取組目標 　　活　動　項　目 推進担当部門 スケジュール

推進責任者 ７月～１０月 11月～2月 3月～6月
グリ－ン購入 リサイクル材料としての 鋳造 　コストとの関係を都度選択
の品目を拡大 スクラップの使用量を多くした 鋳造課長

長寿命のオイルを採用 加工 　　長寿命のオイルを採用
加工課長

事務用品のグリ－ンマ－ク 事務部門 15点以上 15点以上 15点以上

商品の購入を増やす 蒔田



　（6）自らが生産する製品に関する環境配慮
　　　　　①　鋳造課　鋳造不良率：4.0％以下を目標とする

取組目標 　　活　動　項　目 推進担当部門 スケジュール
推進責任者 ７月～１０月 11月～2月 3月～6月

歩留まりの 製品歩留まりの向上 鋳造課 新規品については歩留まりの向上を実施
向上を目指す 製品化率を向上させる 鋳造課長

不良率の削減 原因究明と不良対策 全工場 　統計を取り、掲示板に掲示
4％以下 予防処置と徹底 工場長

    　  ②　加工課　加工不良金額原単位：3.88以下を目標とする
取組目標 　　活　動　項　目 推進担当部門 スケジュール

推進責任者 ７月～１０月 11月～2月 3月～6月
工程内不良率 作業標準に基づき作成し 機械加工課 実施
削減 毎日必ず検査表に記入する（不良率を記入）機械加工課長

作業標準書の デジカメ等を使った 全工場 実施
整備 作業標準書の作成 工場長

3Sの徹底 週末掃除（１５分目安） 機械加工課 実施
１回/月（30分目安） 機械加工課長

         ③　廃砂でリサイクル率の増加を推進
取組目標 　　活　動　項　目 推進担当部門 スケジュール

推進責任者 ７月～１０月 11月～2月 3月～6月
鉱宰 ノロ取り作業の改善 鋳造課 実施

ノロ取り添加剤の削減 鋳造課長
廃砂 廃砂の有効利用 鋳造課 実施

マ－セリサイクル㈱に出荷を増やす 鋳造課長
古砂 砂の有効利用 鋳造課 実施

使用した砂を同業者に売却する 鋳造課長

注） :実行
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Ⅴ.　環境経営目標とその実績評価

　　当社における2021年度の取組み目標と実績を記す。

単位
2018年度実績・基準年

2018.7～2019.6
2021年度目標値
2021.7～2022.6

2021年度実績
2021.7～2022.6

達成評価 コメント

温室効果ガス排出量 原単位 0.796 -3% / 0.772 0.852 ×

kg-CO2 2,165,718 -3% / 2,100,746 2,336,542 ×

電力量 原単位 1.670 -3% / 1.620 1.790 ×

KWｈ 4,543,968 -3% / 4,407,649 4,905,744 ×

産廃物最終処分量 原単位 0.743 -3% / 0.721 0.444 〇

ｋｇ 202,070 -3% / 196,008 121,600 〇

水資源投入量 原単位 2.069 -3% / 2.007 1.752 〇

Ton 5,632 -3% / 5,463 4,803 〇

化学物質使用量 原単位 〇

kg 28 4.1 〇

グリ－ン購入事務用品 品目数 15 15 15 〇 ほぼ同程度に使用を継続していく。

自らの環境配慮　

①鋳造製品不良率 ％ 5.0 4.2 4.8 ×

②加工不良金額 原単位 4.0 -3% / 3.9 6.7 ×

万円 36 34.9 72.4 ×

参考：総出荷量 Ton 2,721 2,741

◇  平成29年度の電気事業者別二酸化炭素排出係数（調整後）：0.472
◇　温室効果ガス排出量原単位：温室効果ガス排出量（ｋｇ-CO2）÷1000/年生産量（㌧)
◇　電力使用効率原単位：購入電力（KWｈ）÷1000/年生産量（㌧）
◇　産業廃棄物最終処分量原単位：産業廃棄物最終処分量（kg)÷100/年生産量（㌧)
◇　水資源投入量原単位：水資源投入量（㌧）/年生産量（㌧)
◇　化学物質使用量
　　   当社はＰＲＴＲ法に触れる化学物質使用量は非常に少ない
◇　グリ－ン購入：品目数
　　　　２０１4年度実績より購入増加を目標としている。
●　自らが生産・販売・提供する製品及びサ－ビスに関する環境配慮
　①  鋳造課　 鋳造不良率（％）：不良重量（ton)/生産重量(ton)
　②　加工課　加工不良金額原単位：加工不良金額（万円）×1000/年加工金額（万円）
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鋳造品の不良率が上がった。
丁寧な作業と設備のメンテに気を
配り不良率減少に取組んでいく。
加工金額の増加に伴って原単位、加
工不良金額は増加した。引き続き慎
重な作業に取組んでいく。

排出量、原単位ともに上がった。原因
は不良にある。

生産量が基準年（18年度）とほぼ同等
に回復したが、使用電力量が増えた。
原因は不良にある。削減が必要。

生産量は基準年（18年度）とほぼ同等
だが、最終処分量、原単位ともにも減
少した。再資源化による効果が大き
い。

水使用量、原単位が減少した。
引続き設備等の点検と節水を行って
いく。

塗装の注文が減ったので化学物質の
使用量が減った。引続き使用量の節
約に努めていく。



　Ⅵ.　環境経営計画の取組結果とその評価
☆　温室効果ガスの削減

評価（問題点） 評価

昨年度より生産量が増加し、温室効果ガスは

増加した。しかし原単位はほぼ同じであった。

是正処置及び予防処置
更に減らすためには以下の内容に取組んでいく。
今後共電気炉のデマンド管理を徹底して行く。
コンプレッサ－のON,OFFの徹底、
消灯、エアコンの設定見直しを継続。

代表者のコメント
引続き溶解炉の効率的な運転に取り組むこと。捺印

2019年度 2020年度 2021年度
温室効果ガス排出量（ton-CO2） 2,083 1,861 2,337
温室効果ガス排出量原単位x1000 869 846 853
年生産量（ton） 2,396 2,200 2,741
   原単位：温室効果ガス排出量x1000/年生産量

☆　電力使用効率

評価（問題点） 評価

生産量の回復に伴い電気使用量が増加した。

しかし原単位は基準年(1.67)より若干増加し
更なる効率化が必要である。

是正処置及び予防処置
以下の内容に取組んでいく。
今後共電気炉のデマンド管理を徹底して行く。

代表者のコメント
電力使用効率削減はエネルギ－の効率削減 捺印
に繋がり、当社にとっては重要である。
更にデマンド管理を進めていく必要がある。

2019年度 2020年度 2021年度

購入電力量（kwh）/1000 4,375 3,902 4,905
　電力使用効率原単位x1000 1,826 1,774 1,789

年生産量（ton） 2,396 2,200 2,741
   原単位：購入電力量/年生産量

☆　産業廃棄物最終処分量の削減

評価（問題点） 評価

この傾向を持続したい。
不良を抑えることで更なる減少を期待できる。

是正処置及び予防処置
溶解に原因する不良を抑えることで
廃棄物の削減を図っていく。

代表者のコメント
製品の不良を抑えることが大事である。 捺印

2019年度 2020年度 2021年度

最終廃棄物（ton）x10 1,929 1,245 1,216
　産業廃棄物最終処分量原単位x1000 805 566 444

年生産量（ton） 2,396 2,200 2,741
   原単位：廃棄物総排出量x1000/年生産量
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最終廃棄物、原単位共に減少した。
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☆　化学物質使用量の削減

評価（問題点） 評価
当社の化学物質使用量は年間数Kg程度で
ある。使用量は減少している。

是正処置及び予防処置
出来るだけ使用量を少なくするように配慮している。

代表者のコメント
出来るだけ使用量を増やさない事。 捺印

2019年度 2020年度 2021年度

化学物質使用量（Kg）x100 2,100 574 420
化学物質使用量原単位x1000 876 261 153
年生産量（ton） 2,396 2,200 2,741
   原単位：化学使用物質使用量x1000/年生産量

☆　水資源投入量の削減

評価（問題点） 評価
基準年よりも水資源投入量が減少した。
節水への取組み効果が出てきた。

是正処置及び予防処置
更に社員一同、節水に努めるよう徹底していく。

代表者のコメント

継続して節水に努める事。 捺印
2019年度 2020年度 2021年度

水資源（t） 5,092 4,732 4,803
水資源投入量原単位x1000 1,871 2,151 1,752
年生産量（ton） 2,721 2,200 2,741
   原単位：水資源投入量x1000/年生産量

☆　グリ－ン購入
➀　　グリ－ン事務用品購入

評価（問題点） 評価

2009年度版に移行してから、出来るだけ

グリ－ンマ－ク品を購入するようにして来た。

是正処置及び予防処置

継続して取組んでいく。

代表者のコメント

継続して購入するように努めること。 捺印

2019年度 2020年度 2021年度

グリ－ン購入品目数 15 15 15
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☆　不良率の削減（4％以下）
評価（問題点） 評価

不良率は横ばい。

不良対策専門者を中心に

不良解析を徹底して原因究明を図る。

是正処置及び予防処置

原因をつきとめ不良率の削減に努める。

代表者のコメント

目標である4％以下 を目指して日々改善 捺印

していく必要がある。

2019年度 2020年度 2021年度 デ－タ分析を明確にし、主な不良を重点的に　

鋳造不良率（％） 5.3 5.2 4.8 対策する事。

☆　加工不良原単位の削減（3.88以下）
評価（問題点） 評価

昨年度より加工金額は大きく増えた。

加工不良原単位は昨年度より増加した。

是正処置及び予防処置

製品をマシンに確実にセットすること。

慎重な段取り操作が必要。

場合によっては指差し点検等も必要。

代表者のコメント

加工受注量を増加させ、 捺印

加工不良はゼロを目指す事。

２０１9年度 ２０20年度 ２０21年度

加工不良金額（万円）×100 6,300 4,320 7,237

加工不良原単位x1000 8,301 5,560 6,741

年加工金額（万円） 7,589 7,770 10,735

   原単位：加工不良金額(万円)×100/年加工金額(万円)
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Ⅶ.　中　期　環　境　経　営　目　標

　2018年度対比、2022年度～2024年度環境負荷低減目標値を下記に示す。
電力効率の良い新型電気炉を2018年12月に導入したので、この年を基準年とする。

　　　削減目標（2018年度対比を示す）

2018年度 2022年度 2023年度 2024年度
2018.7～　 2022.7～ 2023.7～ 2024.7.～

項目 単位 2019.6. 2023.6. 2024.6. 2025.6.
低減率 低減率 低減率

●　温室効果ガスの削減 原単位 0.796
kg-CO2 21,656,718

●　電力使用効率 原単位 1.67
KWh 4,543,968

●　産業廃棄物最終処分量 原単位 0.74
kg 202,070

●　水資源投入量 原単位 2.069
Ton 5,632

●　化学物質使用量 原単位
当社の使用量は非常に少ない kg 28.000

●自らの環境配慮　
　①　鋳造製品不良率 4.5％ 4.2％ 4.0％
●自らの環境配慮　
　②　加工不良 原単位 4.0
　　　加工不良金額 万円 36
（参考：年生産量） Ton 2,721

◇  平成29年度の電気事業者別二酸化炭素排出係数（調整後）：0.472
◇　温室効果ガス排出量原単位：CO2排出量（kg-CO2）÷年生産量（㌧)
◇電力使用効率原単位：購入電力（KWｈ）÷年生産量（㌧）
◇　産業廃棄物最終処分量原単位：産業廃棄物最終処分量（kg)÷年生産量（㌧)
◇　水資源投入量原単位：水資源投入量（㌧）÷年生産量（㌧)
◇　化学物質使用量
　　   当社はＰＲＴＲ法に触れる化学物質使用量は非常に少ない
●　自らが生産・販売・提供する製品及びサ－ビスに関する環境配慮
　①　鋳造課　鋳造不良率：4％以下を目標とする
        鋳造不良率（％）：不良重量（㌧)/生産重量(㌧)
　②　加工課　加工不良金額原単位：加工不良金額（万円）ｘ1000/年加工金額（万円）

-1% -2% -3%

-1% -2% -3%

-4.0% -4.5% -5.0%

-16.0% -17.0% -18.0%
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-1% -2% -3%

目標には挙げないが引続き適正に管理・使用していく

％ 5.0%
４％を目指して再度段階的に取り組む



　　Ⅷ.　次年度の取組内容
　　　2022年度（2022/7月～2023/6月）環境経営計画

　（１）温室効果ガスの排出抑制　（基準年より1％の削減）
目標 　　活　動　項　目 推進担当部門 評価 評価 評価

　2022/7 見直し 　2022/11 見直し 2023/3 見直し

推進責任者 　～2022/10 10月末 2月末 6月末

　ＬＥＤ照明 鋳造、機械加工

各課長

溶解作業効率の改善 溶解班

電力消費量 材料の余熱投入等 佐藤課長

不使用設備の電源 鋳造、機械加工

年率１％ ＯＦＦの徹底 各課長

削減 契約電力の見直し 鋳造課

デマンド管理の推進 佐藤課長

エアー漏れの削減 鋳造、機械加工

コンプレッサーの節電 各課長

空調機の管理の徹底 事務部門、食堂

エアコンの使用時間、設定温度各課長

消灯の徹底 工場、食堂、事務所

（休憩時間、昼休みの消灯） 各課長

灯油使用量の トリベの効率的な余熱 溶解班

削減 ストーブの管理徹底 佐藤課長

　（２）廃棄物等の排出抑制（基準年より4％削減）
目標 　　活　動　項　目 推進担当部門 評価 評価 評価

　2022/7 見直し 　2022/11 見直し 2023/3 見直し

推進責任者 　～2022/10 10月末 2月末 6月末

製品歩留まりの向上 鋳造課

産業廃棄物 製品化率を向上させる 佐藤課長

ノロ取り作業の改善 溶解班

年率1％ ノロ取り添加剤の削減 佐藤課長

削減 廃砂の有効利用 鋳造課

粒度分布を考慮し、生砂に再利用 佐藤課長

コピー用紙裏面の使用徹底 事務所

一般廃棄物 蒔田

廃棄紙類の分別管理 事務所

年率1％ 新聞紙、コピー用紙、焼却類等 蒔田

削減 鉄缶、アルミ缶、ペットボトル、紙 全工場

パックの分別回収の徹底 工場長

木製板パレ等の廃棄物 溶解班

トリベ余熱への有効利用 佐藤課長

　（３）水使用量の削減　（生活用水の為、節水に努める）
目標 　　活　動　項　目 推進担当部門 評価 評価 評価

　2022/7 見直し 　2022/11 見直し 2023/3 見直し

推進責任者 　～2022/10 10月末 2月末 6月末

水使用量 手洗い水の節水 全工場

基準年より3％削減 工場長

風呂水の節水 全工場

工場長

取組目標 　　活　動　項　目 推進担当部門 評価 評価 評価

　2022/7 見直し 　2022/11 見直し 2023/3 見直し

推進責任者 　～2022/10 10月末 2月末 6月末

ＰＲＴＲ法に抵触する化学物質の 鋳造課

水使用量： 低減を図る 鋳造課長

出来るだけ 加工現場として切削油の 加工課

少なくする 効率的使用を図る 加工課長
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～2023/2

2022/7/10

スケジュール スケジュール

～2023/6

実施 実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施

スケジュール スケジュール スケジュール

スケジュール

実施 実施

実施 実施 実施

実施

実施

～2023/2 ～2023/6

実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施

スケジュール スケジュール スケジュール

～2023/2 ～2023/6

スケジュール スケジュール スケジュール

実施 実施 実施

～2023/2 ～2023/6

実施 実施 実施



　（4）自らが生産する製品に関する環境配慮
         ①　鋳造課　鋳造不良率：4％以下を目標とする

目標 　　活　動　項　目 推進担当部門 評価 評価 評価
　2022/7 見直し 　2022/11 見直し 2023/3 見直し

推進責任者 　～2022/10 10月末 2月末 6月末

歩留まりの 製品歩留まりの向上 鋳造課

向上 製品化率を向上させる 鋳造課長

不良率を 不良削減 全工場

4.5％以下にする 鋳造 工場長

鋳造不良4.5％以下 朝礼後に鋳造課全員が集合し、 社長、課長

目標 前日の不良の対策をする 鋳造課全員

社長・両課長・不良対策班にて 社長、課長

同上 １回/週の不良対策 不良対策班

         ②　加工課　加工不良原単位：4.0以下を目標とする。　
目標 　　活　動　項　目 推進担当部門 評価 評価 評価

　2022/7 見直し 　2022/11 見直し 2023/3 見直し

推進責任者 　～2022/10 10月末 2月末 6月末

工程内不良率 作業標準に基づき作成し 機械加工課

削減 毎日必ず検査表に記入する 機械加工課長

作業標準書の デジカメ等を使った 全工場

整備 作業標準書の作成 工場長

5Sの徹底 週末掃除（１５分目安） 機械加工課

１回/月（30分目安） 機械加工課長

三次元測定機 三次元測定機導入により 機械加工課

操作方法熟練 測定機を使いこなす 機械加工課長

三次元測定機 三次元測定機導入により 機械加工課

メリット確認 メリットを生かす 機械加工課長

　

環境管理責任者 河部

統括管理責任者 社長
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実施 実施 実施

スケジュール

スケジュール スケジュール

実施

実施

～2023/2 ～2023/6

～2023/2 ～2023/6

今

泉

今

泉
今

泉

河

部
河

部

河

部



Ⅸ.　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

環境関連法規等の遵守状況
遵守状況確認日　　2022年8月31日
㈱　今泉鋳造鉄工所
　　　　作成　　　　河部　昭雄

１　当社所在地

2　指定工業化地域

3　当社に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、過去３年間違反はありません。
　　現地確認済み

項目 法規等の名称 適　用　内　容 管理部門 遵守状況 備考
・火格子面積1㎡以上 ばい煙発生施設届済

大気汚染防止法 ・羽口面断面積0.5㎡以上 鋳造課 〇 規制基準値以内

高周波溶解炉 ・燃焼能力50リットル/時以上 確認日：9/29,8/31 排出基準：0.2ｇ/m3N

ばいじん（ダスト） ・変圧器定格能力200ｋｖＡ以上 確認者：河部昭雄 計量結果：0.002未満

・高周波溶解炉2トン・2台 年2回ばいじん濃度測定

廃棄物の処理 〇
産業廃棄物 及び清掃に関する 契約書、業者の許可証 鋳造課 確認日：5/30,8/31

処分 法律 伝票の整理、保管 機械加工課 確認者：河部昭雄

第14条第6項 ５年間の保管
廃棄物の処理 産業廃棄物管理票交付等 〇

及び清掃に関する 状況報告書 鋳造課 確認日：6/23,8/31 毎年届書提出
法律 機械加工課 確認者：河部昭雄

第12条の3第6項
静岡市産業廃棄物 ・産業廃棄物責任者 ﾏｰｾﾘｻｱｲｸﾙ㈱
の適正な処理 責任者の設置 技術部 天星製油㈱
に関する条例 ・実地確認 河部 確認日：6/23,8/31 名古屋サンギ
条例第6条 　１回/年以上 確認者：河部昭雄 東海サンド

東海交易
切断機（砥石） 騒音規制法 砥石方式 〇
空気圧縮機 騒音規制法施行令 15KW1台 鋳造課 確認日：12/16,8/31

別表第1 75KW1台 機械加工課 確認者：河部昭雄

空気圧縮機 振動規制法
静岡県生活環境の 15KW1台 鋳造課 〇
保全等に関する 75KW1台 機械加工課 確認日：12/16,8/31

条例施行規則 確認者：河部昭雄

別表第14
危険物貯蔵 静岡市火災予防条例 危険物屋内貯蔵所 当工場 ○

設備 第10055号 確認日：12/16,8/31

確認者：河部昭雄

業務用エアコン フロン排出抑制法 業務用エアコンの簡易点検 当工場 〇
業者点検　1回/3年 確認日：6/10,8/31

確認者：河部昭雄

４．更新時期
毎年6月末（期末）に更新します

５．訴訟等の有無
関係機関よりの違反の指摘及び訴訟等は過去３年間ありませんでした。
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　　　　　工業専用地域

　　　　　静岡市駿河区北丸子１－８－１０



Ⅹ.代表者による全体の評価と見直し・指示

代表者

　今　泉　秀　樹

2022年9月27日

項目

1 ＥＡ21文書 ■ガイドラインに沿って順守する。

■排出量、原単位ともに上がった。原因は不良にある。

2 環境目標及び目標達成状況 ■生産量は基準年(2018年度)と同程度に回復したが、

　　不良が原因で生産効率が悪くなっている。

■昨年度より産業廃棄物総排出量は減っている（198トン→121トン）。

■水道使用量は減少している(5500ﾄﾝ→4800トン)。

■化学物質使用量は少ない（4.2ｋｇ）

■これ以上のグリーン券購入増は期待できない。

1.　見直し 3 環境活動計画及び取組実施状況 ■継続して実施して行く。

関連情報 4 環境関連法規要求及び遵守状況 ■法改正、新規法令はなく遵守している。

5 外部コミュニケ－ション・対応記録 ■周辺住民からの苦情、要望は直近の1年間無し。

6 問題点の是正・予防処置の状況 ■班長会議、朝礼時に確認するよう徹底している。

7 ■エコ21継続実績を報告

8 その他 ■なし

・鋳造について

　鋳物の不良削減と効率化が大きな目標である。生産量は基準年

　(2018年度)と同等になったが、鋳物の不良が増加している。

全体評価・コメント

2.　代表者 （環境経営システムの有効性、 ・機械加工について

による 　環境への取組適切性等） 　基準年(2018年度)と比較して、加工の売上額が増えたが、

全体評価・ 　加工不良も増加した。新規顧客の開拓を行い受注増を図り、

見直し 　不良削減を進める。産業廃棄物最終処分量の削減を

指示 　更に推し進める。

見直し項目
変更の
必要性

　　　　　　　　　　　　　「有」の場合の指示事項等

1 環境経営方針 有・無

グリーン券購入は目標をほぼ達成しており、今後は現状を維持していく。

化学物質の使用量は少ないので引き続き適正管理に努めていく。

3 環境経営計画 有・無

4 環境に関する組織 有・無

5 その他のシステム要素 有・無 効率を妨げる機械装置のトラブル対策・予防措置が必要

6 その他（外部への対応等） 有・無
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環境経営目標2 有・無

評価・コメント

取引先、業界、関係行政機関
その他の外部機関


