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　　　　　事業所名及び代表者

　　　　　　　　タカラ産業株式会社

　　　　　　　　代表取締役　影山彰久

　　　　　所在地

　　　　　　　　本社　　静岡県富士市五貫島１３１８番地

　　　　　　　　TＥＬ　０５４５－６１－５５００　　ＦＡＸ  ０５４５－６１－７３５９

　　　　　　　　環境管理の責任者及び担当者・連絡先

　　　　　　　　 TＥＬ　　０５４５－６１－５５００　　ＦＡＸ  ０５４５－６１－７３５９

    Ｅメール　ta.watanabe@takara-co.com

　　　　　事業の内容

　　　　　　　　トラック部品の開発及び製造、販売

　　　　　事業規模
２０２０年 ２０２１年 ２０２２年

活動規模 単　位 令和２年度 令和３年度 令和４年度
売　上　高 百万円 1,113 1,097 840
従　業　員 人 49 50 48

　 床　面　積 ㎡ 5,174 5,174 5,174

　　　　　対象期間
　　　　　　　
　　　　　　　　令和4年１月から令和4年１２月

　　　　　　対象範囲（認証・登録範囲）
　　　　　　　　活動：全事業活動
　　　　　　　　対象組織：全社

(1)

                    環境管理責任者　取締役　渡邉多津江　　
                                 担当者　総務部　斉藤　昇

（２０２２年１月から２０２２年１２月）



代表取締役　影山彰久

3)更に健康被害を未然に防ぐ対策を行います。

６.全社員が環境保全活動に参加し、目標を定めて行動していきます。

７.社外においては、環境活動レポートを公開し、利害関係者とのよりよいコミュニケーションを実施しま
す。

社内において、全従業員に、この環境方針及び必要事項を周知し、全社員企画による取組みを展開
します。

制定　2012年12月 3日

改定　2018年12月20日

改定　2021年 3月30日
改定　2022年 7月 1日

また、過剰品質を見直し、ムダを排除に努めます。

２.工法や道具の工夫等作業改善を進め、誰でも働ける環境づくりに努めます。

2)ゴミ発生量を削減し、省資源活動に努めます。

3)水資源の節減活動に努めます。

タカラ産業株式会社

３.省エネ機材への転換を積極的に進めます。

４.環境関連法規制及びその他の規制を遵守します。

2)火災等の防災を行います。

５.自然災害のリスクを理解し減災、防災に努めると同時に、人災にも備えます。

1)地震、洪水、暴風等の天災に備え減災を目指します。

(2)

【環境経営理念】

当社は、トラック用架装部品の開発から製造販売まで一貫して行っています。

全員が、仕事や生活の中でエコに対する関心や知識を深め、｢工場や事務所を最高のショールーム
にしよう｣を合言葉に、業務並びにグループ活動や個々人の作業改善を通し、環境負荷軽減のためひ
とつひとつ出来る事から実践し、環境保全に取組む企業を目指します。

【基本方針】
当社は、環境経営理念に基づいた環境経営システムを構築し、環境負荷を軽減すると共に環境に配
慮した継続的な活動を展開いたします。

１.当社の事業活動に伴う環境負荷の削減に取組みます。

1)電気、軽油、ガソリン、LPG等の燃料使用量を削減し、二酸化炭素排出量の削減に努めます。

4)化学物質の適正管理と削減に努めます。

5)原因追及から導かれた具体的対策によって不良品の削減に努めます。



制定　2012年2月1日
承認 作成

<環境管理組織における機能>
　　経営責任者

①環境方針の策定
②環境経営全般に対しての責任と権限
③全体取組状況の評価と見直し
④実施体制の構築

　　環境管理責任者
①環境負荷・環境への取組の自己チェックの実施
②環境経営活動の推進
③環境目標及び環境計画の作成
④経営者への進捗報告

　　EA-21活動事務局
①環境管理責任者の補佐業務
②各部門のデータのまとめ
③環境関連法規の取りまとめ及び遵守状況確認
④環境文書及び記録の作成、管理

企画営業部門・製造部門・製造工務部門
①部門責任者の下、省資源、省エネ、節水に努める
②問題点の把握と是正の実施
③従業員教育

望月靖方 山田　誠 芹澤稔之

(3)

企画営業部門 製造部門 製造工務部門
（推進リーダー） （推進リーダー） （推進リーダー）

渡邉多津江

担当者

斉藤　昇

EA-21活動事務局
（営業課）

渡辺直子

経営責任者
（代表取締役社長）

渡邉哲史

環境管理責任者
（ 総務総括 ）



承認 作成

役割・責任・権限
経営責任者

環境経営に関する統括責任
必要な人材・設備・資金・時間等を準備
環境管理責任者の任命
環境方針の策定・見直し及び全従業員への周知
環境目標・環境活動計画の承認
代表者による全体の評価と見直し
課題とチャンスを明確にする

環境管理責任者
環境経営システムの構築、実施、管理
環境目標・環境活動計画書を確認
環境活動の取り組み結果を代表者へ報告
環境活動レポートの確認

環境事務局
環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施
環境目標、環境活動計画書の作成
環境活動の実績集計
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

部門推進リーダー
自部門における環境経営システムの実施
自部門に置ける環境方針の周知
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
自部門に問題点の発見、是正、予防処置の実施

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
決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

<環境管理組織における機能>

　　制定　2022年11月1日

経営責任者
（代表取締役社長）

環境管理責任者
統括本部長

影山彰久

EA-21活動事務局
総務部

企画営業部門 製造部門 製造工務部門 設計品質部門

総務

総務部門
（推進リーダー） （推進リーダー） （推進リーダー） （推進リーダー） （推進リーダー）

(4)

営業部長 製造課長 製造部長 設計課長



　　経営責任者
①環境方針の策定
②環境経営全般に対しての責任と権限
③全体取組状況の評価と見直し
④実施体制の構築 設計品質部門

　　環境管理責任者 ④開発及び実験業務
①環境負荷・環境への取組の自己チェックの実施 ⑤不良品の管理
②環境経営活動の推進 ⑥機械装置のメンテナンス
③環境目標及び環境計画の作成 ⑦商品の検査
④経営者への進捗報告

　　EA-21活動事務局
①環境管理責任者の補佐業務 推進リーダー
②各部門のデータのまとめ ①部門の環境活動計画の実施
③環境関連法規の取りまとめ及び遵守状況確認 ②部門データの集計
④環境文書及び記録の作成、管理 ③部門の問題点は把握と是正対策の実施

　　企画営業部門・製造部門・製造工務部品・設計品質部門・総務部門 ④部門取り組み状況の事務局への報告
①部門責任者の下、省資源、省エネ、節水に努める ⑤部門の従業員教育
②問題点の把握と是正の実施
③従業員教育

(5)



運用期間２０２２年１月～２０２２年１２月（令和４年１月～令和４年１２月）の環境目標

基準値 削減率等 目標値
二酸化炭素排出量の削減 ｋｇ-ＣＯ2
R1年度を基準にR4年度 /百万円（売上高） 212.01 3％減 205.65
までに3％削減 (258,439)
①購入電力の削減 ｋｇ-ＣＯ2/百万円（売上高） 169.88（207,083） 1.5％減 164.78
②軽油の削減 Ｋm/Ｌ 5.84（17,682） 1.5％増 5.93
③ガソリンの削減 Ｋm/Ｌ 22.70（1,390） 1.5％増 23.04
④LPGの削減 ｋｇ-ＣＯ2/百万円（売上高） 25.74（31,381） 1.5％減 25.35
廃棄物の削減 t 13.93 3％減 13.51
①一般廃棄物の削減 t 2.08 1％減 2.02
②産業廃棄物 t 11.85 1％減 11.49
総排水量の削減 R2年度
Ｒ２年度を基準にＲ４年度 4.80 2％減 4.70
までに２％削減 （5，337）
化学物質使用量の削減 R2年度
Ｒ２年度を基準にＲ４年度 2020年 2％減 445.89
までに２％削減 454.99
不良品の削減
Ｒ1年度を基準にＲ4年度 件 63 6件減 57
までに6件削減
＊購入電力の調整後排出系数（平成３０年）は　　0.468(kgｰCO2/ｋWh） （　）総量
＊化学物質使用量に関しては、カチオン塗装機に関する売上を基準とする。
短期・中期の環境目標

Ｒ5年度 Ｒ6年度 Ｒ7年度
（2022年度） （202３年度） （202４年度） （２０２５年度）

二酸化炭素排出量の削減 ｋｇ-CO2/百万円 217.33 180.83 179.02 177.22
(182,560)

①購入電力の削減 ｋｇ-CO2/百万円（売上高） 169.25 135.40 134.05 132.71
（20％減） R5年の１％減 R5年の2％減

②軽油の削減 ｋｇ-CO2/百万円（売上高） 11.97 11.85(1%減） 11.73(2%減) 11.61(3%減)
③ガソリンの削減 ｋｇ-CO2/百万円（売上高） 0.58 0.57(1%減) 0.56(2%減) 0.55(3%減)
④ＬＰＧの削減 ｋｇ-CO2/百万円（売上高） 33.34 32.68(2%減) 32.35(3%減)
廃棄物の削減
Ｒ4年度を基準にＲ7年度 t/百万円（売上高） 10.80 10.69 10.58 10.47
までに3％削減
①一般廃棄物の削減 t/百万円（売上高） 1.78 1.76 1.74 1.72
②産業廃棄物 t/百万円（売上高） 9.02 8.93 8.84 8.75
総排水量の削減
Ｒ4年度を基準にＲ7年度 5.71 5.65 5.60 5.54
までに3％削減
化学物資使用量の削減
Ｒ4年度を基準にＲ7年度 ｇ/百万円（売上高） 506.67 511.79 506.67 501.60
までに3％削減
不良品の削減 溶接 168 165 162 159
Ｒ4年度を基準にＲ7年度 件 3件減 6件減 9件減
までに9件削減 塗装 236 233 230 227

単位

基準年度 削減率等

基準期間
（２０１９年度）

H31年１月～R1年12月

運用期間
（２０２２年度）

R４年 １月～R４年１２月
項　　　　目

33.01(1%減)

㎥/百万円（売上高）

(6)

㎥/百万円（売上高）

g/百万円
（塗装に係る売上高）

項　　　　目 単位
Ｒ4年度



活動期間２０２２年１月～２０２２年１２月（令和４年1月～令和４年12月）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

不必要な照明は消す

外観点検を行う

平野係長 製造

渡邉部長 総務

平野係長 製造

その他（評価対象外）
・エコマーク付きの事務用品を選択的に使用する。
・ミスプリントの削減
・シュレッター紙、新聞紙を梱包材として再利用
・リサイクル商品の購入
・詰め替え商品の購入
・使用済切手の贈与
・待機電力削減（コンセントを抜く）

取組目標 実施項目 責任者 担当
実施スケジュール

購入電力

使用しない設備は
こまめに電源を切る

渡邉部長 総務
使用しない設備の電源を切る。照明器具の清掃

延長コードにタイマーが付いているものを使用　消し忘れ防止
工場 近藤課長 製造 水銀灯からLEDに換えたためこまめに消すようにする

必要最低限の使用を進める（昼休み、残業、外出時）
事務所 渡邉部長 総務

更新時に省電力機器・
器具に変更する

山田部長 製造
機器・器具の見回り（工場内トイレの照明器具をLEDに変更）
稼働時間の短縮

ﾎﾞｲﾗｰ,塗装乾燥炉等の
配管もれの点検

瀧係長 工務

パトロール　

実験室使用について 早房課長 設計
実験等で長期に機械を稼動する時は、なるべく営業時間外で使用しても
らう。

ガソリン
軽油
LPG

省エネ運転の励行 望月部長 営業
不要なアイドリング、急発進の禁止。計画な運行をし走行距離の短縮を
図る。

長距離走行について 中島係長 業務
遠方の取引先が多く、遠方に出かける際は、早めに出発する。また交通
情報に気をつけ渋滞に掛からないようにする。

運行管理表を作成 斉藤　昇 総務 社用車使用報告書の管理　（行き先と距離・時間を確認する）

ガスエアコン温度設定の
適正化

斉藤　昇 総務
室内温度の確認・ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ、ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞの実施。ﾌｨﾙﾀｰの清掃(年2回)
温度設定だけではなく温度計を確認する。加湿器を使い体感温度を上
げる。

ボイラー稼動時間の
短縮を図る

平野係長 製造 ボイラースケジューリング設定のスケジュール管理

一般廃棄
物1%削減

コピー用裏紙活用 渡辺係長 営業
社内向けの情報はメール。シュレッダー行の紙で空白のあるものはカット
し、メモ用紙として再利用。Ａ4、２枚を印刷するときは２枚をＡ3サイズで印
刷し半分にカットする。カウントが半分になる。

ゴミの分別 渡邉部長 総務 分別の指導を更に進める。新入社員への周知徹底。

リサイクル化の推進 山田部長 工務
分別の強化を図る。封筒、プラスチック、ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙなどの再利用。
コンポストの利用

不良品の
件数削減

不良品の発生を防ぐ 窪井係長 品質

不良品の原因と改善指導
定期的に機械装置のメンテナンスを行うことにより不良発生の削減に努め
る。

化学物質
使用の
管理

使用方法を管理する。 化学物質使用量の管理・純水を無駄に使わない

水使用量
１%削減

無駄な水使用の
実態調査及び改善

漏水の確認　(原因が判明できない時は、業者に依頼する。）
ハンドバルブ、ハンドルで流量管理

節水に対する意識高揚
を図る

平野係長 製造 節水の呼び掛けをする

(7)

地域の環境
美化に貢献 周辺主道路の清掃 渡邉部長 総務

実施(短時間で回数を増やす）



 

２．実績

　　審査期間の２０２２年１月から２０２２年１２月までの活動実績と目標達成状況は以下の通りです。

　　　　　　（令和４年１月～令和４年１２月）

２０１９年度 ２０２２年度

基準年（実績） 目標

二酸化炭素排出量の削減 ｋｇ-ＣＯ2

R1年度を基準にR4年度 /百万円（売上高） 212.01 205.65

までに3％削減 (258,439)

①購入電力の削減 ｋｇ-ＣＯ2/百万円（売上高）169.88（207,083） 164.78 ✕

②軽油の削減 Ｋm/Ｌ 5.84（17,682） 5.93 〇

③ガソリンの削減 Ｋm/Ｌ 22.70（1,390） 23.04 〇

④LPGの削減 ｋｇ-ＣＯ2/百万円（売上高） 25.74（31,381） 25.35 ✕

廃棄物の削減 t 13.93 13.51

Ｒ1年度を基準にＲ4年度

までに3％削減

①一般廃棄物の削減 t 2.08（１％減） 2.02

②産業廃棄物 t 11.85（1％減） 11.49

総排水量の削減 R2年度

Ｒ２年度を基準にＲ４年度 2020年 4.70

までに２％削減 4.80

化学物質使用量の削減 R2年度

Ｒ２年度を基準にＲ４年度 2020年 445.89

までに２％削減 454.99

不良品の削減

Ｒ1年度を基準にＲ4年度 件 63 57 溶接 168

までに6件削減 塗装 236

＊購入電力の排出系数は0.４６８(kgｰCO2/ｋWh） （　）総量

＊総排水量・化学物質使用量に関しては、カチオン塗装機メンテナンス回数を増やした２０２０年度を基準とする。

＊化学物質使用量に関しては、カチオン塗装機に関する売上を基準とするように変更した。
＊塗装に係わる売上高　２０２０年９３９百万円・２０２２年７４９百万円

g/百万円
（塗装に係る売上高）

✕

✕

9.60

223.32

(8)

1.49

〇

✕

＊不良削減件数が増えた要因
　溶接工程の168台については　11月末までの集計では74台であり目標とあまりにかけ離れた数字ではなかったが12月
に溶接治具の不良でロットアウトが出てしまいこのような数字になってしまった。
　塗装工程については手直しや修正方法の確定に至らないものを不良品として全集計した為、この様な数字が出てい
ます。
（２０２１年度までは保留品を計上していなかったが今年度から保留品を不良品として計上しています）

　上期5.8ｍ3/百万円でした。年間で5.7ｍ3/百万円となり目標は達成できませんでしたが、上期より排水量を減らすこと
ができました。

項　　　　目 単位

(187,592)

２０２２年度

24.10

実　績
評価

✕

8.11

㎥/百万円（売上高）

32.25

175.24

5.96

506.67

5.71



取組期間　２０２２年１月～２０２２年１２月

（令和４年１月～令和４年１２月）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

不必要な照明は消す

外観点検を行う

ガソリン

軽油

LPG

渡邉部長 総務

渡辺係長 営業

継続

継続

渡邉部長 総務 〇

平野係長 製造 ✕

地域の環境 周辺

美化に貢献 主道路の清掃

その他 （自主活動の対象は評価しない） 評価判定
・エコマーク付きの事務用品を選択的に使用する。 〇 良くできた

・ミスプリントの削減 △ まあまあできた

・シュレッター紙、新聞紙を梱包材として再利用 × 出来なかった

・リサイクル商品の購入 — 実施しなかった

・詰め替え商品の購入

・使用済切手の贈与

・待機電力削減（コンセントを抜く）

ガスエアコン温度設定
の適正化

ボイラー稼動時間の
短縮を図る

平野係長

水使用量
１%削減

一般廃棄物
1%削減

化学物質
使用量の

削減
使用方法を管理する。

ゴミの分別

リサイクル化の推進

不良品の
件数削減

不良品の発生を防ぐ

使用しない設備は、
こまめに電源を切る。

継続

継続

出来ている
継続

〇

〇

〇

根付いている。
太陽光発電システムによる発
電が１２月２７日から開始。
来年度から効果が出ると期待
している

二層式洗濯機を全自動洗濯
機に更新したため水の止め
忘れがなくなった。

生産量が減っていても塗装機
メンテナンス回数は同じように
しなければならないため使用
量の削減につながらなかっ
た。

新入社員への周知徹底

営業

長距離走行について

瀧係長 工務 継続

省エネ運転の励行 望月部長

社員の意識は出来ている
水銀灯からLEDに変えたため
こまめに消すことができる
事務所の蛍光灯LED化

新型コロナ感染症対策で窓
を開け換気していた
体調管理のためにエアコンを
控えめにせずに使用したため
増加

継続

根付いている

継続

ボイラー更新したため消費量
が減った。こまめに消すことが
できる

出来ている

〇

いろんな
アイデアで

継続

出来ている

測定器の定期的な点検をし
ている
グループ化後、社内アナウン
スはＳlackを使って報告

意識は出来ている
ミスプリントが減るようにしなが
ら継続。プリントを減らしス
キャナーで読み込みデータで
共有

継続

生産量が減っていても塗装機
メンテナンス回数は減らせな
いため使用量が増えた。

継続

タイミングよく草取りをすること
で短時間で作業を終わらせる
ことができた

✕

社用車使用報告書の管理　（行き先と距離・時間を確認する） 〇

ボイラーを更新してから
効率が良くなっている 継続製造

窪井係長

総務斉藤　昇

定期的に機械装置のメンテナンスを行うことにより不良発生の削減
に努める。

△

〇

必要最低限の使用を進める。（昼休み.残業時.外出時）

機器・器具の見回り

〇

〇
不要なｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ、急発進の禁止。計画的な運送し走行距離の短
縮を図る。

実験等で長期に機械を稼動する時は、なるべく営業時間外で使用
してもらう。

遠方の取引先が多く、遠方に出かける際は、早めに出発する。
又交通情報に気をつけ渋滞に掛からないようにする。

総務

〇

夜間稼動させている
蛍光灯LED化

節水に対する
意識高揚を図る

室内温度の確認・ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ、ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞの実施。ﾌｨﾙﾀｰの清掃(年2
回)夏季は給湯器を使用しない。冬季は温度を低めに設定する。
温度設定だけでなく温度計を確認する。加湿器を使用。体感温度
を上げる。

〇

✕

ボイラースケジューリング設定のスケジュール管理

コピー用裏紙活用

無駄な水使用の
実態調査及び改善

斉藤　昇

渡邉部長

工場

山田部長

渡邉部長

運行管理表を作成

近藤課長

事務所

更新時に省電力機器
製造

総務

購入電力

次年度の
取組内容

継続

評価

継続

更新時は省電力機器に変更
する

継続

コメント取組目標 実施項目

中島係長

責任者 担当

業務

ﾎﾞｲﾗｰ,塗装乾燥炉等の

製造

配管もれの点検

器具に変更する

実験室使用について

実施スケジュール

パトロール　

使用しない設備の電源を切る。照明器具の清掃

延長コードにタイマーが付いているものを使用消し忘れ防止

渡邉部長

早房課長 設計

総務

総務

社内向けの情報はメール・SLACKを利用。ｼｭﾚｯﾀﾞｰ行きの紙で空
白のあるものはｶｯﾄし、ﾒﾓ用紙として再利用。シュレッダーにかけた
紙は袋に詰めて梱包の緩衝材として再利用。

不良品の原因と改善指導　

〇

分別の指導を更に進める。分解できるものは分解し分別する。

〇

〇

平野係長 製造

山田部長
分別の強化を図る。封筒、プラスチック、ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙなどの再利用。
コンポストの利用

工務

品質

平野係長 化学物質使用量の抑制及び管理

節水の呼び掛けをする。

製造

漏水の確認。(原因が判明できない時は、業者に依頼する。）

節水の呼びかけをする

(9)

継続

節水呼びかけのステッカーを
更新した
工場トイレに置いてある洗濯
機も全自動式に替えた。水の
止め忘れが無くなった。

〇

渡邉部長 総務
実施(短時間でこまめに実施）



１. 対象法規制リストと遵守状況

当社に適用される環境関連法規等の遵守状況を確認した結果違反はありませんでした。
遵守評価日 2022年12月28日

評価者　環境管理責任者 渡邉多津江

条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 遵守結果

第５条 規制基準値の遵守 工業専用地域 規制なし

第6条 特定施設の届出 設置時（プレス機・せん断機・ボール盤等） ○

第10条 氏名変更 代表者変更時提出 該当なし

第11条 承継届 H22年合併届出済み 該当なし

第５条 規制基準値の遵守 工業専用地域 規制なし

第6条 特定施設の届出 設置時（プレス機・せん断機等） ○

第10条 氏名変更 代表者変更時提出 該当なし

第11条 承継届 H22年合併届出済み 該当なし

第5条 設置届 酸又はアルカリによる表面処理施設 ○

第10条 氏名変更 代表者変更時提出 該当なし

第11条 承継届 H22年合併時届出済み 該当なし

第１４条 水質検査（年２回） 自主的検査 〇

第６条の2第6項 一般廃棄物の収集運搬業者への委託処理 市条例の収集・運搬基準の遵守 ○

第１２条第２項 産業廃棄物の適正保管 保管基準の遵守、保管場所の表示、分別 ○

第１２条第５項 産業廃棄物の委託処理 収集運搬及び処分許可業者への委託 ○

第１２条第６項 運搬又は処分を委託する場合の処理基準の遵守 処理業者と契約書の締結 ○

第１２条の3第１項 マニュフェストの交付 ○

第１２条の3第２項 マニュフェストの保管 A票 ５年保管 ○

第１２条の3第６項 マニュフェストの保管 B2、D、E票の５年間保管 ○

第１２条の3第７項 マニュフェスト交付状況の知事報告 ６/３０までに報告書提出 ○

第１２条の3第８項 管理票写しの送付がない時の適切な措置の実施 運搬又は処分業者からのD,E票の期間内返却 該当なし

第１１条 指定数量以上の危険物保管の届出 指定数量以上の危険物の保管の消防への届出 該当なし

第１３条 危険物の取扱作業に関して保安の監督 危険物取扱者の設置 該当なし

第１７条の3の3
消防用設備等の点検及び報告 消火設備の定期点検

（共同設備年１回）
〇

家電リサイクル法
（特定家庭用機器再商品化法）

第６条の2第6項
特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬をするべき者
等への適切な引き渡し、料金の支払

指定家電廃棄時のリサイクル料金の支払
〇

第８条 使用済み自動車の引き渡し義務

第７３条 使用済自動車の引き取り業者への引き渡し リサイクル料金の支払(廃車時）

第１６条

冷凍空調機器：全ての第一種特定機器が対象
①自身での「簡易点検（３か月に１回以上）」実施
圧縮機電動機定格出力に応じ有資格者による「定
期点検」
②空調機（50KW以上）１年に１回以上
③空調機（7.5KW～50KW未満）３年に１回以上

①食堂・事務所、エアコンフィルター清掃　　簡易
点検の実施（１回/３か月）

〇

第４１条 第一種特定製品排気塔実施者の引き渡し義務
製品管理者のフロン類回収業者への
フロン類の引き渡し義務

該当なし

第５２条 騒音基準の順守義務 〇

第５３条 騒音特定施設の届出 設置時（プレス機・せん断機・ボール盤等） 〇

第５５条 騒音特定施設変更の届出
減らす場合、直近の届出の２倍以内の数に増加す
る場合届出は必要ないが、直近の届出から内容が
かなり変わっていたため、届出をした。

〇

第７９条 振動基準の順守 〇

第８０条 振動特定施設の届出 設置時（プレス機・せん断機等） 〇

第８２条 振動特定施設の変更等の届出
そ特定施設の種類及び能力ごとの数を変更すると
き（減らす場合は不要）直近の届出からかなり変
わっていたため届出をした。

〇

第８条 産業廃棄物管理責任者の設置 PCB含有物の適切な処理を完了したため 該当なし

第１0条 委託先の実地確認と記録の保存 現地確認記録の保管 〇

環境基本法 第８条 自主努力義務、行政への協力 EA21への取り組み 〇

地球温暖化対策推進法 第５条 自主努力義務、行政への協力 EA21への取り組み 〇

循環型社会形成推進基本法 第１１条 廃棄物の3R及び適正処理の推進 廃棄物の分別、行政への協力 〇

リサイクル法（資源の有効な利用
の促進に関する法律）

第４条 指定再資源化製品のリサイクルへの協力（適正廃棄）パソコン、小型二次電池等の廃棄時 〇

グリーン購入法（国等による環境
物質等の調達の推進等に関する
法律）

第５条 事業者の責務（国等の施策への協力等）
物品の購入、借り受け等する場合の環境物品等の
選択

〇

RoHS指名/リーチ適合材料の使用及び適合製品の
納入

納入先からの依頼に対して非含有証明書の発行、
調査結果の報告

該当なし

2. 違反、訴訟等の有無
関係機関からの私的、利害関係者からの訴訟や苦情は過去３年間ありませんでした。

消防法

自動車リサイク法
（使用済自動車の再資源化等に

関する法律）
該当なし

法律・条例

騒音規制法

振動規制法

廃棄物処理法（廃棄物の処理及
び清掃に関する法律）

水質汚濁防止法

フロン排出抑制法（フロン類の使
用の合理化及び管理の適正化

に関する法律）

(10)

静岡県産業廃棄物の適正な処
理に関する条例

静
岡
県
条
例

静岡県生活環境の保全等に
関する条例

義
務

法
令

法
令

責
務
・
努
力

RoHS指名/リーチ（REACH）規制



２０２２年３月　全社屋LED化

事務所

２０２２年１月の電気使用量25，716ｋｗｈ

２０２３年１月の電気使用量17，074ｋｗｈ

事務所屋根ソーラーパネル（６０枚）

太陽光発電ソーラーパネル設置工事年内終了

LED化したことと太陽光発電による自家消費により２
０２２年１月と２０２３年１月を比較すると電気使用量が
大幅に減少している。

（12/22～1/21比較）

(11)

２０２１年から全社LED化を進め２０２２年３月完了

工場屋根ソーラーパネル（２４０枚）

２０２２年１２月２７日より太陽光発電開始



【経営における課題とチャンス】

№ 課題･チャンス 見直し 指示

1 購入電力削減への取り組み強化 太陽光発電の有効活用
発電量の定期的測定および電力
消費の更なる削減

2 ＤＸ化の推進
社内システムの見直し
属人化の排除

･帳票の電子化等
･棚卸しデータの収集等

3 不良品の削減
不良原因の根源見直し
品質部門の強化

不良品削減プロジェクトの推進
（小集団活動）

4 ＳＤＧＳへの取り組み ＳＤＧＳ活動への取り組み推進
グループ企業の推進活動と連動
しながら活動

5 グループ会社との連携
人材採用、広報ブランディング活
動の推進

･新卒採用の拡大
･新タカラブランドの創造

【全体評価】

タカラ産業株式会社

（12）

コロナ禍や半導体不足による影響およびメイン顧客である日野自動車様の出荷停止に伴い、今期の受注
売上は大幅に落ちこみました。また昨年6月に（株）影山鉄工所を母体とする影山グループへのM&Aによる
グループインに伴い、社内の環境も大きく変わりました。そういった内外の変化の中で、タカラ産業としての
環境への取り組みは、引き続き変わることなく、環境経営方針、および目標に従いながら実施して来まし
た。今期の目標管理においては、目標未達になった削減項目がありますが、原因および対策を明確にする
ことにより、次年度においては、達成可能な目標管理を実施していきます。次年度においては、太陽光発
電の稼働運用によって、更なる購入電力削減を行っていきます。会社全体としてはグループ会社のリソー
スを最大限に活用することにより、社内インフラ整備から人材採用等の幅広い分野まで、環境方針および
目標達成に向けた各種取り組みを実施していきます。


