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１．会社概要

名 称：二光光学 株式会社
創 立：1960年(昭和35年)11月
代表者：代表取締役 楠田 幸久
事業内容：真空蒸着加工
所在地：神奈川県相模原市緑区橋本台3－18－13
環境管理責任者：責任者/ 後藤 邦彰

責任者代理/ 製造部 山本 五省
補佐/ 製造部 松本 弥生

連絡先：電話/042(700)2311
FAX/042(779)7212
メールアドレス/ yayoi@niko-opt.co.jp

事業規模：延べ敷地面積/660㎡
売上高/219百万円 (2021年度)

従業員：23名(営業･管理部4名 製造･技術部19名) 2022.4.1現在
認証登録範囲：真空蒸着加工
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2.環境経営方針

当社は、地球環境、地域環境を考えた事業を推進し

次に示す環境方針を定めます。

１）事業活動において、省資源、省エネルギー、資源循環に努め、
環境負荷を継続的に改善するために次の事項を推進します。

＊二酸化炭素排出量の削減
＊水使用量の削減
＊産業廃棄物の削減、リサイクルの推進

２）不良品が環境に与える影響を十分に理解し
継続的な改善・向上に努めます。

３）特に環境負荷に大きい蒸着装置電機使用量において
省エネルギー化を進めます。

４）環境訓練、教育訓練の実施により全ての従業員に
周知徹底します。

５）環境レポートを作成し公表します。

６）事業活動に関わる環境関連法規及び、
当社が同意するそのかの要求事項を遵守します。

2022年４月１日
二光光学 株式会社

代表取締役社長
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代表取締役

営業・管理部

環境管理責任者
環境管理責任者代理
環境管理補佐

品質管理責任者

統括部長

製造・技術部

購買
出荷課

品管課製造課技術課経理課 営業課

製造係 検査係

役割・責任・権限

代表取締役

・環境経営に関する統括責任
・環境経営システムの実施に必要な資源を準備
・環境経営方針の策定・見直し
・代表者による全体の評価と見直し、指示
・環境経営レポートの承認

環境管理責任者
及び

環境管理責任者代理

・環境経営システムの構築、実施、管理
・環境関連法規等のとりまとめ表を承認
・環境経営目標・環境経営計画書を承認
・環境活動の取組結果を代表者へ報告
・環境経営レポートの確認

環境管理補佐

・環境管理責任者の補佐
・環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施
・環境経営目標、環境経営計画書の作成
・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

全従業員
・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の参加

3.環境管理体制
環境管理体制図
2022年4月1日作成



４.環境経営目標及び実績

2017年 2020年 2022年 2023年 2024年
基準年実績 年度実績 目標 実績

電力使用量
(kwh）

松本 541,120 442,116 533,003 487,561

CO2排出量
(kg-

CO2/Kw)
松本 226,188 189,667 222,795 209,235

水使用量
の削減

総排水量(㎥) 松本 1,177 960 1,159 1,081 (現状維持）
2017年度比

1%削減
2017年度比

1%削減

産業廃棄
物の削減

排出量(kg) 山本 297 0 292 21,498 (現状維持）
2017年度比

2%削減
2017年度比

３%削減

IPA(kg) 山本 7,056 7,560 - 7,350 - - -

ジエチルエーテル
(kg）

山本 71 0 - 35 - - -

エチルアルコール
(Kg)

山本 114 71.1 - 90 - - -

IPA(%) 山本 21.91 21.69 21.58 33.56 33.22

ジエチルエーテル
(kg）

山本 0.22 0.21 0.21 0.15 0.15

エチルアルコール
(Kg)

山本 0.35 0.34 0.34 0.41 0.41

2021年
取り組み内容

前年度比
１%削減

前年度比
１%削減

2017年度比
３%削減

2017年度比
2%削減

中期目標

(現状維持）

化学物質
売上比率

二酸化炭
素排出量
の削減

化学物質
使用量

責任者

○単年度、長中期目標
・電力、CO2、水、廃棄物、対2017年比１.5％削減
・化学物質使用量売上比率で、対2017年比１.5％削減

【目標値と実績値】
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2020年 2022年

実績 目標値 実績 目標値

投入数(個)
品質管理
責任者 266,655 317,319 351,790 440,000

良品率(%)
品質管理
責任者 98.6 99 98.6 99

不良数(個)
品質管理
責任者 3,604 3,173 4,688 4,400

不良金額(百万円)
品質管理
責任者 6.37 4.24 10.34 3.3

売上(百万円)
品質管理
責任者 199 257 219 280

環境に配
慮した

生産活動

2021年
取り組み内容 責任者

【注意事項】

※排出係数 (ウエスト電力2021年度実績)×0.429(kg-CO2/kwh)
※売上比率 (実績÷売上) リットル(ℓ)×0.79(エチルアルコール)     で重量換算

0.89(ジエチルエーテル)

○単年度目標、中期目標

・不良金額売上比で、対前年比1.65％削減

【目標値と実績値】
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５.環境経営計画 (2021年)

取り組む内容 具体的な実施事項

1.二酸化炭素排出量の削減

（電力使用量の削減）

・使用していない机、部屋の電気をこまめに消す

・人感センサー付きライトに交換

・故障品の買い替え(エアコン)

2.水の使用量削減 ・節水の表示

・製品洗浄の効率を考える

3.廃棄物削減 ・廃棄物への積極的なリサイクル

・不良数削減の活動 (品質会議、PDCA）

4.化学物質使用量の削減 ・洗浄機槽の温度管理

(洗浄機日常点検表のチェック項目を増やす)

・洗浄機の稼働時間外の適切な管理

(こまめなスイッチの切り替え)

5.グリーン購入の継続 ・購入時に検討する

6.環境に配慮した生産活動 ・加工不良の削減

・毎月の各装置ごと不良発生の状況把握・早急な改善へ

の行動を促す

・作業効率向上のための活動 (５S活動)
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６.環境経営計画の取組結果とその評価、
次年度の取組内容

P９

評価 〇
 目標は達成した。節電に対する個人の心がけや、人感センサーライトに交換した
ことで消し忘れ防止出来た。また古く劣化したエアコンを交換した事で省エネに
効果があったと思う。今後も個人個人の心がけを継続し、引き続きアイデアを募って
行きたい。

評価 〇
 目標は達成。生産数は増えてきているが未だコロナ前程は戻ってきてはおらず
削減に繋がっているのではないか。より一層の削減の為、洗浄工程の見直しや
トイレの入替による節水対策を検討していく

評価 ×
 目標は未達。21年度は大規模な5Sによる不要物の処分を行ったことによる
産業廃棄物の排出量が増えた。金属のリサイクル等、再生できるものは積極的に
進め、処分を行ったことで作業スペースの確保、整理整頓が進み作業しやすい
環境へ変化し作業効率が上がった。
今後は無駄な経費の削減やCO2の削減に繋がっていくと思う。その為にはもう少し
不要物の処分が続くために排出量としては現状維持

評価 ×
   目標は未達。局所排気装置の設置により、使用量が増えたと思われる。
その替わりに作業環境については安全な環境作りが達成した。次年度は環境を維持
しつつ洗浄工程の見直しを行うことで削減を目指す。

評価 -
  積極的にグリーン購入を継続していく。

評価 ×
   慢性的に発生している不具合の改善が思うように進んでいない。
根本的な改善を行うために、岡本硝子の分析装置や分析力を積極的に利用すること
で、削減を目指す。

評価 -
   一人一人がより一層、環境経営に興味を持ち社会的に貢献できるよう
取り組んでいきたい。

評価 -
   防災機器の点検、壊れている設備の修理などを早急に行い、緊急時に備える。

7)中長期目標に対する取り組み内容

8)環境上の緊急事態への準備及び対応

1)二酸化炭素排出量削減について

2)総排水量の削減について

3)産業廃棄物の削減について

4)化学物質使用量の削減について

5)グリーン購入について

6)環境に配慮した生産活動について



７.環境関連法の順法及び訴訟の有無
法規等の名称 適用内容

○騒音規制法 ・特定施設の届出

・地域別騒音基準の遵守 遵守

○振動規制法 ・特定施設の届出

・地域別振動基準の順守
遵守

○廃棄物処理法 ・廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、

処分等の処理

・委託契約の締結

・産業廃棄物保管場所の掲示

・マニフェストの運用、保管、報告

遵守

○労働安全衛生法
・労働者の安全と健康の確保と快適職場環境の形成 遵守

○有機溶剤中毒予防規則
・有機溶剤による中毒防止 遵守

○消防法 ・火災の予防、警戒、鎮圧し、身体及び財産を火災

から保護する
遵守

○フロン排出抑制法 ・業務用エアコンなどに重鎮されているフロン類に

について漏れ出し等の定期点検実施
遵守

2022年4月 関連法規制等の改定内容を確認いたしました。
遵守すべき法律への違反、訴訟等はありませんでした。
また外部からの苦情や指摘もありませんでした。
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８.代表者による全体の評価と見直し・指示
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• 活動の骨子
事業活動において環境負荷を軽減するために、CO2排出量（電力含む）、水の使用量、化学物質使用量、
産業廃棄物の削減等を目標に活動した。

• 総括
2021年度は、昨年度と比較すると生産数、売上は上がり増収増益であった。
コロナ禍前と比べてしまうとまだまだな感じは否めない。基準年の2017年と比べると
CO2と排水量の目標は達成した。

• 個別
1.IPA使用量の削減の未達について

昨年度の課題であったチラーの冷却不足は修理して改善したが、局所排気装置を設置した
ことにより使用量が増えた。しかし作業環境の改善にとっては大事なことだったと考える。
今後は環境・安全を確保しつつ削減を目指していって欲しい

2.産業廃棄物排出量の実績ゼロについて
今年度は今まで行ってこなかった会社内の不要物の一掃を目指して排出を進めてきた。
今年度の結果はこれから先の事を考えたら必要な結果ととらえている。
今回整理された環境を維持・管理していくことで無駄を省き、削減を目指して欲しい

3.良品率の改善について
未だに慢性的な不良は一定数発生している。今までは表面的な改善を行っていたために
根絶までは至らなかったが、今年度からはグループ会社の岡本硝子と協力し、根本的な
解決に努めた。徐々に結果がついてきているので来年度も継続して欲しい

4.電力使用量の削減について
小さな効果かもしれないが、個々の節電に対する心がけが何れ大きな削減に繋がると
信じている。是非少しでも環境に興味を持ち日々の心がけを継続して欲しい。

以上
見直し・指示

項目 見直しの有無 コメント

1 環境経営方針の見直し 有 1部見直しを行った

２ 環境経営目標及び計画 無

３ 実施体制 有 今年度より組織を1部変更した


