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Ⅰ-1会社概要 

 当社は、航空宇宙機器部品加工を通して、品質・コスト・納期を確立し、且つ地球環境保全においてエコアクショ

ン２１環境経営システムの対象範囲は、第二工場を含め全組織全活動とし、環境に配慮した製品作りに取り組んでい

ます。 

 

 

  ①社名   八千代田精密株式会社 

 

  ②創立   平成１２年３月２１日 

 

  ③所在地・TEL 

      本社工場 〒９９２－０００３ 

           山形県米沢市窪田町字東小境１３１０－２ 

           TEL ０２３８－３７－２７２３ FAX ０２３８－３７－２８１２ 

      第二工場 〒９９２－０００４ 

           山形県米沢市窪田町小瀬字鎌倉９９９－１ 

           TEL ０２３８－４０－１１２６ 

      E－mail  info-yachiyodaseimitsu@yachiyoda.co.jp 

            URL   http：//www.yachiyoda.co.jp 

 

  ④役員    取締役会長    栗木 和彦 

         代表取締役社長  樋口 伸明 

   

  ⑤資本金   2,000万円 

 

  ⑥従業員   43 名 

 

  ⑦敷地面積  本社工場  ３，５１７㎡ 

         第二工場  １，３４１㎡ 

 

  ⑧環境管理責任者  赤木 聡 

 

  ⑨営業品目 

    航空宇宙機器部品加工、風洞実験模型製作、精密機械部品加工、治工具設計・加工 

 

  ⑩主要取引先 

    株式会社 SUBARU 航空宇宙カンパニー 

    丸家工業株式会社（川崎重工業株式会社、株式会社 IHI、株式会社 IHI エアロスペース） 

    輸送機工業株式会社 
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Ⅰ―２．認証・登録範囲 

組織：全組織を対象とする。（本工場 第２工場） 

活動：航空機体の構造部品、ロケット飛翔体の構造部品、一般機械部品の製造 

 

 

 

 

Ⅰ―３．実施体制（環境管理組織図、役割・責任・権限表） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

電力・灯油使用量削減

製造部 副部長

淀野 隆幸

ガソリン・軽油使用量削減

管理部 部長

赤木 聡

水道使用量削減

廃棄物処理量削減

LPG使用量削減

管理部 部長

赤木 聡

不具合品再作工数

品質保証課 課長

大滝 剛

環境管理責任者

管理部 部長

赤木 聡

社長

代表取締役社長

樋口 伸明

八千代田精密株式会社 環境管理組織図 承認

樋口

2022.10.1

会長

取締役会長

栗木 和彦
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エコアクション 21 役割・責任・権限表 

  

 

実施者 役割・責任・権限 

 

 

代表者（社長） 

樋口 伸明 

・環境経営方針の策定 

・環境経営方針の周知徹底 

・環境管理実施体制の構築 

・環境管理責任者の任命 

・全体の評価と見直しの実施及び変更の必要性と指示 

・資源（人員、設備、費用等）の準備 

・「課題」と「チャンス」を整理し明確にする 

 

 

 

 

 

 

 

環境管理責任者 

赤木 聡 

・「環境への負荷の自己チェック」の実施 

・「環境への取組の自己チェック」の実施 

・環境関連法規等の取りまとめと見直し 

・環境経営目標と達成手段の策定 

・地域環境保全活動への参画 

・環境教育の年間計画の策定と実施 

・環境に関する苦情や要望への処置 

・「環境活動レポート」の作成と公表 

・エコアクション 21、環境問題の情報伝達 

・環境関連法規等の遵守状況チェックの実施 

・緊急事態訓練の実施 

・環境活動計画の実施状況の毎月確認・評価 

・是正、予防処置の実施 

・文書の作成と整理及び見直し管理 

・記録の管理 

・代表者（社長）への情報報告 

 

 

責任者を含む 

全従業員 

・外部からの環境に関する苦情や要望の受付と報告 

・環境経営目標の達成状況の確認・評価 

・法規制等の遵守 

・環境経営方針、実施体制の周知 

・教育、訓練の受講 

・緊急事態への対応と訓練の参画 
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I-4. 環境経営方針 

  ＜基本理念＞ 

   八千代田精密株式会社は、省エネ、省資源を意識した企業活 

  動において資源を大切にし、次世代へ安心して自然環境を引き 

  継ぐ為「成せば成る」の精神で積極的に環境保全に努めます。 

   ＜基本方針＞ 

 １．生産活動で発生する二酸化炭素排出量、廃棄物排出量及び 

   水使用量の削減を継続的に実施し、製品の効率生産に努め、目標を

定めて環境負荷の低減に貢献します。 

 ２．環境関連の法規制等を遵守し、環境保全に努めます。 

 ３．全従業員にこの環境経営方針及び省エネ、省資源の認識を周知 

   徹底し、継続的改善を実施して環境経営活動を推進します。 

 ４．この環境経営方針及び環境経営レポートは広く内外に公表します。 

  

           令和 4年 10月１日 

           八千代田精密株式会社 

          代表取締役社長  樋口 伸明 
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Ⅱ.第 23期 (2021.10～2022.9) 環境経営目標（単年度目標及び中長期目標） 

活動項目 基準値 第 23期目標（単年） 

（2021.10～2022.9） 

第 24 期目標（中長期） 

（2022.10～2023.9） 

電力使用量（kWh） 869,314 基準値 8.8％削減 

（792,814kwh） 

第 21 期実績値 3.0％削減 

（753,881kWh） 

灯油使用量（L） 22,185 基準値 42％削減 

（13,233L） 

第 21 期実績値 10％削減 

（8,193L） 

ガソリン使用量（L） 2,098 基準値 40％削減 

（1,259L） 

第 21 期実績値 10％削減 

（837L） 

軽油使用量（L） 770 基準値 5.0％削減 

（732L） 

第 21 期実績値 10％削減 

（693L） 

水道使用量（㎥） 545 基準値 2.0％削減 

（534 ㎥） 

第 21 期実績値 3.0％削減 

（532 ㎥） 

廃棄物処理量（Kg） 2,500 基準値 5％削減 

（2,375Kg） 

第 21 期実績値 20％削減 

（5,040Kg） 

不具合品再作工数（h） 789 

（2018、9年度実績平均値） 

基準値 29％削減 

（560ｈ） 

第 21 期実績値 30％削減 

（552ｈ） 

LPG 使用量削減（㎥） 22.9 基準値 2.0％削減 

（22.4 ㎥） 

第 20 期実績値 1.5％削減 

（22.6 ㎥） 

二酸化炭素排出量 

（Kg－CO2） 

470,940 406,691 383,502 

 

＊電力の排出係数は、東北電力（株）2021年度速報値 排出係数 0.482（Kg-CO2）を使用。 

＊基準値は、第 18期（2016.10～2017.9）実績値とする。 

ただし、下記の 2項目は別設定とする。 

・軽油：第 22期（2020.10～2021.9）の実績を基準値とする。 

・不具合品再作工数：第 18期、19期実績の平均値を基準値とする。 
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Ⅲ．第 23期 （2021.10～2022.9） 環境経営計画 

活動項目 責任者 活動計画 

電力使用量削減 淀野副部長 

 

１．未使用時の電気消灯の徹底。（工場内、各事務所） 

２．設備のアイドリングストップ。 

３．空調温度管理の徹底。 

４．コンプレッサーの徹底管理。 

５．本工場：水銀灯から蛍光灯・LED への切り替え検討。 

６．デマンドコントロールの監視。 

７．リフレクティックスの採用増加の検討。 

灯油使用量削減 淀野副部長 １．空調温度管理の徹底。 

ガソリン使用量削減 赤木部長 １．安全運転の励行。 

２．エコドライブ 10 カ条の遵守。 

水道使用量削減 赤木部長 １．節水の意識付けの徹底。 

２．蛇口調整により最大流量の設定。 

廃棄物処理量削減 赤木部長 １．３R（Reduce・Reuse・Recycle）の実践管理の徹底。 

不具合品再作工数削減 大滝課長 １．図面、スペック、材料、TOS、作業手順書、設備、加工 

  プログラム等の理解。 

２．加工計画の励行と検査の実施。 

３．JIS-Q-９１００マネジメントシステムの理解と運用の徹底。 

LPG使用量削減 赤木部長 ・現状の使用用途以外の使用をしない。 

       

Ⅳ．第 23期 （2021.10～2022.9） 環境経営目標の実績 

活動項目 目標値 実績値 目標対比 評価 

電力使用量（kWh） 792,814 599,036 -193,778 達成 

灯油使用量（L） 13,233 9,729 -3,504 達成 

ガソリン使用量（L） 1,259 712.6 -546.4 達成 

軽油使用量（L） 732 751.5 +18.5 未達成 

水道使用量（㎥） 534 440 -94 達成 

廃棄物処理量（Kｇ） 2,375 2,938.2 ＋438.2 未達成 

不具合品再作工数

（h） 

560 854.8 ＋294.8 未達成 

LPG 使用量（㎥） 22.4 10.1 －12.3 達成 

二酸化炭素排出量 

（Kg－CO2） 

406,691 325,185 －81,506 達成 
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Ⅴ．第 23期 (2021.10～2022.9) 環境経営の取組み結果とその評価 

総括 

・引き続き、新型コロナウイルスの影響で、航空業界は受注量の減少状態が続いている。前期同様に計画

休業を実施したことから、電気の使用量は大幅な減少となった。削減努力をしての結果だけではなく、大

部分が仕事量減少による使用量の減少と言える。 

 

・ガソリンと軽油の使用量については、全体的に減少している。本工場の軽バンが老朽化により廃車され

たことで、ガソリンの潜在的使用先が減ったことが要因として考えられる。軽油については、基準値より

減ってはいるが目標値には届かなかった。軽バンの廃車による影響でトラックを使用しての定期便に切り

替わったために軽油の使用量が増加したと考えられる。 

  

・廃棄物処理量については、昨年に懸念した通り増加傾向にある。 

 近年、持ち込みゴミの増加が著しい。 

持ち込みゴミを削減する取組みを継続して削減意識を浸透させる。 

 

・灯油については、冬季間の暖房器使用で一部需要があるが、冷暖房の電化のおかげで年間通しての使用

量が大幅に減少している。今年、本工場の壁を補修工事したので、気密性が格段に上がったと予想できる。

今後は FF式暖房の使用を減らせないか検討を指示して、更なる削減を目指す。 

 

・不具合製品の再作工数については、発生件数が増加したこともあり、処理工数・再作工数が増加してい

る。増加の要因としては、不具合削減のための活動が十分に機能していないことにあると推測している。

統計は取って管理されているが、それらのデータが分析されておらず、削減活動に適切な対策を反映でき

ていない。 

 

・環境経営活動項目の取組と評価 

活動項目 活 動 計 画 と 評 価 

電力使用量削減 両工場共通 

・新型コロナウイスによる受注量減のため稼働減、使用量自然減。 

・コンプレッサーの減圧調整チェックは継続して実施されている。 

・休業中、設備完全停止時のコンプレッサー停止の実施。 

 

本工場 

・デマンドコントロールの監視は徹底された。 

・夏期の太陽熱遮蔽ネット設置（屋根）。対策効果を感じ取っている。 

・旧建屋の壁に遮熱材（リフレクティックス）を導入。 

 遮蔽ネットと合わせて夏季に高い冷房効果が得られた。 

 冬季の暖房効果を今期に確認する。 

 

第二工場 

 ・製造現場の照明は LED１２基使用。 

・超薄型高遮熱材（リフレティックス）の設置効果は認められる。 



9 

 

 

 

活動項目  活 動 計 画 と 評 価 

灯油使用量削減 本工場 

・電気式エアコンに切り換えたため、FF暖房機のみでの使用。 

 本工場の壁工事が完了したので、冬季の暖房効果に期待。 

（リフレクティックスの導入） 

第二工場 

・ＦＦ式の使用を最低限に抑えられた。現状の管理を継続する。 

（リフレクティックス：遮熱材の効果） 

 

＊本工場 FF式暖房機の使用削減が今後のポイント。 

ガソリン 

・軽油使用量削減 

両工場共通 

・新型コロナウイスによる受注量減のため稼働減、使用量自然減。 

本工場 

・軽バンが廃車。トラックでの社内定期便に切り替わった。 

 ガソリン使用量は減少するが、軽油の使用量が増加する。 

 

＊継続して計画的な定期便運行に努める。 

水道使用量削減 使用量全体としては、減少している。 

水溶性切削油への切り替えの影響は、仕事量増加に比例して増えると予

想。 

 

＊日々の統計結果から計画的な使用ができるようにする。 

廃棄物処理量削減 廃棄物処理量は前期と比べると微増。 

持ち込みごみがまだまだ多い。 

 

＊持ち込みごみを削減する活動をより推進する。 

不具合品再作工数 両工場共通 

 ・不具合や修正に掛かるコストへの考えを浸透させるため、「製造から検査

へ流出した不具合」の統計と報告を実施。 

 ・意識が変わり始めている。 

 ・統計の分析が十分に実施されておらず、削減活動に有効な対策が反映で

きていない。 

 

 ＊不具合分析を十分に実施し削減活動に有効な対策を当てる。 

二酸化炭素排出量削減 両工場共通 

・生産効率を上げ、電力使用量を削減する。 

・持ち帰りを浸透させ、持ち込みゴミを削減する。 

 

  ＊各項目の今後の取組みを推進する。 
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Ⅵ．環境経営活動項目の年間実績推移 

 

活動項目 第 20 期 

2018.10～2019.9 

第 21 期 

2019.10～2020.9 

第 22期 

2020.10～2021.9 

第 23 期 

2021.10～2022.9 

電力使用（kWh） 1,005,613 777,197 556,695 599,036 

灯油使用量（Ｌ） 10,894 9,103 10,223 9,729 

ガソリン使用（Ｌ） 2,297 930 888 712.6 

軽油使用量（Ｌ） 159 529 770 751.5 

水道使用量（㎥） 508 548 442 440 

廃棄物処理（Kg） 600 6,300 2,901 2938.2 

LPG ガス使用（kg） 47 52 15.4 10.1 

二酸化炭素総排出量 

（Kｇ-CO2） 

581,101 449,961 296,052 325,185 

＜計測項目＞     

不具合再作工数（ｈ） 943.0 635.0 740.4 854.8 

 

 

Ⅶ．中長期環境目標 

  第 24 期（2022.10～2023.9）を中長期の最終年として以下の目標を設定しています。 

 

活動項目 第 24期（2022.10～2023.9）までの削減目標（暫定） 

電力使用量 

（kWh） 

２０１９年度実績値比  ３％削減 

灯油使用量 

（L） 

２０１９年度実績値比 １０％削減 

ガソリン使用量 

（L） 

２０１９年度実績値比 １０％削減 

水道使用量 

（㎥） 

２０１９年度実績値比  ３％削減 

廃棄物処理量 

（Kｇ） 

２０１９年度実績値比 ２０％削減 

不具合品再作工数 

（ｈ） 

２０１９年度実績値比 ３０％削減 

二酸化炭素排出量 

（Ｋｇ－ＣＯ２） 

２０１９年度実績値比  ３％削減 
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Ⅷ．代表者による全体の評価と見直しの結果 

2022年 12月 27日（火）13:00～15:00実施   記録：管理部 赤木 

参加者：樋口社長、環境経営管理責任者 赤木 

 

◎第 23期 環境経営目標の達成状況と計画の実績結果報告 EA21環境活動計画書兼実績管理表 参照 

 

環境経営目標 達成度評価 計画の実施と運用の反省 

電力使用量削減 

 

目標：18 期基準で 8.8％減 

結果：31.1％削減 

達成 両工場共通 

・コロナ禍による受注量減のため稼働減、使用量自然減。 

・コンプレッサーの減圧調整チェックは継続して実施。 

・休業中、設備完全停止時のコンプレッサー停止の実施。 

 

本工場 

・デマンドコントロールの監視。 

・太陽熱遮蔽ネット設置（屋根）。対策効果を感じ取っている。 

・旧建屋の壁に遮熱材（リフレクティックス）を導入。 

 遮蔽ネットと合わせて夏季に高い冷房効果が得られた。 

 冬季の暖房効果を今期に確認する。 

第二工場 

 ・製造現場は LED 証明を１２基使用。 

・遮熱材（リフレクティックス）の設置効果が認められる。 

 

＊投資した案件（壁工事）への効果確認。 

灯油使用量削減 

 

目標：18 期基準で 42％削減 

結果：56.2％削減 

 

達成 本工場 

・電気式エアコンに切り換えたため、FF 暖房機のみでの使用。 

 本工場の壁工事が完了したので、冬季の暖房効果に期待。 

（リフレクティックスの導入） 

 

第二工場 

・ＦＦ式の使用を最低限に抑えられた。現状の管理を継続する。 

（リフレクティックス：遮熱材の効果） 

 

＊本工場 FF 式暖房機の使用削減が今後の削減ポイント。 

ガソリン・軽油使用量削減 

 

＜ガソリン＞ 

目標：19 期基準で 40％削減 

結果：66％削減 

＜軽油＞ 

目標：22 期基準で 5％削減 

結果：2.4％削減 

ガソリン：達成 

軽油 ：未達成 

両工場共通 

・コロナ禍による受注減のため稼働減、自然減。 

本工場 

・軽バンが廃車。トラックでの社内定期便に切り替わった。 

 ガソリン使用量は減少したが、軽油の使用量が増加した。 

 

＊継続して計画的な定期便運行に努める。 
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水道使用量削減 

 

目標：18 期基準で 2％削減 

結果：19.3％削減 

達成 使用量全体としては、減少している。 

水溶性切削油への切り替えの影響は、仕事量増加に比例して増え

ると予想。 

 

＊日々の統計結果から計画的な使用ができるようにする。 

廃棄物処理量削減 

 

目標：18 期基準で 5％削減 

結果：17.5％増加 

未達成 廃棄物処理量は前期と比べると微増。 

持ち込みごみがまだまだ多い。 

 

＊持ち込みごみを削減する活動をより推進する。 

 

LPG 使用量削減 

 

目標：20 期基準で 2％削減 

結果：55.9％削減 

達成 両工場共通共通 

 ・一般家庭より少ない使用量。 

 ・使用用途が限定される。 

 

 ＊現在の使用用途以外の使用をしない。（現状維持） 

不具合品再作工数削減 

 

目標：基準より 29％減 

結果：8.3％増加 

未達成 両工場共通 

 ・不具合や修正に掛かるコストへの考えを浸透させるため、「製

造から検査へ流出した不具合」の統計と報告を実施。 

 ・意識が変わり始めている。 

（修正コストは減っている：約 34％減） 

 ・不具合について統計の分析が十分に実施されておらず、削減活

動に有効な対策が反映できていない。 

 

 ＊不具合分析を十分に実施し削減活動に有効な対策を当てる。 

 

・2022 年 11月 30日 環境関連法規規制の遵守状況をチェックし、特に問題ないことを確認いたしました。 

 

・2022年 11 月 15日に回覧形式で全社員に対し、環境教育を実施いたしました。 

 （資料「環境活動報告」：EA21統計・分析データと活動すべき内容の展開） 

 

・第 23期（2021.10～2022.9）、外部から環境に関する苦情、要望などはありませんでした。 
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前回（第 22 期）分 社長からのコメント及び指示事項の実施状況 

 

前回社長コメント及び指示事項 実施状況 

＜電気使用量＞ 

古い設備の更新を進めているが、使用電力量の差に

ついて把握すること。 

生産計画によるかもしれないが、徐々に古い設備の

使用を控えていくこと。 

 

 

VK を 1 台廃棄したことにより修理費用の削減にも貢

献した。古い設備の台数も限られてきている。新しい

設備の稼働時間を増やせるように、多台持ちの廃止

などを実施してアイドル状態を減らす努力が必要。 

電力使用量の差の把握は、設備の大きさに違いがあ

り単純な比較が難しいため正確には実施していない

が、新しい設備の消費電力の方が少ないことは確認

済み。 

 

＜電気使用量＞ 

冬季間の暖房を電気エアコンで大よそ賄えているこ

とが、使用量の削減に貢献している。 

金額も電気の方が安い（燃料価格の高騰）ので経営側

としては投資（設備更新）の甲斐があった。 

使い方（ルール）をしっかり守って維持すること。 

 

 

使用状況を監視していると、必要外での使用も稀に

見受けられた。（つけっぱなし状態） 

今後は、エアコンを付ける条件、切るときの条件を明

確にして、適切に使用しているかどうかを周囲にも

分かるように改善を進めます。 

＜水道水使用量＞ 

水溶性切削油を足した際に、どの位の量を足したか

記録すること。（製造） 

 

 

「点検チェックリスト」に水溶性切削油を継ぎ足し

た量を記録できるように変更を加えた。水溶性切削

油使用の設備において記録を付けている状況。 

 

＜ガソリン使用量＞ 

エクシーガ、サンバー2台、除雪機で使用。 

サンバー2台が定期的に使用している現状があるが、

必要最低限の使用で押さえられていると思う。 

（ただ、日に 2 往復以外に、どの位使用しているか

使用履歴ノートから確認して状況を分析すること） 

 

 

会議などへの参加で人の移動をする際に使用してい

るケースが定期便以外の使用用途として見受けられ

る。頻度は月に 1 回程度。適切な使用状況であると

考えています。 

＜軽油使用量＞ 

トラックのみで使用している。 

協力企業への定期便（毎週水曜日実施）が主な使用実

態だが、第 2工場への材料運搬（重量物）にも使用し

ている。現状としては、効率的に使用できていると評

価する。 

仕事量が戻った際に、社内社外の定期便の増便にな

らないよう効率的計画的運用に努めること。 

 

軽バンが廃車になったので、本工場からの定期便は

トラックを使用するようになった。そのため、軽油使

用量が増加する結果になったが、今後も使用形態が

変わらないので増加分を見込んだ基準を検討する必

要がある。 
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＜廃棄物処理量＞ 

持ち込みのごみ（昼間休日のコンビニ等で買ったも

の）について、持ち帰りを呼び掛けること。 

計画休業で見かけ上処理量は減っているが、休業が

無くなれば一般ごみは間違いなく増える。 

近年、統計を見ると増加の傾向にあった。 

環境的にも経営的にも痛手になるため、特に力を入

れること。 

産業廃棄物は仕事量に比例するため、削減に限度は

あるが推移をしっかり監視すること。 

 

排出量は微増にとどめることができた。 

まだ、ゴミの持ち帰りは徹底された状態ではない。 

処理費用も高騰していることが統計からも読み取れ

るので、事業で排出する以外のゴミは持ちこまない

ように周知を進める。 

 

 

 

 

第 23期 社長からの評価、指示事項 

 

（１）環境経営方針及び実施体制の見直し及び指示 

 環境経営方針： 

現在の当社における状況を考慮した結果、現状の環境経営方針は適切であるため継続すること。 

 

 実施体制： 

  ＜変更事項＞ 

「環境経営管理責任者」の変更  前任：井口 翔 → 新任：赤木 聡 

   「水道水使用量」「LPG使用量」「廃棄物処理量」の責任者変更  前任：井口 翔 → 新任：赤木 聡 

 

  上記 3項目の責任者については、管理責任者が兼務のため次回までに新たな責任者を提案して下さい。 

 

（２）電気使用量 

 使用量を削減するにも受注量が増えれば一気に増加に転ずる。 

 電気料金も値上がりしている。会社経費にしめる割合も非常に大きいことを皆に認識させてください。（売上

比 8.5％）効率よく電気を使用することに注力してほしい。 

具体的には、使用しない機械の電源を切るのは当然だが、「加工設備の稼働率を上げる」ための対策を立案し、

空運転（アイドル状態）時間を減らす施策を関係部署に徹底させること。無駄な電気使用防止と生産性向上の両

立が必要です。エアコンと照明設備は、電源を切る・電源入れるときのルールを明確にして、使用状況の適切さ・

不適切さが第三者にも分かるような管理をしてください。 

 

（３）灯油使用量 

 本工場では、外壁補修工事を実施しましたので気密性が上がり冷暖房効果の向上が期待できます。 

 FF式ヒーターの使用削減が可能だと思いますので、使用状況を把握し改善をお願いします。 

 冷暖房の使用ルールを決めてください。 
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（４）ガソリン使用量 

 管理責任者のコメントの通り、23期後期に本工場のサンバーを廃車とした。ガソリンを使用するインフラが 1

つ減ったことで全体として使用量が減ったことを確認しました。 

 今後の削減要素としては、前期と同じく計画的な運行に尽きるものと思います。定期便は無駄な往復を極力減

らすように事前連絡などを密に実施してください。 

 また、フォークリフト使用時のアイドリング状態を気にかけてください。 

  

（５）軽油使用量 

 本工場のサンバーが廃車となったことで、社内定期便をトラックで行うようになったため、軽油使用量が増加

することが予測できる。適正な目標値を再度検討してください。 

 

（６）水道水使用量 

 水溶性切削油作成のために水道水使用量が増えると予測していたが、結果を見ると予想よりインパクトは薄か

ったという印象をもっている。物理的に増えることはわかっているので、計画的に使用できる体制の構築をお願

いします。グラフから読み取れるが、22期 23期の 4月の使用量の増加を調査して今後に活かしてほしい。 

 

（７）廃棄物処理量 

 廃棄物処理量は増加し続けている。 

 事業で発生した廃棄物は稼働状態に比例して増減するので、統計結果から見ると妥当な状況と言える。 

 可燃・廃プラは増加続けていることから、持ち込みゴミの影響が出ていると思われる。 

（カップ麺の空き容器、割りばし、弁当空き容器などが目立つ） 

 今期、環境活動状況を報告する際に、各項目の詳細な統計結果を添付した資料を展開していたが、それを見て

環境面・経営面の負荷状況を個々が意識できるようになることを期待します。 

 

（８）不具合品の再作工数 

 不具合発生件数が昨年より 3件増えている。処理工数・再作工数もその分増えている。 

 別途、社内流出不具合の統計を取って定期的に報告しているが、期末などに分析した結果と今後の対策などが

発せられていないことと同じで、不具合の統計は取っていても分析をしておらず改善に活かせていないことが、

不具合が減らない要因の最たるものと思います。しっかり分析を実施して削減活動に反映するようにお願いしま

す。そうすれば、未然防止についても取り組むことができるようになると思います。 

 

（９）LPG使用量 

 使用用途が限定されているため、環境・経営に大きな影響が今のところない。現状維持に努めてください。 

 

４．総評 

 全体としては、報告の通り仕事量の減少に伴う自然減であるとわかります。 

各統計からは、昨年とほぼ同じ傾向であることを伺い知ることができました。 

しかし、電気使用量については、燃料費の高騰で電気使用料が上がっているため、仕事量に変動が無い状態（使

用量に大きな変動がない）にもかかわらず料金は 30％程度あがっていた。 

単価の上昇はコントロールできるものではないので、電気の使用については効率の良い使用ができる対策（指

示事項に記載）を講じることが急務です。 

 廃棄物処理量については、個人が持ち込んだ一般ごみが年々増加している傾向にあります。今年度、環境活動



16 

 

状況報告として統計結果を社員に展開している。排出量の変移や処理費用について意識してもらえることを期待

しています。継続して情報の展開をお願いします。 

環境面と経営面の負荷状況を知ってもらい、双方ともにバランスよく削減する活動が EA21 では求められてい

ます。小さな気づきも大切ですが、統計から大きな負荷を確認出来たら、まずはそれに取り組むことが最も高く

効果が得られる方法かと思います。活動状況報告では現状と改善方針が示されていますので、各責任者を中心に

具体的な対策を立案し実行するようにフォローアップをお願いします。 

 

Ⅸ．環境関連法規等への違反、訴訟等の有無 

 

 当社は、2022年 11月 30日に環境関連法規制等の遵守状況を当社制定のチェック表に基づき 

厳正にチェックを行い、違反のないことを確認いたしました。今後とも法規制等の内容を理解して 

遵守に努めます。尚、関係当局よりの違反等の指摘は、過去３年間ありません。又、訴訟等は過去において 

一切ありませんでした。 

 

当社に関連する主な法規等 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

浄化槽法 

フロン排出抑制法 

米沢市火災予防条例 

 

 

以上 


