
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【　2021年度版　】

環境経営レポート

（第12版発刊）

　（＊２０１９年11月10日：「エコアクション２１ガイドライン２０１７年版」適合）

　（対象期間：2021年令和3年４月～2022年令和４年3月）

認証・登録日： ２０１１年１１月１０日

発行日： ２０２２年　８月　1日認証番号0007712
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　  　１、①　ＣＯ２の排出量削減の為に使用電力削減・使用燃料削減を図ります。

　　  　　②　水資源の枯渇予防の為、地下水の使用量削減に努めます。

　　  　　③　廃棄物削減の為に３Ｒを推進します。《３Ｒ（ﾘｭｰｽ､ﾘﾃﾞｭｰｽ､ﾘｻｲｸﾙ）》

　　　  　④　化学物質（作動油等）の使用量の削減を推進します。

　　　  　⑤　不良率を低減し生産効率を高めることにより①～④の削減活動を推進します。

　　　   予防に努める事を誓約します。

　　　   上を図ります。

　　　   又、冊子を準備、閲覧できるようにし全ての利害関係者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図ります。

　　　  　弊社は、次の環境活動を計画的に取り組み実施します。

　　　　  ⑦　エネルギーを巡る最近の諸情勢、地球環境問題に対する国際的世論の高まり、

　　  循環型社会形成の実現に貢献する事を誓約します。

〔基本方針〕

　　  　弊社は、環境保全活動を推進するにあたり、新エネルギーを活用し、環境理念に基づ

　　  いた環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ構築の維持管理を図るため、以下の項目を掲げ重点項目として取

　　  り組みます。

〔行動指針〕

　　　  　⑥　「グリーン購入」は常に「環境配慮商品」購入します。

環境経営方針

〔基本理念〕

　　　  有限会社　三河工機袋井製作所は、地球温暖化をはじめ地球環境保全が人類共通の最

　　  重要課題であることを認識し、ﾀﾞｲｶｽﾄ部品の製造を中心とする全ての事業活動において、

　　  地球環境を守るために、美しい近隣の自然を守り【安全・安心なものづくり】を目指し

　　　　　　　エネルギー資源の有限性等を踏まえ、新エネルギーの導入推進します。

　　  ２、 環境に関連する法規等及び、弊社の同意できるその他の要求事項を遵守し、環境汚染の

　　  ３、 環境経営方針は、全ての従業員に周知するとともに、環境教育を行い環境に関する意識の向

　　  ４、 この環境経営方針及び、環境活動に関する情報は、環境経営ﾚﾎﾟｰﾄとして社内外に公表します。

　　　　  ⑧　経営における課題とチャンスを考慮して環境経営目標を定めると共に取組を

　　　　　　　定期的に見直すことにより環境経営の継続的な改善を行います。

有限会社 三河工機袋井製作所

代表取締役

制定日： ２０１１年０４年０１日

改定日： ２０２１年０８年２２日
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□組織の概要

（1） 事業所名及び代表者名

有限会社　三河工機袋井製作所

代表取締役社長　廣野　晏司

（２） 所在地

本　　　社〒４３７－０１２１　静岡県袋井市宇刈３２１３－１

（３） 環境管理責任者・事務担当者の氏名及び連絡先

常務取締役　廣野　徹 TEL  ： ０５３８－４８－７１２９

E-mail : mikawakouki@vcs.wbs.ne.jp
業務管理部
品質保証係 伊藤　光治 TEL  ： ０５３８－４８－７１２９

E-mail : mk-gyoumu-c@vcs.wbs.ne.jp

（４） 事業内容

輸送用機器部品の製造（ダイカスト鋳造等）

（５） 事業の規模

製品出荷額 今期 8.0 億円 【R3.04月～R4.03月】

主要製品生産量 1,416 ｔ

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

36名 37名 37名 37名 37名 37名 37名

2,143㎡ 2,143㎡ 2,143㎡ 2,143㎡ 2,143㎡ 2,143㎡ 2,143㎡

※従業員数には正社員、パート社員を含む。

（６） 事業年度

□認証・登録の対象組織・活動

10月１日～翌年９月30日

従業員　　　　　

延べ床面積　　　

有限会社　三河工機袋井製作所は全社で取組みます。

環境管理責任者

EA21事務局担当者
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□環境活動の実施体制　（組織図）

（社長）

(常務）

　

□役割・責任及び権限　（一覧票）

職　位

従業員 —

共通

工場長
及び

管理監督者

②   環境経営方針の制定、見直し、改定
EA21の構築･運用・維持・改善に関す
る全権限

・全部署に指示する権限

EA21の構築･運用・維持・改善を遂行
するための左記に関する
事項の事務局

④    教育・訓練の実施及び記録

（図表－４．環境活動組織図）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   ための必要情報の収集及び報告

③   代表者による全体の評価と見直しの

①   法規等の把握及び監視測定、届出等

② EA21ﾏﾆｭｱﾙの策定・見直し・改定

①   経営者の代行執行

②   EA21システムの構築・運用・維持・改善

—

　ＥＡ２１
事務局

（環境委員会）

環境管理
責任者

左記に関する事項の全部署に指示

する権限

左記の事項に関し工場内従業員に対し

    手順・ルールを遵守する責任

①  環境改善の提案

②   当該環境改善の実施

　　に関する側面支援

⑤   環境管理責任者の任命

⑥   EA21全体の評価と見直し

⑦   環境目標､活動計画の承認

②   EA21システムの構築・運用・維持・改善

役割・責任 権　限

社長

①   EA21の最高責任者

③   EA21システムの承認

④   EA21の経営資源の確保・分配

経営層

①   EA21代表者不在時の代理執行
代表者不在時のEA21の構築･運用・維
持・改善に関する全権限

　　活動計画の実績把握

　 の遂行及び付随する確認、評価、判断等

③ 環境経営レポートの作成・公表 環境目標及び

環境管理責任者の指示により、

　 実務上の全ての責任

② 環境活動計画の実施 指示する権限

⑤    その他環境管理責任者の支援

⑥   環境目標・計画の制定、策定及び進捗

① 環境管理責任者の指示事項の周知、実行

代 表 者

ＥＡ２１事務局

（環境委員会）

環境管理責任者

工場長

製造部 業務管理部 総務
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□主な環境負荷の実績

単位 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

kg-CO2 1,699,334 1,655,476 1,907,380 1,928,545 1,404,032 1,620,305
中部電力のCO2排出係数 0.516 ← 0.516 → → → → →

ｔ 2.95 2.97 2.22 3.31 1.14 1.75
ｔ 42.50 29.83 31.72 43.44 33.80 37.09
㎥ — — — — 718* 717
㎥ — — — — 5，415* 5,854
㎥ 5,107 3,806 4,968 4,129 3,399 3,571

kg 6,800 5,200 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理

□環境目標・実績

（基準年度) （目標） （実績） （目標） （実績） （目標）
kg-CO2 711,438 669,107 509,538 662,416 579,179 655,792

達成度合 〇 〇

基準年比 (2015年度） 94% 76% 93% 87% 92%

※5 (LPG) kg-CO2 1,093,620 1,028,550 884,469 1,018,265 1,030,701 1,008,082

達成度合 〇 △

基準年比 (2015年度） 94% 86% 93% 101% 92%

※5 (軽油) kg-CO2 6,865 — 6,865 6,796 7,547 7,018

達成度合 — — — × 93%

基準年比 (2020年度） — — — 111%

※5 (灯油) kg-CO2 3,160 — 3,160 3,128 2,878 2,677

達成度合 — — — 〇 93%

基準年比 (2020年度） — — — 92%

kg-CO2 1,805,058 1,714,805 1,394,007 1,697,657 1,620,305 1,673,569

t 2.45 2.31 1.14 2.29 1.75 2.27

達成度合 〇 〇

基準年比 (2015年度） 94% 49% 93% 76% 93%

t 41.1 38.71 33.80 38.32 37.09 37.94

達成度合 〇 〇

基準年比 (2015年度） 95% 87% 93% 97% 92%

㎥ 4,593 4,319 3,399 4,276 3,571 4,233

達成度合 〇 〇

基準年比 (2015年度） 95% 79% 93% 84% 92%

kg 4,000

達成度合

基準年比 (2015年度）

- - - - -
達成度合 ※4 ※4 ※4 ※4 ※4

- - - - -
活動頻度 3回以上/年 3回以上/年 4回以上達成 3回以上/年 4回以上達成 3回以上/年

達成度合 ○ 〇

※電力のCO2排出係数は（平成25年発表　中部電力排出係数0.516適用）
※2016年度より基準年を2015年活動実績数値に置き換えた。
※2018年度より化学物質（作動油）に関する管理は適正管理とする。環境方針：改訂済（PRTR対象物質でない為）

※４　2019年度より「グリーン購入」は常に「環境配慮商品」を購入することとした。
※5　2020年度より2017年版（取りまとめ表）に基づき化石燃料Co2排出量実績をLPG・軽油・灯油に分割した。（2019年以前の実績は合計値）

（２０１４年度より中部電力のCO2排出係数を0.516に設定）

一般廃棄物量排出量
産業廃棄物排出量
水使用量（上　 水）＊

総排水量
化学物質（作動油）使用量

項　目
二酸化炭素総排出量

2021年度 2022年度

電力の二酸化炭素排出量削減
（ほぼ達成○・一部達成△・未達×）

化石燃料の二酸化炭素排出量削減

（ほぼ達成○・一部達成△・未達×）

　　　　　　　　　　　年
度
　　項　目

基準値 2020年度

上記二酸化炭素排出量合計

一般廃棄物の削減
（ほぼ達成○・一部達成△・未達×）

産業廃棄物の削減　　　（廃油等）

（ほぼ達成○・一部達成△・未達×）

排水量の削減
（ほぼ達成○・一部達成△・未達×）

グリーン購入比率の向上
（ほぼ達成○・一部達成△・未達×）

購入総額の比率
会社周辺の清掃活動

（ほぼ達成○・一部達成△・未達×）

化学物質使用量の削減　　　(作動油）

（ほぼ達成○・一部達成△・未達×）

水使用量（地下水）＊

＊2020年度より項目【水使用量（上水・地下水）】を追加

適正管理
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□環境活動計画と結果及びその評価、次年度の取組内容

◎よくできた　○ままできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

結果 次年度取組判定

◎ 継続

◎ 継続

◎ 継続

○ 継続

○ 継続

◎ 継続

○ 継続

○ 継続

◎ 継続

△ 強化

△ 強化

△ 強化

△ 強化

〇 継続

〇 継続

△ 強化

◎ 継続

◎ 継続

◎ 継続

◎ 継続

◎ 継続

環境活動計画 評価、次年度の取組内容

電力による二酸化炭素排出量の削減（中部電力排出係数0.473を2014年度より0.516に設定適用）

数値目標：基準年より3％減 □上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状維持

・太陽光発電の監視測定 日々適正管理出来た。次年度も継続する。

・鋳造機の長時間停台時のﾓｰﾀｰ停止と監視 日々適正管理出来た。次年度も継続する。

・LED照明の計画的導入推進 日々適正管理出来た。次年度も継続する。

・生産稼働率の向上（不良率低減活動） 日々適正管理出来た。次年度も継続する。

・ﾀﾞｲｶｽﾄﾏｼﾝ金型の自主保全の強化 日々適正管理出来た。次年度も継続する。

・不必要電灯の消灯と監視 日々適正管理出来た。次年度も継続する。

・空気圧縮機及びエア洩れ点検（台数制御監視強化）

・空調温度の適正化（冷房24～26℃　暖房18～20℃）

・空調フィルターの定期掃除（２回／年：夏冬大掃除時）

日々適正管理出来た。次年度も継続する。

日々適正管理出来た。次年度も継続する。

日々適正管理出来た。次年度も継続する。

・共同配送の実施 共同配送を含め計画的に実施する。

・啓蒙活動（ECOﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｰﾙ配布） 日々適正管理出来た。次年度も継続する。

・ヒータの計画的導入 計画的に導入をしていきます。

化石燃料による二酸化炭素排出量の削減

数値目標：基準年より３％減 □上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状維持

・アイドリングストップ
DR：ドライブレコーダーの解析等により監視しま
す。

・効率的なルート配送,共同配送 DR：ドライブレコーダーの解析等により監視します。

・溶解保持炉の自主保全

                       （炉体の断熱、遮熱）

・保温性を良くし保持燃費の向上を計る（炉蓋）

・保温性を良くし保持燃費の向上を計る
〇 継続 日々適正管理出来た。次年度も継続する。

日々適正管理出来た。次年度も継続する。

日々適正管理出来た。次年度も継続する。

一般廃棄物の削減

数値目標：基準年より３％減 □上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状維持

・両面印刷の推進 日々適正管理出来た。次年度も継続する。

・裏紙使用の推進 日々適正管理出来た。次年度も継続する。

・分別の啓蒙活動 日々適正管理出来た。次年度も継続する。

・事務用品の使用量削減の推進 日々適正管理出来た。次年度も継続する。

・梱包材のリサイクルの推進 日々適正管理出来た。次年度も継続する。
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◎よくできた　○ままできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

結果 次年度取組判定

◎ 継続

◎ 継続

〇 継続

〇 継続

◎ 継続

〇 継続

〇 継続

△ 継続

環境活動計画 評価、次年度の取組内容

・金型水冷の水漏れ状態日常監視 日々適正管理出来た。次年度も継続する。

節水

数値目標：基準年より３％減 □上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状維持

・地下水使用量の定期的監視・測定 日々適正管理出来た。次年度も継続する。

数値目標：環境配慮商品の購入 □上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状維持

化学物質使用量の削減

数値目標：適正管理 □上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状維持

・２０１８年度より化学物質（作動油）
に関する管理は適正管理とする。

グリーン購入

・会社周辺の清掃

・地元自治体主催のイベントに参加

使用量の把握ができている。

※環境経営方針：改訂（PRTR対象物質でない為）

・貯水槽の見直しによる排水の削減 日々適正管理出来た。次年度も継続する。

・２０１９年度より「グリーン購入」は常に
「環境配慮商品」を購入するとする。

購入金額の把握は、集計出来ている。

日々適正管理出来た。次年度も継続する。

・分類表の作成 日々適正管理出来た。次年度も継続する。

・リサイクルの推進 日々適正管理出来た。次年度も継続する。

産業廃棄物の削減

数値目標：基準年より3％減 □上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　■現状維持

・金型水冷のﾒﾝﾃﾅﾝｽ推進による廃水処理量

                                                   の削減
〇 継続

日々適正管理出来た。次年度も継続する。

日々適正管理出来た。次年度も継続する。

社会貢献

定期的活動が出来た。次年度も継続していく。

地元の環境維持活動等が自粛ムードにより開催なし。

次年度は、開催されれば積極的に参加活動する。

・分類の推進
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□環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価結果、最新版確認、違反・訴訟等の有無

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

①　違反訴訟等の有無
・環境関連法規等の遵守状況のチェック及び評価の結果、環境関連法規等は遵守しています。

・その他、利害関係者からの指摘、苦情はありません。

②　法的義務を受ける主な環境関連法規等は次の通りである。

□代表者による全体の評価と見直し

消防法（危険物） アセチレンガスボンベ、液化石油ｶﾞｽ貯蔵ﾀﾝｸ、火災報知機、消火栓
フロン排出抑制法 業務用空調機、エアドライヤ-、エアコン室外機
大気汚染防止法 溶解保持炉、トラック

労働安全衛生法 産業廃棄物に対する化学物質のリスクアセスメント

コロナの影響度合いが不透明な時代になり、市場では半導体不足により弊社でも非効率な

生産状況下、人材育成やハード面での投資を計画し、コロナの終息を願いつつ、仕事量の

増加に備えていきます。

SDGｓ経営を環境戦略の根幹にすべく、エコアクションへの取組を強化し企業価値を高めて

いきます。

コロナ禍でエコアクション活動と生産活動の両立をポジティブに捉え、環境意識の周知、

チェック体制の強化によるコンプライアンス意識の向上を図り、これまでと同様に環境

関連法規等の法令遵守を徹底するとともに、地域密着した自治体の環境保全に貢献

する取組を行っていきます。

     環境関連法規等の遵守状況のチェック及び評価の結果、環境関連法規等は遵守しています。

　なお、関係当局よりの違反、訴訟等の指摘は、過去10年間ありません。　　（2012年４月～2022年３月）

水質汚濁防止法 ﾀﾞｲｶｽﾄﾏｼﾝ・排水処理設備

騒音・振動規制法 空気圧縮機、ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ

廃棄物処理法

一般廃棄物、産業廃棄物　（金属ｸｽﾞ、廃プラ、がれき、廃油等）

適用される環境法令等 適用される要求事項（施設・物質・事業活動等） 遵守評価

水銀製品の保管・管理と処理

産廃業者の許可確認
産廃業者委託契約の締結　（契約書の有効年月日確認　７年間）
マニュフエストの交付、回収、照合確認　（保管期間５年間）
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□環境活動の紹介

  

クーリングタワー入替（老朽化）BCP教育 （新型コロナウイルス）
セルフストップ

自閉式手洗い場

工場周辺の美化活動 照明のLED化（ランニングコスト削減）

コロナ新型ウィルス関連 （感染対策）

アルコール消毒

検 温 （記録）

ソーシャルディスタンス周知

黙煙 （喫煙所）黙食 （食 堂）
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