
 
 

環境経営レポート  
 

 

 

 

（活動期間：2021 年 7 月～2022 年 6 月） 

 

 

 

 

作成日 2022 年 8 月 31 日 

 

 



1 
 

目次 

 

1.会社概要 2 ページ 

2.環境経営方針 4 ページ 

3.実施体制・主な責任と権限 5 ページ 

4.環境経営目標とその実績値 6 ページ 

5.環境経営計画 9 ページ 

6.環境活動の取り組み結果の評価 10 ページ 

7.表彰・認定 17 ページ 

8.次年度の取り組み内容 18 ページ 

9.環境関連法規等の取りまとめ 20 ページ 

10.代表者による全体の評価と見直し 21 ページ 

 
 
 
 
 
 



2 
 

1.会社概要 

 

会社情報 

■事業者名 株式会社 鳥繁産業 ■代表者 鳥越 繁一 

■資本金 4000 万円 ■創業年月日 1965 年 4 月 1 日 

事業内容 

 ■鮮度保持剤（脱酸素剤、乾燥剤、保冷剤、アルコール揮散剤）の設計開発・製造・販売 

事業所（対象範囲） 

 ■本社 〒879-2461 大分県津久見市上青江 4180 番地 

 ■資材管理センター 〒879-2461 大分県津久見市中町 6-48 

 ■関東営業所 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町 4-6 KM-Ⅱビル２F 

 ■関西営業所 〒606-8266 京都府京都市左京区白川久保田町 5-2 

 

事業規模 

年度 事業所 売上高(百万円) 自社製造数(百万個) 従業員数(人) 敷地面積(㎡) 

2019 本社 1328 503 84 8644 

関東営業所 1 28 

関西営業所 3 24 

2020 本社 1314 507 88 8644 

関東営業所 2 40 

関西営業所 3 24 

2021 本社 1435 542 88 8644 

関東営業所 2 40 

関西営業所 3 24 

 

環境管理責任者及び担当者連絡先 

■環境管理責任者 

■EA21 事務局 

鳥越 一伸（代表取締役専務 営業部長） 

村谷 忠輝（常務取締役 生産管理本部長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 鉱山（石灰石）と海に囲まれた環境で企業活動を行っております 
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1.会社概要 

 

会社沿革 

1965 年（昭和 40 年） 津久見市徳浦宮町に鳥繁産業所創業 

石灰乾燥剤ドライカル製造販売開始 

1988 年（昭和 63 年） シリカゲル乾燥剤製造販売開始 

1990 年（平成 2 年） 脱酸素剤エバーフレッシュ製造販売開始 

1992 年（平成 4 年） 株式会社鳥繁産業に社名変更 

1994 年（平成 6 年） 保冷剤ファインパック製造販売開始 

京都営業所開設 

1999 年（平成 11 年） 品質保証の国際規格 ISO9002 の認証を取得 

2000 年（平成 12 年） 高速自動包装機追加導入 

エタノール揮散剤 アルベールを開発、製造販売開始 

2003 年（平成 15 年） シート状乾燥剤 シートドライヤー販売開始 

品質保証の国際規格 ISO9001 の認証を取得 

2004 年（平成 16 年） 本社第二工場増床 

2005 年（平成 17 年） 環境対応シリカゲル コバルトフリーTM の開発、製造販売開始 

2006 年（平成 18 年） 東京営業所開設 

2010 年（平成 22 年） 微酸性水電解水「アクアサニター」製造販売開始 

環境マネジメントシステム「エコアクション 21」の認証取得（本社） 

2013 年（平成 25 年） 大分県の経営革新計画の認証企業に選出 

環境マネジメントシステム「エコアクション 21」の認証拡大（東京・京都営業所） 

2014 年（平成 26 年） 関東営業所（旧東京営業所）埼玉県川越市に移転 

関西営業所（旧京都営業所）へ名称変更 

大分県による地域牽引企業創出事業の認定企業に選ばれる 

2015 年（平成 27 年） 創業 50 周年による記念行事を行う 

新社屋完成、本社・工場を移転 

2016 年（平成 28 年） 商標「お菓子の健康診断」登録 

2017 年（平成 29 年） 両面酸素検知剤付き脱酸素剤「エバーフレッシュ VQ」発売開始  

台風 18 号の水害事業者向けに復興支援物資としてアクアサニターを提供 

2018 年（平成 30 年） 微酸性電解水にてハラル認証取得（別府モスク） 

2020 年（令和 2 年） 創業 55 周年を迎える 

関東営業所事務所移転(埼玉県川越市) 
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2.環境経営方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●基本方針 

  株式会社 鳥繁産業は、地球環境の保全が、人類共通の最重要課題と認識し、製品・ 

  サービスの開発提供を通して、次世代に美しい地球を受け継げるよう、循環型社会の 

  実現に努めます。 

 

●行動指針 

  1. 当社に関連する環境関連法規制などの要求事項を順守します。 

  2. 当社は、以下を重点事項として取り組みます。 

   ① 地球温暖化の原因である二酸化炭素の排出量抑制のために、 

     電気・燃料の使用量の削減に取り組みます。 

   ② 廃棄物の減量化、再資源化に努めます。 

   ③ 貴重な水資源の有効活用に努めます。 

   ④ 化学物質の適正な管理に努めます。 

   ⑤ 環境に配慮した資材（グリーン）調達に努めます。 

   ⑥ 環境に優しい製品の提供に努めます。 

   ⑦ 地域に根ざし、地域との共生を図り、社会貢献・地域貢献を推進します。  

  3. 環境方針は全社員に周知し、一丸となり環境保全推進に取り組みます。 

   また重点実施項目に基づき、目標を設定し、PDCA を回すことで継続的な改善を 

   図ります。 

                                                 2016 年 4 月 1 日 

                                                株式会社 鳥繁産業 

                                               代表取締役社長 
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3.実施体制・主な責任と権限 

全社組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な責任と権限 

経営責任者 ・環境経営に関する統括責任 

・環境経営方針の策定 

・環境経営目標及び環境経営計画の承認 

・環境管理責任者の任命、環境活動に必要な資源の確保 

・環境経営システム全体の評価及び見直し 

・環境経営計画書兼管理表の承認 

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築及び運用管理 

・環境活動の取り組み結果を経営責任者へ報告 

・環境経営計画書兼管理表の作製 

・外部からの苦情・要望対応責任 

環境委員会 ・環境経営システムに関する重要事項の審議・決議（環境経営方針、目標、 

 環境活動、EA21 環境マニュアル、環境経営レポートなど） 

・月 1 回の委員会を開催し、実績を把握（3 ヶ月に 1 回の実績評価） 

・是正・予防処置の必要性の判断及び対策の効果を確認 

EA21 事務局 ・環境管理責任者の業務補佐 

・環境経営レポート案の作成 

・外部からの苦情・要望受付窓口 

・法規制の遵守評価の確認 

実行責任者 ・指標別環境経営計画案の作成 

・環境経営目標の実績把握、進捗管理、環境委員会での報告、 

目標達成に向けた推進 

各部門・全従業員 ・環境経営方針、環境経営目標を理解し、環境への取り組みの重要性を自覚 

・自主的、積極的に環境活動への参加 

社長 

環境管理責任者 

環境委員会 実行責任者 EA21 事務局 

生産管理本部 営業部 管理部 

本社 
（営業一課） 

関西営業所 
（営業二課） 

関東営業所 
（営業三課） 

品質管理部 製造管理部 
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4.環境経営目標とその実績値 
環境経営目標 

①本社 

項目 単位 2020 年度 

 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 

実績値 目標値 目標値 目標値 

1.二酸化炭素の削減 Kg-CO2/百万個 5725 前年度比 

1%減 

前年度比 

1%減 

前年度比 

1%減 

2.電力使用量の削減 kWh/百万個 10623 前年度比 

1%減 

前年度比 

1%減 

前年度比 

1%減 

3.燃料使用量の削減 リットル/百万個 204 前年度比 

1%減 

前年度比 

1%減 

前年度比 

1%減 

4.産業廃棄物の削減 Kg/百万個 1572 前年度比 

1%減 

前年度比 

1%減 

前年度比 

1%減 

5.一般廃棄物の削減 Kg/人 10.6 

 

前年度比 

1%減 

前年度比 

1%減 

前年度比 

1%減 

6.水資源の有効活用 ㎥/人 7.0 前年度比 

1%減 

前年度比 

1%減 

前年度比 

1%減 

7.化学物質の適正管理 % 実施率 

100% 

実施率 

100% 

実施率 

100% 

実施率 

100% 

8.グリーン購入件数の向上 件/月 12 件/月 

実施率 100% 

12 件/月 

実施率 100% 

12 件/月 

実施率 100% 

12 件/月 

実施率100% 

9.環境配慮型製品販売の

拡大 

% 31.7% 28% 29% 30% 

10.社会貢献 % 実施率 

100% 

実施率 

100% 

実施率 

100% 

実施率 

100% 

【各項目の説明】 

 ※1 二酸化炭素排出量について(2021～2023 年度に適用) 

    本社工場      ：株式会社新出光の 2021 年度二酸化炭素調整後排出係数 0.492kg-CO2/kWh を使用。 

    SKC、原料工場 ：九州電力の 2021 度二酸化炭素調整後排出係数 0.391kg-CO2/kWh を使用。 

    関東営業所    ：東京電力の 2021 度二酸化炭素調整後排出係数 0.452kg-CO2/kWh を使用。 

 ※2 目標値の原単位について（2017 年度～） 

    上表 1～4 の算出方法：自社向上生産量（個）にて算出。 

    上表 5～6 の算出方法：本社・工場従業員数（一人当たり）にて算出。排水量を述べ人数で割った数値で算出。 

 ※3 燃料使用量：ガソリンと経由が対象となる。 

 ※4 廃棄物の定義 

    ①産業廃棄物：工場内より発生した不適合品及び顧客から回収した使用済み乾燥剤を示す。 

    ②一般廃棄物：事務系一般廃棄物及び工場から出た一般廃棄物を示す。 

 ※5 グリーン購入件数の向上：資材の購入の際はエコ商品の購入推進に努める。 

 ※6 社会貢献：地域への貢献の一環として従業員が分担して清掃活動を行う。 

           ボトルキャップ、古切手の収集を行う。 

 ※7 化学物質の適正管理：削減目標は事実上困難なので、数値目標ではなく実行形の目標で管理していく。 

                   実行内容は環境経営計画に示す。 

 ※8 環境配慮型製品の販売拡大：環境配慮製品は、「環境対応型シリカゲル」、「環境対応型保冷剤」、 

                       「微酸性電解水」、「小型化脱酸素剤」を対象とする。 

 ※9 液化天然ガス(LPG)の使用量を算出しているが、使用割合が低いため目標設定の対象外とする。 

    但し、CO2 排出量には液化天然ガス(LPG)を含み管理する。 

 ※10 水使用量の削減は、排水（＝全体の水使用量―製品に使用する水使用量）を使用する。 
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4.環境経営目標とその実績値 
②関東営業所、関西営業所 

項目 単位 2020 年度 

 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 

実績値 目標値 目標値 目標値 

1.電力使用量の削減 % 実行率 

100% 

実行率 

100% 

実行率 

100% 

実行率 

100% 

2.燃料使用量の削減 % 実行率 

100% 

実行率 

100% 

実行率 

100% 

実行率 

100% 

3.一般廃棄物の削減 % 実行率 

100% 

実行率 

100% 

実行率 

100% 

実行率 

100% 

4.水資源の有効活用 % 実行率 

100% 

実行率 

100% 

実行率 

100% 

実行率 

100% 

5.社会貢献 % 実行率 

100% 

実行率 

100% 

実行率 

100% 

実行率 

100% 

【各項目の説明】 

 ※1 電力使用量の削減について、月次管理は実行率 100%を目指す。 

     関東営業所の電力使用量は二酸化炭素排出量に含めて管理する。 

 ※2 燃料使用量の削減について、月次管理は実行率 100%を目指す。 

 ※3 廃棄物の定義 

     分別を徹底し、リサイクル不可能な事務系一般廃棄物とする。 

     一般廃棄物の削減について、月次管理は実行率 100%を目指す。 

 ※4 水資源の有効活用について、月次管理は実行率 100%を目指す。 

 ※5 化学物質の取り扱いが無い為、対象外とする。 

 ※6 グリーン購入について、購入物は本社支給の為、目標としては掲げず、購入時にはグリーン品を購入する。 

 ※7 環境配慮型製品の販売課題について、営業所単位で管理せず、営業部門として取り組むため対象外とする。 

 ※8 社会貢献について、ペットボトルキャップ・古切手（本社へ郵送）を収集し、近隣収集場（銀行など）に寄付する。 
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4.環境経営目標とその実績値 
●2021 年度目標と実績 （ 取組期間 ： 2021 年 7 月～2022 年 6 月） 【年度末評価】 

①本社 

項目 単位 目標値 実績値 達成率(%) 評価 

1.二酸化炭素の削減 Kg-CO2/百万個 5667 4291 132% ○ 

2.電力使用量の削減 kWh/百万個 10516 7791 135% ○ 

3.燃料使用量の削減 リットル/百万個 202 189 107% ○ 

4.産業廃棄物の削減 Kg/百万個 1556 1851 84% ☓ 

5.一般廃棄物の削減 Kg/人 10.5 7.4 142% ○ 

6.水資源の有効活用 ㎥/人 6.9 5.9 121% ○ 

7.化学物質の適正管理 % 100 100 100% ○ 

8.グリーン購入件数の向上 件/月 12 41 100% ○ 

9.環境配慮型製品販売の拡大 % 28 31 110% ○ 

10.社会貢献 % 100 100 100% ○ 

 

②関西営業所 

項目 単位 目標値 実績値 達成率(%) 評価 

1.電力使用量の削減 % 100% 100% 100% ○ 

2.燃料使用量の削減 % 100% 100% 100% ○ 

3.一般廃棄物の削減 % 100% 100% 100% ○ 

4.水資源の有効活用 % 100% 100% 100% ○ 

5.社会貢献 % 100% 100% 100% ○ 

 

②関東営業所、 

項目 単位 目標値 実績値 達成率(%) 評価 

1.電力使用量の削減 % 100% 100% 100% ○ 

2.燃料使用量の削減 % 100% 100% 100% ○ 

3.一般廃棄物の削減 % 100% 100% 100% ○ 

4.水資源の有効活用 % 100% 100% 100% ○ 

5.社会貢献 % 100% 100% 100% ○ 

 

※達成度 ○ ・・・ 達成 、 ☓ ・・・ 未達成 

 

※二酸化炭素総排出量 ： 182,404 kg-CO2 
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5.環境経営計画 

●当社の環境経営計画（取り組み項目、目標、責任者、取組内容、担当）は以下の通りです。 

■二酸化炭素排出量の削減 

電気使用量（責任者：中津留） 

目標 取組内容 担当 

電気使用量の削減 ① 休憩時間は使用しない電気や電源を切る 全社 

② 機械の電源は運転 1 時間 30 分前に入れる 工場 

③ PC 不要時はノート PC を閉じる 全社 

④ エアコンフィルターの清掃(事務所・工場：年２回) 全社 

ガソリン・軽油使用量（責任者：若狭） 

ガソリン・軽油使用量の削減 ① 社用車は給油時にタイヤの空気圧点検を行う 全社 

 ② エコドライブ 10 のすすめを推進 

③ 各車両の持ち込み回数を記録（配達場所、回数） 

■廃棄物排出量の削減 

産業廃棄物（責任者：山添） 

目標 取組内容 担当 

産業廃棄物の削減 ① 工程内不良率の集計 工場 

② 工程内不良の要因の分析 

③ 予防処置５件/年を展開 

④ 原料の再利用 

⑤ 排出量の管理 

一般廃棄物（責任者：宗） 

一般廃棄物の削減 ① ゴミ分別の徹底 全社 

 ② 事務所・一般ゴミ以外の試験品などの分別・計測 

③ イベント・衛生対策等のゴミを個別で集計 

■水資源の有効活用（責任者：川野） 

目標 取組内容 担当 

水使用量の削減 ① 社内報にみどりくんしんぶんの記事を掲載 全社 

② 漏水チェック（月１回） 

③ 衛生対策での電解水の持ち帰り、噴霧等での使用 

■化学物質（責任者：牧） 

目標 取組内容 担当 

化学物質の適正管理 ① 環境管理物質に関する顧客要求事項の順守 品質管理 

② 環境管理物質の情報入手 

③ 使用原材料について(M)SDS の入手 

④ 社外分析機関による環境管理物質の有無確認 

■グリーン調達（責任者：藤澤） 

目標 取組内容 担当 

グリーン購入件数の向上 ① 原材料および資材のグリーン調達の推進 購買管理 

全社 ② 事務用品、作業着等はエコマーク商品の購入 

③ 事務消耗品・資材・向上備品は 3R 品を購入 

■環境配慮型製品（責任者：高橋） 

目標 取組内容 担当 

環境配慮型製品の販売拡大 ① 既存客への販促活動（Q・L→QJ・LJ の切替） 営業 

② 新規案件への QJ・LJ の提案 

③ アクアサニターの販促活動 和菓子・洋菓子店 

■社会・地域貢献（責任者：宗） 

目標 取組内容 担当 

社会貢献 ① 工場周辺の環境美化に努める 全社 

② ボトルキャップの収集および寄付を行う 

③ 古切手の収集および寄付を行う 
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6.環境活動の取り組み結果の評価 
●環境活動の取り組み結果とその評価 

①本社 

二酸化炭素排出量の削減 （実行責任者：中津留） 

 目標達成率：132% 

 

電気使用量の削減（実行責任者：中津留） 

目標達成率：135% 

 

具体的な取り組み 

 

実行状況 評価 

①休憩時間は使用しない電気や電源を切る 

 

○ 値上げ情報を共有し、節電に向けて

の意識付けができ行動できたことが

達成した要因となった。 ②機械の電源は運転１時間 30 分前に入れる 

 

○ 

③PC 不要時はノート PC を閉じる 

 

○ 

④エアコンフィルターの清掃（事務所・工場：年 2 回） 

 

○ 

 

 

 

2019年度 2020年度 2021年度
実績値 10668 9360 7791
目標値 9600 10224 10516

0
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実績値 6339 5232 4291
目標値 5820 5796 5667
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6.環境活動の取り組み結果の評価 
燃料使用量の削減（実行責任者：若狭） 

 目標達成率：107% 

 

産業廃棄物の削減（実行責任者：山添） 

 目標達成率：84% 

 

 

 

 

具体的な取り組み 

 

実行状況 評価 

①工程内不良率の集計 ○ 工程内不良の要因は特定できた

が、分析・対策が不十分だった。 ②工程内不良の要因の分析 △ 

③予防処置 5 件/年を展開 △ 

④原料の再利用 ○ 

⑤排出量の管理 ○ 

具体的な取り組み 

 

実行状況 評価 

①社用車は給油時にタイヤの空気圧点検を行う △ 給油時の空気圧点検は、実施でき

ていない人もいた。来期は全員が実

施するように声掛けしたい。 

②エコドライブ 10 のすすめを推進 ○ 

③各車両の持ち込み回数を記録（配達場所、回数） ○ 

2019年度 2020年度 2021年度
実績値 230 180 202
目標値 223 228 177

0
50

100
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6.環境活動の取り組み結果の評価 
一般廃棄物の削減（実行責任者：宗） 

 目標達成率：142% 

 

 

 

水資源の有効活用（実行責任者：川野） 

 目標達成率：121% 

 

 

具体的な取り組み 

 

実行状況 評価 

①ゴミ分別の徹底 ○ 大幅に達成した。ペーパータオル以

外にプラスチックゴミなど環境問題

に関係するゴミも注視する。 

②事務所・一般ゴミ以外の試験品等の分別・計測 ○ 

③イベント・衛生対策等のゴミを個別で集計 ○ 

具体的な取り組み 

 

実行状況 評価 

①社内報にみどりくんしんぶんの記事を掲載 

 

○ 取り組みが実行できていた。 

ただ、削減要因を掴めていない 

ため、記録を正しく残せるように 

していく。 

②漏水チェック（月 1 回） 

 

○ 

③衛生対策での電解水の持ち帰り、噴霧等での使用 

 

○ 

2019年度 2020年度 2021年度
実績値 13.8 141.6 88.8
目標値 13.0 153.6 126.0

0.0
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100.0
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200.0
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2019年度 2020年度 2021年度
実績値 7.0 7.0 5.9
目標値 6.8 6.8 6.9
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6.0
6.5
7.0
7.5

水資源の有効活用(kg/人)

収集ルールが 
変更されたため 

比較対象外 
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6.環境活動の取り組み結果の評価 
化学物質の適正管理（実行責任者：牧） 

目標達成率：100% 

 

グリーン調達の推進（実行責任者：藤澤） 

 目標達成率：100% 

 

環境配慮型製品販売の拡大（実行責任者：高橋） 

 目標達成率：110% 

 

 

具体的な取り組み 

 

実行状況 評価 

①環境管理物質に関する顧客要求事項の遵守 ○ 2022 年 6 月 20 日に社外分析機関

による環境管理物質の非含有確認

済み。 

化学物質法規制が変更、追加され

た際にはメーカーに随時確認してい

る。 

②環境管理物質の情報入手、把握 ○ 

③使用原材料について MSDS の入手 ○ 

④社外分析機関による分析値による 

 環境管理物質の非含有無の確認 

○ 

具体的な取り組み 

 

実行状況 評価 

①原材料および資材のグリーン調達の推進 ○ モノタロウ商品を入れるようになり、

目標値を大幅に達成した。来年度か

ら昨年対比にして達成状況を確認

する。 

②事務用品、作業着等はエコマーク商品の積極的な購入 ○ 

③事務消耗品はリサイクルされたものを購入 ○ 

具体的な取り組み 

 

実行状況 評価 

①既存客への販促活動 ○ エバーフレッシュ Q/L→QJ/LJ への

切替えは今期全体的に進まなかっ

た。来期は営業内で進捗管理し実

行できるように取り組む。 

②新規案件への QJ・LJ の提案 △ 

③アクアサニターの販促活動 和・洋菓子（代理店・ユーザ） △ 

2019年度 2020年度 2021年度
実績値 34.8 31.0 31.0
目標値 25.0 25.0 28.0

0.0
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20.0
30.0
40.0

環境配慮型製品販売の拡大(%)
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6.環境活動の取り組み結果の評価 
社会貢献（実行責任者：宗） 

 目標達成率：100% 

具体的な取り組み 

 

実行状況 評価 

①工場周辺の環境美化に努める ○ 飲食店支援の弁当購入・小学校へ

の出前授業を実施した。 ②ボトルキャップの収集および寄付を行う ○ 

③古切手の収集および寄付を行う ○ 

②関東営業所・関西営業所 

電気使用量の削減 

具体的な取り組み 実行状況 評価 

関東営 関西営 

目標達成率： 100% 100% 年 4 回のエアコンの清掃を実施で

きた。 1) クールビズ、ウォームビズ ○ ○ 

2) エアコンの温度設定(夏:26～28 度、冬:20～21 度) ○ ○ 

3) 不要時の消灯 ○ ○ 

4) 席を長時間空ける時は PC モニターを閉じる ○ ○ 

5) エアコンフィルターの清掃(1 回/3 カ月) ○ ○ 

燃料使用量の削減 

具体的な取り組み 実行状況 評価 

関東営 関西営 

目標達成率： 100% 100% 新型コロナ感染対策として、 

人が混み合う公共交通機関は 

あまり利用しなかった。 

1) エコドライブの推進（エコドライブ 10 のすすめ実行） ○ ○ 

2) 公共交通機関の利用 ☓ ○ 

3) ガソリン使用量の記録 ○ ○ 

一般廃棄物の削減 

具体的な取り組み 実行状況 評価 

関東営 関西営 

目標達成率： 100% 100% ビルのルールを守り行えた。 

1) ごみの分別 ○ ○ 

2) コピー紙の裏面利用 ○ ○ 

3) リサイクル（紙・段ボール）の推進 ○ ○ 

4) 重量の記録 ○ ○ 

水資源の有効活用 

具体的な取り組み 実行状況 評価 

関東営 関西営 

目標達成率： 100% 100% ステッカーがあるので、意識して

行動ができた。 1) 節水ステッカーによる意識向上 - ○ 

2) トイレ大小の使い分け ○ ○ 

3) 水使用量の記録 ○ ○ 

グリーン調達の推進 

具体的な取り組み 実行状況 評価 

関東営 関西営 

目標達成率： 100% 100% 購入商品なし 

1) 環境ラベルのついた商品の積極的な購入 - - 
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6.環境活動の取り組み結果の評価 
 

社会貢献 

具体的な取り組み 実行状況 評価 

関東営 関西営 

目標達成率： 100% 100% キャップおよび古切手の収集を行

えた。 1) ペットボトルキャップの収集・送付 ○ ○ 

2) 古切手の収集および寄付を行う ○ ○ 

 

【活動写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎月神社周りを清掃しています 本社工場の屋根で太陽光発電しています 

社内の 5S 活動を進めるため、 

かたづけ士の小松易さんより 

オンラインにてセミナーを受講(年 3 回) 

弊社の社内報を通して、環境に関しても 

社員の皆さんと情報共有しています。 

最新号では 1 年の活動の結果を伝えています。 
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6.環境活動の取り組み結果の評価 
 

【社会貢献】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地元の小学校 3 校へ出前授業を行っている様子です。 

学生の皆さんは興味津々に説明を聞いたり、真剣に保冷剤作りをしたり、 

楽しんで学んでくれていました。 

大分県教育委員会主催の O-Labo で講座を弊社が行いました。 

近隣の市から 26 名の小中学生が参加して頂きました。 

「ひえひえ冷却パック」という内容でオリジナルの保冷剤を作ってもらいました。 



17 
 

7.表彰・認定など  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「インドネシア国 微酸性次亜塩素酸水による
衛生管理向上に係る基礎調査」の案件で採択

されました 

九州経済産業局長より事業継続力強化計画に
係る認定を頂きました 

「健康経営優良法人 2022(中小規模法人部門)」
に認定して頂きました 

おおいた子育て応援団（しごと子育てサポート
企業）」を大分労働局より再認証頂きました 

「安全衛生に係る大分労働局長表彰(優秀賞)」
を受賞させて頂きました 

エコアクション２１で１０年継続の感謝状を 
頂きました 
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8.次年度の取り組み内容 
①本社 

 

 

 

 

 

 

項目/実行責任者 具体的な取り組み 対応部門 

営業部 製造管理部 品質管理部 

管理部 

1.二酸化炭素排出量の削減 

①電気使用量の削減 

実行責任者：中津留 

1) 休憩時間は使用しない電気や電源を切る 〇 〇 〇 

2) 機械の電源は運転 1 時間 30 分前に入れる  〇  

3) PC 不要時はノート PC を閉じる 〇 〇 〇 

4) エアコンフィルター清掃(事務所・工場：年 2 回(6 月, 11 月) 〇 〇 〇 

②ガソリン、軽油使用量の削減 

実行責任者：若狭 

1) 社用車は給油時にタイヤの空気圧点検を行う 〇 〇 〇 

2) エコドライブ 10 のすすめを推進(㈶省エネルギーセンター) 〇 〇 〇 

3) 各車両の持ち込み回数を記録する（配達場所、回数） 〇 〇 〇 

2.廃棄物排出量の削減 

①産業廃棄物の削減 

実行責任者：山添 

1) 機械の段取り作業の分解・改善  〇  

2) 機械ごとの停止要因の集計・改善  〇  

3) 教育の徹底・記録  〇  

②一般廃棄物の削減 

実行責任者：宗 

1) ごみ分別の徹底  〇 〇 

1)-1 事務所・一般ごみ以外の試験品などの分別・計測の徹底 〇 〇 〇 

1)-2 イベント・衛生対策などのごみを個別で集計  〇 〇 

3.水資源の有効活用 

実行責任者：川野 

1) 社内報にみどりくんしんぶん記事を掲載（2 カ月ごと）  〇  

2) 漏水チェック（月 1 回）  〇  

3) 衛生対策での電解水の持ち帰り、噴霧等での使用励行 〇 〇 〇 

4.化学物質の適正管理 

実行責任者：牧 

1) 環境管理物質に関する顧客要求事項の順守   〇 

2) 環境管理物質の情報入手、把握   〇 

3) 使用原材料について SDS の入手   〇 

4) 社外分析機関の分析値による環境管理物質の 

非含有無の確認 

  〇 

5.グリーン調達の推進 

実行責任者：藤澤 

1) 原材料および資材のグリーン調達の推進  〇 〇 

2) 事務用品、作業着などはエコマーク商品の積極的な購入 〇 〇 〇 

3) アルベール外装袋をバイオマスインクに切り替え   〇 

6.環境配慮型製品販売の拡大 

実行責任者：高橋 

1) 新規客・既存客への QJ・LJ 販促活動 〇   

2) 既存製品の見直し 〇   

3) アクアサニターの販促活動 和菓子・洋菓子（代理店・ユーザ） 〇   

7.社会・地域貢献 

実行責任者：宗 

1) 工場周辺の環境美化に努める 〇 〇 〇 

2) ボトルキャップ・古切手の収集及び寄付を行う 〇 〇 〇 

3) 出前授業、O-Lab での体験学習・講座を行う  〇 〇 
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8.次年度の取り組み内容 
①関東営業所、関西営業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目/実行責任者 具体的な取り組み 対応部門 

関東営 関西営 

1.電気使用量の削減 

実行責任者：中津留 

1) クールビズ、ウォームビズ 〇 〇 

2) 不要時の消灯 〇 〇 

3) 席を長時間空ける時は PC モニターを閉じる 〇 〇 

4) エアコンフィルター清掃(3 カ月に 1 回) 〇 〇 

2.ガソリン、軽油使用量の削減 

実行責任者：若狭 

1) エコドライブ 10 のすすめを推進(㈶省エネルギーセンター) 〇 〇 

2) ガソリン使用量の記録 〇 〇 

3.一般廃棄物の削減 

実行責任者：宗 

1) ごみ分別の徹底 〇 〇 

2) 裏紙の利用  〇 〇 

3) リサイクル（紙、段ボール）の推進 〇 〇 

4.水資源の有効活用 

実行責任者：川野 

1) 節水ステッカーによる意識向上 〇 〇 

2) トイレ大小の使い分け - 〇 

3) 水使用量の記録 〇 - 

5.社会・地域貢献 

実行責任者：宗 

1) ボトルキャップ・古切手の収集及び寄付 〇 〇 
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9.環境関連法規等の取りまとめ 
●環境関連法規等遵守評価表 

 全社（本社・関西営業所・関東営業所） 

 

適用法規 法規の要求事項 遵守評価結果 

本社 関西営 関東営 

水質汚濁防止法 事故時の届出 〇 - - 

浄化槽法 特定施設の届出 〇 - - 

法定検査 〇 - - 

定期点検 〇 - - 

定期清掃の実施 〇 - - 

騒音規制法 特定施設の届出 〇 - - 

規制基準の順守 〇 - - 

振動規制法 

 

特定施設の届出 〇 - - 

規制基準の順守 〇 - - 

廃棄物処理及び 

清掃に関する 

法律 

保管場所表示、保管基準の順守 〇 - - 

運搬・処分業者との委託契約 〇 - - 

マニフェストの交付・回収 〇 - - 

マニフェスト交付状況の報告 〇 - - 

自社運搬の場合、運搬車両への表示、マニフェスト携帯 〇 - - 

事業系一般廃棄物の分別・廃棄 〇 〇 〇 

リサイクル法 長期使用、再生資源の努力義務、適正処理 〇 〇 〇 

家電リサイクル法 買換え時リサイクル料負担、適正処理 〇 〇 〇 

自転車リサイクル法 車検又は買換え時リサイクル料負担、適正処理 〇 - 〇 

フロン排出抑制法 簡易点検の実施 〇 - - 

毒物及び劇物取締法 保険施設・容器への表示 〇 - - 

盗難・漏洩防止 〇 - - 

消防法 屋内・外貯蔵所の届出 〇 - - 

取扱い責任者の選任・届出 〇 - - 

保管管理基準の順守 〇 - - 

 

 環境関連法規等の順守状況および定期評価の結果、環境法規制の逸脱はありませんでした。 

また、過去 3 年間に違反や訴訟等は発生しておりません。 
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10.代表者による全体の評価と見直し 
●見直しに必要な記録 

環境管理責任者の報告 代表者の指示事項 

■法的要求事項の順守状況 

環境関連法規制順守チェック表で 

評価した結果、問題なし 

 

- 

■目標達成状況 

●全体評価 

2021 年度（2021 年 7 月～2022 年 6 月）は、事故や休業労

災は無く無事に終了することが出来た。然しながら、2 件の

怪我は発生しており、この点は衛生委員会を中心に再発

防止に努める。 

2020 年以降からの新型コロナウイルス感染拡大に伴い

2021 年度も営業活動や出荷業務に大きく影響を受けた 1

年だった。 

 

●出荷数量 

出荷量を見ると、2021 年度上半期（7 月～12 月）は+2253

万個（増）前年対比 106%、下半期（1 月～6 月）は+3700 万

個（増）112%、年間では+5953 万個（増）109%となった。 

なお、売上高は 2020 年度の 1,311 百万円から伸び、前年

対比 109%の 1,431 百万円となった。 

 

●人的資源 

人的資源については、退職 7 人、入社 6 人で 1 人減となっ

た。なお、育休取得者 3 人は復帰。人の入れ替わりが多い

中、またコロナ禍における業務フォローなど、対応してくれ

たスタッフには感謝している。 

 

●新規工場の立ち上げ準備 

仕入品である「シート状乾燥剤」の内製化に向け準備を進

めた 1 年だった。工場は前工場の一部有効活用することと

した。現在、製造を委託している協力会社と出荷数量（シェ

ア）拡大を目指す。 

また、AI や IoT を導入したスマート工場をすすめ、生産性

向上と働きやすさを追求する。2022 年中の稼働開始を目

指す。 

 

●目標達成状況 

1.「二酸化炭素排出量の削減」 

(1)「二酸化炭素排出量の削減」 

「電気使用量の削減」は達成したが、「燃料使用量の削減」

の未達成となった。総二酸化炭素排出量は抑制出来たた

め「二酸化炭素排出量の削減」は達成となった。 

(2)「電気使用量の削減」 

 2021 年度も環境に関する事故がなく無事に終わる

事が出来たことに心から感謝します。また、環境委員

会を中心に全社をあげて継続的な改善活動が出来

ていることに感謝します。 

 

 この 1 年も新型コロナウイルスの感染拡大によって

家庭での過ごし方、会社での過ごし方には社員皆さ

んが工夫してくれました。総務を中心に社内の衛生

管理に努めていただき感謝しています。引き続き、社

員の安全、安心に努めていきます。 

 

 国内においては、移動制限や受入制限が徐々に解

除されているように感じています。面談可能なお得意

先様や仕入れ先様とはこれまでのブランクを少しず

つ解消し、新たな気持ちで関係性づくりに努めていき

ましょう。その時の話題のためにも YouTube チャンネ

ルの更新やニュースレターの発行は継続していきま

す。 

私たちも資材の値上げが続き苦労の多い時期で

あるように、土産物菓子を販売しているお客様も厳し

い状況が続いていると感じています。いま私たちが出

来る精いっぱいの活動をしていきましょう。 

 

 この 1 年準備してきた「シート状乾燥剤」工場が稼

働します。社内のスタッフの皆さんはもちろん、工場

構築に携わっていただいた各企業様、工場近隣にお

住まいの皆様とお祝いしましょう。 

 

 社員一人一人がそれぞれの役割を全うし、これら

からの「学び」をこれからの製品開発、設備改善、工

程改善にしっかり繋げてください。オンライン、オフラ

インをうまく使い分け、お客様との繋がりを工夫し、丁

寧に伝えることを心掛け、継続的に当社の行動も変

化させる必要があります。「何を」「どう」変化させてい

くか、しっかり観察し、考え、行動に移してください。そ

して、地域への感謝の思いを大切に「安全作業」をお

願いします。 
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2021 年 3 月より本社設置のソーラーパネルの稼働を開始

し、2021 年度では、デマンドを下げることが出来た。これに

より目標達成出来た。 

 

(3)「燃料使用量の削減」 

2021 年 1 月より協力運送会社を 1 社増やせたことにより、

引き続き繁忙期の出荷数増加に伴う運送便ターミナルへ

の持ち込みをほぼ無くせている。 

2020 年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、

お客様への訪問が難しく燃料の使用量も減っていたが、今

年度は訪問回数が増やせたため、燃料使用量は増加傾

向にある。燃料高騰による影響は受けている分、有効活用

を念頭に置きながらも、お客様との接点を増やしたいと考

えている。 

 

2.産業廃棄物の削減 

内製化した生産個数は約 3500 万個増加しているが、産業

廃棄物の発生量は、前年比で約 11t 増加している。IoT の

導入による稼働状況および停止要因の分析を進め、生産

効率は上がり、資材の有効活用（廃棄物削減）を実行する

ことが必要と考えている。 

 

3.一般廃棄物の削減 

目標値を大幅に達成し、素晴らしい取り組みをしてくれた。

昨年以降、社内の衛生管理は習慣化されてきた。一般廃

棄物の分別も社員が協力してくれており助かっている。 

削減については大幅に達成でき、細かく対応してもらいス

タッフには感謝している。 

この運用を引き続き、継続していきたい。 

 

4.水資源の有効活用 

一般廃棄物同様、社内では微酸性電海水の活用による衛

生管理が習慣化されてきた。また、廃棄物についてもお弁

当の容器などは洗って廃棄してくれている。 

漏水確認も実行してくれていることから、大きなロスの予防

が出来ている。担当スタッフに感謝している。 

 

5.化学物質の削減（適正管理） 

品質管理のスタッフが適正に管理を行ってくれており、化

学物質に関する事故なく、顧客要求による情報提供（資料

提出）は進んでいる。安心して任せられるスタッフ育成も進

んでおり感謝している。 

 

6.グリーン調達の推進 

この一年、資材の値上げが続き、交渉や安定調達に苦労

をかけた。グリーン調達を心掛け、目標値を大幅に達成

し、素晴らしい取り組みをしてくれた。またバイオマスインク
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などの調査も進めてくれており、感謝している。引き続き、

資材の安定調達に頑張ってもらいたい。 

 

7.環境配慮型製品の販売拡大 

目標値を達成することが出来た。昨年度に続き、活動がし

にくい 1 年だったが、顧客と繋がることを考え、取り組んで

くれた。 

新型コロナウイルスの感染拡大により売り上げが一時的

に伸びた微酸性電解水は前年対比で大きく減少したが、

他の製品が落ち込まなかったため、目標は達成できた。新

しい年度もお客様に選ばれる活動を進めてもらいたい。 

 

8.社会貢献 

本社周辺の環境美化については、社内を 3 つのグループ

に分けて月に 1 度の活動を行ってきた。今期は必要とする

場所を探し、活動を進めた。 

社会見学が難しい状況下で地元小学校などに声がけし、

新たな取り組みとして出前授業を行うことができた。 

引き続き、地域貢献や社会貢献に取り組んでいきたい。 

 

■苦情 

お問い合わせなし 

 

引き続き、地域の皆様の声に耳を傾け、感謝の気持

ちを持って活動してください。 

 

■是正及び予防措置の有無と対応 

1.産業廃棄物の削減 

2021 年度上期の 7 月～9 月、10 月～12 月で C 判定、下

期の 2022 年 1 月～3 月で B 判定、年度末評価で達成率

84%の C 判定ため是正処置の必要がある。 

内製化した生産個数は約 3500 万個増加しているが、産業

廃棄物の発生量は、前年比で約 11t 増加している。この中

でも調整品が 9.9ｔ（84%）あり、調整品による廃棄物が多い

部署へ周知をおこない、要因分析を進めている。 

なお、乾燥剤 K-3 は金属探知機誤検知調整を 6 月に実

施、K-7 は 5 月オーバーホールを行った。K-8 は現在調査

中である。 

また、年間通して、処分場での廃棄重量と社内計測が一

致しなかったことに課題があった。各担当者に協力を要請

し、差分を少しずつ縮めている。 

2022 年度は導入した IoT 装置を活用し、稼働率の状況把

握、停止要因分析による生産性向上を図ることとする。 

 

1.産業廃棄物の削減 

産業廃棄物の分析は、今の製造工程の課題が見え

る貴重な情報源になります。ものづくりに関わる皆さ

んと現状の情報共有を行い、かたづけセミナーから

学んだことを実践していきましょう。また、IoT を有効

活用し、"常に考え”まずやってみる、失敗したらまた

考えるを繰り返し、製品開発、工程改善、設備改善を

確実に行い、お客様の信頼・満足を実現してくださ

い。 

■前回の指摘事項のフォロー結果 

指摘事項なし 

 

- 

 

●変更の必要性の有無・指摘事項 
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社長（経営責任者） 

[環境経営方針] 

 2021 年度も新型コロナウイルスの感染拡大により、大きく影響を受けつづけています。一年を通してマスク着用、

外出や移動の規制で会いたい方にも会いにくく、従業員皆さんへのストレスが続いています。今はエネルギーをし

っかり貯めて、飛び上がる準備をしていきましょう。 

 私たち鳥繁産業は”（心）豊かな暮らし”の実現を目指します。行動指針の「感謝④私たちは、地球環境のために

できることを惜しまずにチャレンジ、行動します。」「奉仕⑤私たちは、地域に根ざし、地域と共生を図り、未来の大人

たちへ繋ぎます。」を実行し、社員一人一人が「常に考える」意識を持ち、自らの良心を信じ、プロセスを大事に行動

すれば、自ずと結果に繋がると考えます。環境活動の取り組みを身近に感じ、”当たり前”にしていきましょう。 

変更の必要性：  有   無 

[目標・環境経営計画] 

 変更する必要があると思います。 

 今期目標達成した部門はさらなる進化をさせ、未達部門は「目標値」および「具体的な取り組み」の見直しをおこ

ない必要に応じ変更する。 

 社員一人一人が「常に考える」意識を持ち、自らの良心を信じ、プロセスを大事に行動すれば、自ずと結果に繋が

ると考える。月次活動結果を次月以降の活動に繋げてください。 

変更の必要性：  有   無 

[実施体制] 

 変更の必要性はないものと判断した。 

変更の必要性：  有   無 

 

以上 


