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丸和熱処理株式会社



ごあいさつ

3

日頃より弊社をご愛顧下さいまして、誠にありがとうござ
います。
弊社は1973年、丸和工業株式会社として創業以来、永きに

亘り金属熱処理業に携わって参りました。
今日まで歩みを止めずに成長してこられましたのも、ひと

えに皆様のご支援、ご協力の賜物と、深く感謝致しておりま
す。
金属熱処理は、人々の生活を支えるために必要不可欠な技

術として、古来より伝承されてきました。
そして現代社会で活躍する様々な機械・器具にも、厳しい

品質基準をクリアした熱処理製品が数多く使われております。
私以下社員一同、ものづくりの根幹を担う重要性と、その

責任の重さを常に自覚し、信頼品質、技術向上、短納期、原
価低減、環境負荷低減を実現して参ります。
皆様、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。
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１. 環境経営方針

【環境・企業理念】
私たち丸和熱処理株式会社は、金属及び非鉄金属熱処理、金属表面処理、金属研

磨加工等の事業内容であり、環境に負荷を与えながら事業活動を行っています。その上
で、環境と事業活動の調和に努め、環境保全を重要課題として捉え、保護活動に積極
的に努力します。

また、ものづくりの根幹を担う企業として、その重要性と責任の重さを常に自覚し、信頼
品質、技術向上、短納期、原価低減、環境負荷低減を実現して参ります。

【行動指針】
１） 事業活動を通じて環境に与える負荷を的確に把握し、環境影響の低減

及び維持、汚染の防止に努めます。

２） 省資源・省エネルギー・リサイクル・廃棄物の削減に事業活動を通じて
取り組みます。

３） 環境に関する法令・条例・協定及び要求事項を厳守します。

４） 地域の環境保全活動を支援していきます。
（山形エコアクション２１対応）

５） 環境負荷の継続的改善のため、環境目的・目標を定め、定期的に見直し
を行います。

６） 製品輸送の環境改善に努めます。

７） 環境経営方針を制定、文書化し、全従業員に配布して、周知徹底を図ります。

８） 人体や環境へ影響を与える可能性のある化学物質の使用量及び排出量を
削減します。

９） 環境に配慮したグリーン購入対象商品の比率向上に努めます。

10） 日々、品質異常発生防止活動を行い、高品質維持に努めます。

11） この環境経営方針は社内外に公表します。

制定日：2011年9月1日
最終改訂日：2019年12月1日
丸和熱処理 株式会社
代表取締役社長 後藤 章洋

2. 組織の概要

《2-１》事業者名
丸和熱処理株式会社 代表取締役社長 後藤 章洋

《2-3》事業の概要
金属製品のガス浸炭焼入、ガス浸炭窒化焼入、ガス浸炭窒化焼入、焼入焼戻し、
ガス軟窒化、真空焼入、析出硬化処理、安定化処理（サブゼロ）、高周波焼入、
パーコリューブライト、アルカリ黒色着色、光輝熱処理全般、アルミ溶体化処理、
時効硬化処理、研磨

《2-4》事業の規模
創業：1973年（昭和48年8月） 資本金：5,000万円

事業年度 2017年（基準年度） 2020年 2021年

売上金額 59,600万円 45,500万円 59,307万円

従業員数 64名 66名 64名
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【雰囲気熱処理（バッチ型）】 【雰囲気熱処理（ピット型）】 【高周波焼入処理】

900～930℃の高温で表面か
ら炭素を入れていく表面硬化
法です。表面は高硬度でも内
部は柔軟性があるため、衝撃
を受けても割れにくいのが特長
です。

鋼の結晶粒を微細化し、機械的
性質を高める焼ならしや、鋼の軟
化、内部応力の除去などを目的
とする焼なまし、そして、長物の
焼入、焼戻に対応しています。

コイルによる高周波電流の誘導
加熱を利用して、部品の表面の
みを焼入れする加工法が、高
周波焼入です。必要な箇所へ
の焼入れを短時間で行うことが
でき、焼入れ深さの調節も自在
に行えます。

【研磨部】〒990-2211 山形県山形市大字十文字字韮窪北3455-84
電話：023-686-4060 FAX：023-686-4064
敷地：1,072m2 建物：212m2

※全組織、全活動を対象として、活動を行っています。

《2-2》対象事業所（所在地/連絡先）
【本社・天童工場】〒994-0069
山形県天童市清池二丁目８番２０号
電話：023-655-2880（代）
FAX：023-655-5203
敷地：2,765m2 建物：2,474m2

【山形工場】〒990-2338
山形県山形市蔵王松ケ丘一丁目２番３号
電話：023-689-1230
FAX：023-695-3055
敷地：11,220m2 建物：2,904m2
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《3-1》EA21推進委員会の構成

3. EA21推進委員会

76

《3-2》主な環境経営内容
１）二酸化炭素排出量の削減
①消費電力の削減

■早朝、照明器具の消灯 ■NG発生ゼロ ■照明器具の省エネ化
■炉の運転効率を上げる（1回の運転時間の見直し）
■可能な設備へタイマーを設置し、機械類の不要な運転を無くす
■待機電力の削減（退社時、ポット、ヒーター等の電源プラグを抜く）

②消費燃料の削減
■炉のパイロットバーナーの数を半分に減らして稼働（継続）

③エコ運転の実施
■アイドリング停止の徹底
■営業車両の燃料使用量上限値の目標設定（月目標。エコドライブと効率良いコースの

走行で燃料削減に努める）

2）廃棄物排出量の削減と適正管理
①一般廃棄物削減

■分別の徹底 ■パレットの有効活用（お客様⇔弊社間で効率良くリサイクル使用）
■コピー数量の削減、縮小コピーの推進

②リサイクルの促進
■コピー用紙の両面使用 ■金属類や紙類など、廃棄せずにリサイクル業者へ

回収依頼
■コピー用紙の再利用後の再々利用（梱包材、生ゴミ処分時の包装紙等）

③産業廃棄物の適正管理
■保管場所の管理 ■マニフェスト・契約書類の管理
■産廃処分場の確認

3）総排水量の削減
①上水（水道）使用量の削減

■冷却用水槽の節水 ■手洗い時の節水（掲示及び月1回呼びかけ）
②地下水の適正利用

■水量計を利用し、適正使用を維持する

4）化学物質使用量の削減
■化学物質適正使用量の数量確認 ■トリクレン、AYクリーン、ノリタケクール他を削減

5）グリーン購入
■「既存品を長持ちさせて使おう」呼びかけ(朝礼での啓豪、掲示)
■作成済みの事務用品グリーン購入対象品リストを活用、レギュラー購入の継続
■営業車両の適切な管理、整備 (日次、週次、月次メンテナンス)
■環境に配慮した車両の購入

6）製品・サービス関連
①NG発生ゼロ
②リサイクル梱包材の積極活用

■製品梱包時に使用する資材に、極力再利用品を使用する
③業務の効率化、無駄の排除

■基準書を作成・活用する
④納期厳守

■納期トラブルをなくし、顧客ニーズに応えるとともに、無駄なエネルギー消費を発生させ
ない

■多能工の活用
⑤休業災害ゼロ

＜エコアクション２１実施体制＞
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■制定日：2011年9月12日
■改訂日：2014年3月1日、2016年4月15日、2017年4月10日、2019年3月1日、2021年4月1日

EA21推進委員会

代表者 天童工場

天童工場

※研磨部は、

　 天童工場に所属している

品質保証

第2製造部部長

　代表取締役社長 環境推進室リーダー

第1製造部部長

後藤　章洋 鈴木　真由美

中山　翔太

品質保証部

天童工場

山形工場

環境管理責任者 環境管理責任者 会田　芳弘

畠山　和寛

天童工場　工場長 山形工場　工場長

環境事務局

山形工場

環境推進室リーダー

フロント

中山　翔太 畠山　和寛
全従業員へ

鈴木　真由美

佐藤　恵

石山　恵利子

山形工場

総務・経理リーダー

取締役室長

志田　美香

小林　伸一

管理部部長

鈴木　真由美

営業部部長

品質保証部部長

東海林　浩二

管理部

設備保全・環境推進室

営業部

【代表者】

■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人、設備、
費用、時間、技能、技術者￥を準備

■環境管理責任者を任命

■環境経営方針の策定・見直し及び全従業員

へ周知

■環境経営目標・環境経営計画書を承認

■代表者による全体の評価と見直しを実施

■環境経営レポートの承認

【環境管理責任者】

■環境経営システムの構築、実施、

管理

■環境関連法規の取りまとめ表を

承認
■環境経営目標・環境経営計画書

を確認

■環境経営の取り組み結果を代表

者へ報告

■環境経営レポートの確認

【環境事務局及びEA21推進委員会】

■環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

■環境負荷チェック及び環境への取り組みの自己
チェックの実施

■環境経営目標、環境経営計画原案の作成

■環境経営の実績集計

■環境関連法規等取りまとめ表の作成

■環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実

施

■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（事務所に備付けと

地域事務局への送付）
■特定された項目の手順書作成及び運用管理
■各部署における緊急事態対応手順書の作成

【各部署部長級】
■各部署における環境経営システムの実施
■各部署における環境経営方針の周知
■各部署の従業員に対する教育訓練の実施
■各部署に関連する環境経営計画の実施及び達成状況の報告
■各部署における緊急対応手順書に基づいてのテスト・訓練の実施、
記録作成保管
■各部署の問題点の発見、是正、予防処置の実施

【全従業員】

■環境経営方針の理解と環

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・積極的に環境経営へ

参加



《社員の昼食用仕出し弁当に、地産地消を取り入れている業者様を選定。》
★地元（国産）の野菜を豊富に使用 ★米は「はえぬき100％」使用！

①山形県環境保全協議会
■継続入会

②山形県環境保全協議
■山形県みどり推進機構

2014年3月より飲料自販機による
緑の募金実施（全事業所）
2021年度累計募金実績 ￥28,330円

③地産地消
■山形県産のものを積極的に利用・エコバッグ推進の呼びかけ

7）地域に根差した環境活動

9

2011年より古紙リサイクルに取り組んできました。
社内で発生した古紙の他、営業担当者が、お取引先様から伝票ミミを回収し、
リサイクルに加えています。

【分別方法】

コピー用紙
雑紙・納品書類
伝票（両端面）
ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰの芯
ガムテープガムテープ
ﾁﾗｼ・雑誌類
新聞紙

ﾁﾗｼ・雑誌類
新聞紙

《3-3》EA21推進委員会の活動内容

コピー用紙 雑紙・納品書類 伝票（両端面） ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰの芯

ガムテープ ﾁﾗｼ・雑誌類 新聞紙

8

2019年度までは月1回の社内全体集会で、EA21の発表コーナーを設け、
活動を根付かせていましたが、2021年度は、コロナウイルス感染拡大防
止のため、全体集会は取りやめになりました。
現在、新しい活動の在り方を模索中です。
なお、自宅での節電呼びかけキャンペーンは継続して行っています。
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《4-１》環境経営目標項目の選定
環境負荷の自己チェックと環境への取組の自己チェックならびに環境経営目標方針

との整合性を図り、次の6項目について、環境経営目標を設定しました。

⑴二酸化炭素排出量削減 ⑵廃棄物排出量削減 ⑶総排水量削減
⑷化学物質使用量削減 ⑸グリーン購入推進 (6)熱処理現場・サービスにおける
環境配慮 (7)環境保全団体への支援・協力

4. 環境経営目標

《4-2》環境負荷の実績（全事業所合計）
（2021年1月～12月弊社における主な環境負荷の実績は下表に示す通りです。）

単年度目標 中期目標

2022年度（1月～12月）
2020～2024年度

（5年間）

■二酸化炭素排出量
基準年度実績値の

0.8％増
基準年度実績値の

1.6％削減

■産廃物排出量
基準年度実績値の

20％増
基準年度実績値の

維持

■総排水量（水使用量）

1）上水 基準年度実績値の0.3％増 基準年度実績値の
1.4％削減

2）地下水 基準年度実績時の20％増 基準年度実績値の維持

■化学物質使用量

1）トリクレン他 基準年度実績値の30％増 基準年度実績値の10％増

2）AYクリーン 基準年度実績値の40％増 基準年度実績値の30％増

3)ノリタケクール 基準年度実績値の25％削減 基準年度実績値の25％削
減

■グリーン購入の推進
エコ事務用品
購入率：65%以上

エコ事務用品
購入率：70%以上

■熱処理現場

・サービス環境配慮

近隣住民・得意先からの
環境クレーム：0件
品質異常発生：0件

環境関連書類：期限までに
100％提出

休業労働災害発生：0件

近隣住民・得意先からの
環境クレーム：0件
品質異常発生：0件

環境関連書類：期限までに
100％提出

休業労働災害発生：0件

《4-3》環境経営目標（年度・中期）設定
二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、排水量（水使用量）、グリーン購入、
製品サービスに係る環境負荷の削減の、2022年の単年度目標ならびに中期目標を下
記のように設定しました。（※基準年は2017年度です）

購入電力の二酸化炭素排出係数は、2020年度東北電力の調整後のもの、
0.457（Kg-CO2/kWh）を使用します。

項目

2021年1月〜 2021年12月

CO2排出量
（kg-CO2) 割合 主な用途

二
酸
化
炭
素
排
出
量

電力 2,647,157 88.5% 熱処理炉

ガソリン 33,665 1.1% フォークリフト燃料

軽油 199,935 6.7% トラック燃料

灯油 31,471 1.1% 暖房燃料

A重油 42,154 1.4% 表面処理槽の昇温

液化石油ガス
（LPG）

36,992 1.2% 炉内の炭素濃度調整

エネルギー合計 2,991,374 100.0%
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《4-4》2022年度（取組対象期間）環境経営目標値
2017年度の実績値を基準に、2022年度（1月～12月）の具体的目標値を下記
のように算出しました。購入電力の二酸化炭素排出係数は、2020年度東北電力の
調整後のもの、0.457（Kg-CO2/kWh）を使用します。

2017年度実績 2022年度目標

（1月～12月） （1月～12月）

■二酸化炭素排出量

1）電力 3,044,383kg-CO2 2,666,800kg-CO2

2）ガソリン 31,995kg-CO2 31,354kg-CO2

3）軽油 246,560kg-CO2 196,917kg-CO2

4）灯油 38,112kg-CO2 31,172kg-CO2

5）LPG 37,825kg-CO2 60,947kg-CO2

6）重油 35,420kg-CO2 40,734kg-CO2

■廃棄物排出量

1）一般廃棄物 6,440kg-CO2 7,071kg

2）産業廃棄物 93,607kg-CO2 112,328kg

■総排水量（水使用量）

1）上水 6,169㎥ 6,186㎥

2）地下水 11,045㎥ 13,254㎥

■化学物質使用量

1）PRTR対象化学物質他 35,744kg （天童） 46,467kg （天童）

2）AYクリーン 2,200ℓ （山形） 3,080ℓ （山形）

3）ノリタケクール 160ℓ（研磨部） 120ℓ （研磨部）

■グリーン購入の推進 エコ商品購入率57％ エコ商品購入率65%以上

■熱処理現場
サービス環境配慮

顧客からの
環境ｸﾚｰﾑ・NGゼロ件

顧客からの
環境ｸﾚｰﾑ・NGゼロ件
休業災害ゼロ件

《5-1》二酸化炭素排出量
1）二酸化炭素排出量（エネルギー合計）（単位：kg-CO2）目標達成◎

二酸化炭素排出量の環境経営目標値は、各種エネルギーの消費状況と妥当性
を見ながら、「基準年度（2017年度）実績値の3.0％削減」を目指しました。
結果は目標対比で10.0％減となり、環境経営目標達成となりました。

5. 環境経営目標の実績（2021年1月～12月）

2）二酸化炭素排出量（電力）（単位：kg-CO2）目標達成◎

電力による二酸化炭素排出量は、目標対比で10.4％減。事業所別では、天童工
場が12.0％減、山形工場が8.0％減、研磨部が21.0％減でした。デマンド管理
により、使用電力の上限値を超えないように徹底されています。

※購入電力の二酸化炭素排出係数は、2020年度東北電力の調整後のもの、0.457（Kg-CO2/kWh）を使
用します。

2017年度（基準値）に対して2021年度までの実績比較
※2017年度より、目標・実績値に、研磨部の値が追加されています。（EA21に初加入）
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3）二酸化炭素排出量（ガソリン、軽油）使用量（単位：kg-CO2）目標達成◎

ガソリンは、主にフォークリフトの燃料ですが、目標に対し7.4％の増で、目標未
達成となりました。軽油は主に集配トラックの燃料ですが、15.8％の減となり、
目標達成となりました。この大きな減は、トラックを使用する営業集配のコース
や頻度を見直したことに起因しています。

4）二酸化炭素排出量（灯油）（単位：kg-CO2）目標達成◎

灯油は、冬場の暖房の燃料です。目標対比で11.4減となりました。2021年の冬場は
厳冬でしたが、灯油を運びこむのが困難な上階の暖房として、エアコンを併用したこ
とも、使用量減に少し影響していると思われます。

5）二酸化炭素排出量（LPG、重油）（単位：kg-CO2）目標未達成×

6）廃棄物排出量（単位：kg）目標未達成×

廃棄物処理量は、合計で40.6％増となりました。
一般廃棄物は、事業所から出る燃えるごみですが、目標対比で17.7％増で、目標達
成となりました。コピー用紙の両面使用や梱包資材のリサイクルは順調に徹底され
ています。
産業廃棄物は、主に表面処理の水処理設備から排出される廃棄物ですが、目標対比
42.1％増となり、目標未達成となりました。設備の改廃に関する廃棄も含まれてい
るほか、表面処理の仕事量が増えたことも大きく影響しています。

LPGは、主に熱処理炉の炭素濃度を調整する役割を担いますが、61.1％の増となり、
目標未達成となりました。設備不具合に起因します。
重油は、表面処理槽の液を温めるボイラー燃料であり、22.7％の増となり、目標
未達成となりました。年間気温の高さも使用量に影響します。
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７）総排水量（上水、地下水使用量）（単位：㎥）
上水…目標未達成×、地下水…目標未達成×

上水は、主に各設備の冷却に使用していますが、目標対比で6.9％増となり、目標
未達成でした。事業所別で見ると、山形工場が23.7％減、研磨部31.0％減と目標
を達成した一方で、天童工場が8.3％増となってしまいました。増えた要因は、水
槽や配管からの水漏れなど設備トラブルにも起因しています。引き続き設備の予
防保全が課題です。
地下水は、各設備の冷却と、社有車の洗浄水として、山形工場のみで使用してい
ますが、目標対比で55.5％の大幅な増となり、目標未達成となりました。

８）化学物質使用量（天童工場・トリクレン他）（単位：kg）
目標未達成×

天童工場は、化学物質として、洗浄剤のトリクレン他、黒染加工の薬剤とその水処理
に必要な薬品の使用量を把握していますが、目標対比で35.2％増となり、目標未達成
となりました。要因としては、黒染の受注量増に伴い、水処理薬剤も増えたためです。

９）化学物質使用量（山形工場・AYクリーン）（単位：kg）
目標未達成×

10）化学物質使用量（研磨部・ノリタケクール）（単位：kg）
目標未達成◎

山形工場は、化学物質として、洗浄剤のＡＹクリーンの使用量を把握していますが、
目標対比で18.2％増となり、目標未達成となりました。仕事量の増が影響しています。

研磨部は、化学物質として、研削油のノリタケクールの使用量を把握していますが、
目標対比でプラスマイナスゼロとなり、目標達成となりました。

※地下水の水量計を設置した、2015年からの推移です。

※事業所別に目標を設定した2017年からの推移です。

※事業所別に目標を設定した2017年からの推移です。

※事業所別に目標を設定した2017年からの推移です。
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《5-3》熱処理現場・サービスにおける環境配慮 目標未達成×

目標は、処理品におけるNG発生ゼロ、環境におけるクレームゼロです。こ
れは妥協することのできないものです。2021年を終えて、処理品NGゼロにつ
いては、天童工場NG31件、山形工場NG17件、合計で48件と、残念ながら目標
未達成でした。環境におけるクレームゼロについては、砂鉄漏れに起因する
もの１件が発生してしまいましたが、即時対応を行い、解決済みです。また、
取引先や官公庁より提出を求められた環境関連書類なども全て期限までに提
出され、車両の油漏れ、液漏れなどにも日頃から注意を払っています。

《5-4》環境保全団体への支援・協力

環境保全団体への支援・協力、地域に根差したエコ活動等に取り組みまし
た。
①飲料自販機利用による「緑の募金」活動（募金実績金額・年間28,330円）、
②地産地消エコバッグ推進、③山形県環境保全協議会への継続入会、④社内
節電キャンペーンの実施、⑤自治体等が主催の環境キャンペーンへの参加
（家庭のアクション）の合計5件です。その他、天童・山形両工場の工業団地連
絡協議会で実施している団地内の清掃作業への参加と、毎月、社内全体集会
の機会を利用して、環境活動を浸透させてきました。地産地消については、
天童・山形両工場とも、社員の昼食として、地産地消をアピールポイントに
している地元の仕出し弁当業者を利用しています。また、山形交響楽団、モ
ンテディオ山形、パスラボ山形、YBCラジオの地域スポーツ応援番組への協賛
など、地域の文化やスポーツを企業として応援しています。

グリーン購入について、目標は「事務用品購入において、金額ベースで60％
以上を環境配慮商品にすること」及び「営業集配トラックの適切整備、環境基
準重視での車両購入」と設定しました。事務用品のグリーン購入は、グリーン
購入できるものをリスト化し、それに基づいた購入を行い、2021年度を終え
て購入率は3事業所合計で65.1％となり、目標達成となりました。一方で、ト
ラック整備・車両購入については、適切な整備が日々行われ、2021年に新規
購入した車両1台が、環境に配慮されたものであり、目標を達成しました。

《5-2》グリーン購入推進
事務用品購入…目標未達成◎、車両購入…目標達成◎

19

6. 環境経営計画の取組結果の評価ならびに次年度の取組内容

《6-1》環境経営計画の取組状況の評価
○･･･十分に取り組んだ △･･･ある程度取り組んだ ×･･･取組不十分（未実施）＿･･･評価保留

取組項目 具体的活動計画 評価

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減

電力
使用量

の削減

■炉繰りについて帳票を作成し、炉内製品充填率を
上げる（浸炭は、その深さにより処理日を曜日ごとに
固定する）

△

■早朝、照明器具の消灯 ○

■昼休みや休憩時間帯も含め、不要な照明

のこまめな消灯
○

■照明器具の省エネ化（例：LED照明への切り替え） △

ｶﾞｿﾘﾝ・軽
油使用量
の削減

■エコドライブ研修会の開催 ×

■アイドリングや待機時間の短縮 △

廃棄物排出量

の削減

■分別の徹底 ○

■コピー数量の削減 〇

■両面コピーや縮小コピーの励行 ○

ﾘｻｲｸﾙの促進
■コピー用紙の両面使用 ○

■コピー用紙の再利用後、梱包材へ再利用 ○

産業廃棄物

の適正管理

■保管場所の管理 ○

■マニュアル・契約書類の管理 ○

ｸﾞﾘｰﾝ購入の推進 ■購入事務用品グリーン購入対象品の確認 ○



《6-2》次年度の取組内容（方向性）
二酸化炭素排出量については、東北電力の最新の排出係数が下がったことで目標達

成となりましたが、エネルギー使用量で比較すれば、仕事量がコロナ禍以前に.戻りつ
つあることで、目標未達成となりました。廃棄物排出量の削減についても、同様の理
由及び設備改廃の際の廃棄で、やはり目標未達成でした。水使用量、化学物質使用量
も目標未達成です。2022年は、これまでの環境経営計画を継続実施するとともに、体
系化されてきた多能工のフル活用を生かし、さらなる省エネ・省資源に取り組んでい
くことになります。また、老朽化した設備についても、補助金制度などを利用し、省
エネ・省資源タイプのものに順次切り替えてまいります。環境と経営を一対の両輪と
して回すことを意識していきます。

弊社に適用される環境関連法規等（廃棄物処理法・リサイクル法・浄化槽法・水質
汚濁防止法・消防法・土壌汚染対策法・化管法・高圧ガス保安法・労働安全衛生法
・公害防止組織法・省エネルギー法・ RoHS指令）については、 2022年1月5日付で、
その遵守状況を確認したところ、違反状態は認められませんでした。提出義務の
ある各種届出も期限遵守のうえ適切になされています。また、外部からの訴訟等に
ついても、会社創業以来一度もありません。

7. 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに
違反、訴訟の有無

8. 代表者による全体評価と見直しの結果

《8-1》環境経営目標システムが有効に機能しているか
コロナ禍で、社内での集会・ミーティング等を自粛せざるを得ない状況だったた

め、思うような活動が出来なかったのは残念でした。オンラインでのコミュニケー
ションツールが整ってきたので、今後は効率よく運用しながら取り組んで参りたい
と思います。

《8-2》環境への取組は適切に実施されているか
目標達成のため環境に配慮はしているものの、結果として排出量は仕事量に左右

されてしまう。目標未達成の項目が多い状況が続くと活動へのモチベーションが低
下してしまう懸念がある。SDGｓや企業防災も絡めながら、会社全体で取り組める
ように努力したい。
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この環境経営レポートは、ご希望の方に差し上げています。
ご希望の方は、本社窓口でお申し出いただくか、下記にご連絡下さい。
また、エコアクション21認定取得後は、エコアクション21中央事務局のHP
（http：//www.ea21.jp/）でもご覧いただけます。

丸和熱処理 株式会社
〒994-0069 山形県天童市清池東二丁目８番２０号

TEL：023-655-2880 ／ FAX：023-655-5203

Ｅ-mail maruwat-somu2@amail.plala.or.jp

担当：環境管理責任者 天童工場長 中山 翔太、山形工場長 畠山 和寛

取組項目 具体的活動計画 評価

総
排
水
量
の
削
減

水道使用
量の削減

■冷却用水槽の節水に向けて、締まり具合のわか
りやすいバルブに取り換える

×

■冷却用水槽の水漏れトラブルに備え、設備の日
次点検簿にバルブの点検項目を追加し、チェック
を行う

△

■冷却用水槽の水漏れトラブルに備え、年に3回
の長期休暇明け後に配管点検を行う

〇

■水処理設備のトラブル備え、日々の水質管理に
ついて再度、担当者の教育と習熟状況の確認を行
う

△

■水処理設備のトラブルに備え、1カ月に2回、専
門業者による水質調査を行う

〇

■水処理設備のトラブルに備え、4カ月に1回、専
門業者による定期点検を行う

〇

■手洗い時の節水（掲示） 〇

地下水の
適正利用

■水量計を活用した地下水の適正利用 ○

製品・ｻｰﾋﾞｽ関連

■環境でのクレーム件数をゼロにする ×

■品質異常発生ゼロに向けて、全体集会で過去の
異常事例の読み上げ確認や、基準を設けて異常が
発生しやすい処理品に対し全部署で特別管理を
行っていく

△

○･･･十分に取り組んだ △･･･ある程度取り組んだ ×･･･取組不十分（未実施）＿･･･評価保留
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