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1.　環境経営方針

　

〈はじめに〉

　社会的に環境問題に対する認識が高まる中で、当社として環境に配慮した企業活動を行うこと

が不可欠であり、ここに環境経営方針を制定する。

〈基本方針〉

1.人と環境にやさしく安全な生産工場となるため、資材の購入から生産・納入段階まで、法規制

　 および外部からの要求事項を遵守し、経営における課題とチャンスを捉え、 

環境に配慮した企業活動を行う。

2.環境への影響を減少させるため、継続的な改善活動を進めるとともに、汚染の予防を社内外に

約束する。

3.環境保全にかかわる社会の幅広い層と連携・協力を進め、全員参加でより良い地球環境の

実現に向けて活動を推進する。

〈行動指針〉

1.環境負荷の少ない安全な生産工場の実現

（1）環境に配慮した生産工場づくり

（2）グリーン購入の推進

2.ゼロエミッションを目指した生産活動の推進

（1）省資源・省エネルギーの推進(二酸化炭素排出量の削減)

（2）廃棄物の分別、削減、リサイクルの推進

（3）排水量削減の推進

（4）化学物質使用量の適正管理

3.環境マネジメントシステムの充実

　環境保全体制の整備

4.企業市民として社会的な環境保全活動への積極的な参画

　地域社会とのコミュニケーションの充実

以上
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2.　組織の概要

(1) 事業者名及び代表者名

株式会社　小垣江鉄工所

代表取締役　杉浦　敏嗣

(2) 所在地

本社・工場 愛知県刈谷市小垣江町東中根14-2

TEL. (0566)21-4701 　FAX. (0566)21-8186

塩浜工場 愛知県刈谷市小垣江町塩浜21

TEL. (0566)25-3255 　FAX. (0566)25-3256

安城工場 愛知県安城市福釜町馬場81-2

TEL. (0566)71-1301 　FAX. (0566)71-1303

(3) 環境管理責任者氏名及び担当連絡先

責任者　石川　正 TEL. (0566)71-1301

担当者　樋渡　直規 TEL. (0566)21-4701

(4) 事業内容

自動車部品（エンジン部品・産業車両部品等）・繊維機械部品・

セラミックス製製造装置部品・工作機械部品の加工

(5) 事業の規模

創業 ：1946年11月1日　（昭和21年）

会社設立 ：1953年4月10日　（昭和28年）

資本金 ：2,400万円

売上高 ：1,636百万円　(2021年4月～2022年3月)

※従業員には役員、派遣、パートを含む（2022年3月31日現在）

(6) 認証・登録の対象範囲

対象組織： 株式会社　小垣江鉄工所

本社工場（製造部・管理部）

塩浜工場（製造部）

安城工場（製造部）

対象活動： 自動車部品（エンジン部品・産業車両部品等）・繊維機械部品・

セラミックス製製造装置部品・工作機械部品の加工
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従業員数 延床面積

本社工場 29人 4,980㎡

塩浜工場 32人 3,191㎡

安城工場 59人 4,898㎡

合計 120人 13,069㎡
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3.　実施体制図

役割、責任・権限

環境管理責任者の任命

経営における課題とチャンスを踏まえた環境経営方針の制定

環境経営方針の全従業員への周知

実施体制を構築し、役割・責任及び権限を定め、全従業員への周知

エコアクション21を運用し、維持する為の経営資源（人材、設備、資金等）の用意

環境経営の取組状況と効果の評価、総括的な見直し及び指示

環境経営目的・目標、環境マネジメントプログラムの構築・運用

環境経営目的・目標実績の社長への報告

緊急事態発生時の対応、緩和・予防処置の確認

環境関連法規の確認及び指示

外部からの苦情等の受付と必要な対応指示及び結果の確認

内部監査の指示、統括

事務局 環境経営目標・環境活動計画書原案の作成

環境関連文書及び記録の作成・管理

内部監査の指示、統括運営事務

工場責任者 環境経営活動計画の推進

環境関連法規に係わる事項の推進

取組状況の確認・記録・事務局へ提出

従業員 環境経営方針の理解と環境への取組みの重要性の自覚

自主的・積極的な環境活動への参加

( 4 / 10 )

代表取締役

環境管理責任者
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代表取締役
杉浦 敏嗣

環境管理責任者
石川 正

塩浜工場
責任者 割石 真也

EA21事務局

樋渡 直規

東崎 泰斗

安城工場
責任者 杉山 滋洋

本社工場
責任者 下山 義文



4.　環境経営目標

　環境経営目標は環境負荷の実績及びエンジン部品の生産終了や顧客要求事項に伴う変化点

（環境負荷・生産量）を考慮し、2020年度を基準年度として目標を設定した。

【注記】

・　化学物質使用量については目標値は設定しないが、維持活動管理項目として適正管理を実施している。

※1　　・不良件数・不良金額率の目標設定は、会社方針に従い設定する。

         ・ 不良金額率は売上金額(材料費を含む）に対する不良損失金額の割合。

※2　　二酸化炭素総排出量は、電気(排出係数は平成29年度　電気事業者別排出係数

　　　　0.472ｋｇ-CO2で固定とする）・ガソリン・軽油・灯油・LPGガスの使用量より算出する。

　　　　但し、電気使用量が8割以上を占めるため、ガソリン・軽油・灯油・LPGガスの使用量削減の

　　　　取組は実施するが、個別の目標は設定しない。

また、二酸化炭素①・電気・産業廃棄物・水の比率は付加価値売上（材料費を含まない）

に対する排出量または使用量の割合。
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環境経営目標項目

基準年度 年度目標

2020年度 2021年度
(0.3%削減)

2022年度
（0.6％減）

2023年度
（0.9％減）

不良件数　
※1

16 16 14 【仮】14
件以下

不良金額率の削減　
※1

0.1 0.1 0.1 【仮】0.1
％以下(不良金額/売上)

二酸化炭素総排出量の削減①　
※2

15.89 15.84 15.79 15.75
kg-CO2/万円

二酸化炭素総排出量の削減②　
※2

2,127 2,121 2,114 2,108
ｔ-CO2

電気使用量の削減
28.07 27.99 27.90 27.82

kWh/万円

産業廃棄物の削減
1.025 1.022 1.019 1.016

㎏/万円

水使用量の削減
0.0298 0.0297 0.0296 0.0295

㎥/万円
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5.　環境経営活動計画
2021年度(2020年4月～2021年3月)の環境経営活動計画

5-1.環境経営改善活動管理項目

不良件数・不良金額率の削減 3現活動（現場・現物・現実）の実施 製造部

品質改善活動の推進

CO2総排出量の削減 エネルギー費・産廃費の削減 製造部

原価改善活動の推進

電気使用量の削減 設備等の省エネ・省資源化 全部門

原価改善活動の推進

化石燃料使用量の削減 車両等の省エネ・省資源化 全部門

原価改善活動の推進

廃棄物排出量の削減 産業廃棄物の削減（資材再利用等） 製造部

原価改善活動の推進

水使用量の削減 原価改善活動の推進 製造部

廃液の削減（更液周期の見直し）

節水の実施（コック調整による使用量削減）

5-2.環境経営維持活動管理項目

不良件数・不良金額率の削減 3現活動（現場・現物・現実）の実施 製造部

電気使用量の削減 節電の徹底（不要照明・換気扇オフ） 全部門

エアコン運用管理の徹底

OA機器適正管理

コンプレッサーの点検管理

オイルコンフィルター清掃

生産設備の適正管理

洗浄機の温度管理・ヒーター清掃

コンプレッサーのスケジュール管理

化石燃料使用量の削減 エコドライブの実施 全部門

アイドリングストップの徹底

車両管理の徹底

灯油（暖房使用時間）の適正管理

ガスエアコン運用管理の徹底

廃棄物排出量の削減 廃棄物の削減（分別の徹底、梱包材の削減等） 製造部

廃液の削減（更液周期管理、タンク清掃、

　　　　　　　　　　　　　　　クーラント液の再利用）

水使用量の削減 節水啓蒙活動の実施(節水の呼びかけ、点検） 全部門

水道管からの漏水確認

水使用量の削減（クーラント液の再利用等）

化学物質の適正管理 PRTR制度対象物質の使用量確認 全部門

事務用品等のグリーン購入 事務用品等のグリーン購入の促進 全部門

環境保全活動 会社周辺の道路、側溝の清掃等 全部門

( 6 / 10 )

管理項目 実施項目 担当部門

製
品

二
酸
化
炭
素

廃
棄
物

水

管理項目 実施項目 担当部門

製品

二
酸
化
炭
素

廃
棄
物

水

化学
物質

備品

社会

株式会社 小垣江鉄工所 環境経営レポート



6.　環境経営目標の実績

2021年度（2021年4月～2022年3月）の実績を目標値と比較し、評価する。

評価方法：目標達成：○、目標未達15%以下：△、目標未達15%超：×
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環境経営目標項目

目標 実績 達成状況

2021年度 2021年度
目標

達成率
評価

不良件数
16 25 64.0%

未達

×
（件以下）

不良金額率
の削減 0.1 0.04 250.0%

達成

○
（％以下：不良金額/売上）

二酸化炭素総排出量①
の削減 15.84 15.92 99.5%

未達

△
（kg-CO2/万円）

二酸化炭素総排出量②
の削減 2,121 2,180 97.3%

未達

△
（ｔ-CO2）

電気使用量
の削減 27.99 28.37 98.7%

未達

△
（ｋWh/万円）

産業廃棄物
の削減 1.022 1.124 90.9%

未達

△
（㎏/万円）

水使用量
の削減 0.0297 0.0285 104.2%

達成

○
（㎥/万円）
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7.　環境経営活動計画の取組結果とその評価、今後の目標・取組内容

評価方法：目標達成(実施）：○、目標未達15%以下（一部実施）：△、目標未達15%超（未実施）：×
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管理項目 環境経営活動計画 評価 コメント 次年度への取組内容 次年度目標

不良件数・
不良金額率の

削減

・数値目標（不良件数） × 不良発生時の3現活動が定着
し、原因の追求から対策までフォ
ローする体制が機能しており、不
良金額率は目標を大きく達成出
来ている。しかし、異常処置ルー
ル不遵守や作業者の教育不足
など、人に起因する不良が多く
発生し、不良件数は目標未達と
なった。次年度は、決められた
ルールが守られているか継続的
にフォローする活動を行い、不良
件数の低減に取組む。

・3現活動の継続
・品質改善活動の
 継続
・異常処置ルール
  の徹底
・KMK活動の実施

14

・数値目標（不良金額率） ○ 0.1

・3現活動の実施 ○

―

・品質改善活動の推進 ○

C
O
2
総
排
出
量
の
削
減

ＣＯ2
排出量

・数値目標（付加価値比率） △

各エネルギーの削減・維持活動
は定着している。わずかに目標
未達となったが、二酸化炭素総
排出量削減活動の一環として、
従来より環境負荷の低い電気事
業者に変更した。

・維持継続活動
・新たな電気事業者
別排出係数を用いた
目標設定

13.57

・数値目標（総排出量） △ 1,876

・エネルギー費、産廃費の削減 ○

―

・原価改善活動の推進 ○

電気使用量の削減活動は定着
している。目標は未達となってし
まったが、付加価値額が前年度
比-1.9％であるのに対し、電気
使用量は前年度比-2.0％と同程
度の比率で推移しており、適正
に管理ができているといえる。

維持継続活動

28.31

・設備等の省エネ・省資源化 ○

―

・原価改善活動の推進 ○

・不要照明・換気扇オフ

・コンプレッサーのスケジュール管理 ○

ガソリン
使用量の

削減

・車両等の省エネ・省資源化 ○

電気使用
量の削減

・数値目標（付加価値比率） △

・オイルコンフィルター清掃 ○

○

・生産設備の適正管理 ○

・洗浄機の温度管理等 ○

・エアコン温度管理の徹底 ○

・OA機器適正管理 ○

・コンプレッサーの点検管理 ○

適正管理が実施できた。 維持継続活動 ―
・エコドライブ・アイドリングストッ
プの実施

○

・車両管理の徹底 ○

灯油
使用量の

削減

・暖房使用時間の適正管理(設
定温度の取り決め)

○ 適正管理が実施できた。 維持継続活動 ―

LPGガス
使用量の

削減

・ガスエアコン運用管理 ○
適正管理が実施できた。 維持継続活動 ―

・蒸発装置運用管理 ○

産業廃棄物の
削減

・数値目標（付加価値比率） △

産業廃棄物の削減活動は定着
できているが、ラインの解体、設
備の入替えなどで排出される廃
液の増加、新たな廃棄物（窒化
アルミ粉末）の発生により、目標
未達となってしまった。

維持継続活動

1.133

・分別の徹底、梱包材削減等 ○

―

・更液周期の適正管理 ○

・タンクの定期清掃 ○

・処理業者の現地確認 ○

・原価改善活動の推進 ○

水使用量の
削減

・数値目標（付加価値比率） ○

水使用量の削減活動は定着して
いる。更液周期の見直し、コック
調整による手洗い水量の削減を
行い、目標を達成することができ
た。

・更液周期の適正管
理
・維持継続活動

0.0293

・節水啓蒙活動の実施 ○

―

・水道管からの漏水確認 ○

・クーラント液の再利用 ○

・更液周期の見直し ○

・原価改善活動の推進 ○

化学物質の
適正管理

・SDSの収集 ○

適正管理が実施できた。 維持継続活動 ―・PRTR制度対象物質の使用量
調査、官庁への報告確認

○

事務用品等の
グリーン購入

・事務用品等のグリーン購入の
促進

○ グリーン購入は定着できている。 維持継続活動 ―

環境保全活動
の

実施
・会社周辺の道路、側溝の清掃 ○

計画に基づき各工場とも実施で
きた。

維持継続活動 ―
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8.　環境関連法規等の取りまとめ・遵守評価結果

当社に適用される法規制の遵守状況を以下に取りまとめ、法規制の遵守を確認した。

環境に関する苦情、違反、訴訟等の指摘はなかった。

環境関連法等 規制の適用・該当施設 当社の対応 遵守評価

水質汚濁防止法 排ガス浄化施設 届出の確認 遵守

油水分離槽 苦情への対応：苦情なし

浄化槽法 浄化槽 届出の確認 遵守

検査記録の確認

定期検査・清掃の確認

大気汚染防止法 焼成炉 届出の確認 遵守

苦情への対応：苦情なし

騒音規制法 空気圧縮機 届出の確認 遵守

(コンプレッサー) 苦情への対応：苦情なし

振動規制法 空気圧縮機 届出の確認 遵守

(コンプレッサー) 苦情への対応：苦情なし

悪臭防止法 悪臭物質 検査記録の確認 遵守

(ｱﾝﾓﾆｱ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ) 苦情への対応：苦情なし

廃棄物処理法 産業廃棄物 契約書・許可証確認 遵守

汚泥、 保管場所の表示確認

廃油、 マニュフェスト確認

廃プラスチック類、

金属くず等

フロン排出抑制法 業務用空調機 簡易点検の実施 遵守

空気圧縮機(コンプレッサー) 定期点検の計画

ガスエアコン 廃棄の適正処理

消防法 少量危険物保管場所 届出の確認 遵守

消防用設備 消防用設備点検の結果確認

焼成炉

愛知県民の生活環境 自動車 従業員等への教育指導 遵守

保全条例

PRTR法 PRTR法対象物質 使用量の把握及び届出 遵守

(トルエン、キシレン等) （21年度分報告義務なし）

高圧ガス保安法 窒素ガス製造装置 届出の確認（該当案件なし） 遵守

(第二製造者) 　

電波法 特定設備の届出 届出の確認 遵守

苦情への対応：苦情なし

取引先グリーン調達 ガイドラインの要求事項 要求事項への対応 遵守

ガイドライン

PCB特別措置法 安定器 2020年12月に処分完了 遵守

毒物及び劇物取締法 研削水 遵守
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管理票交付状況報告書の提出

水銀使用製品の管理

処分場現地確認（2021年6月、11月）

保管庫の設置・施錠

毒物劇物管理簿の運用

流出・漏えい防止

保管庫等に表示実施

危害防止規程の作成・周知

株式会社 小垣江鉄工所



9.　代表者による全体の評価と見直しの結果

(１)全体の確認・評価

①環境経営目標・環境経営活動計画の達成状況

不良金額率については大きく目標を達成できたが、不良件数では目標未達となった。

不良発生時の3現活動は定着しており、原因から対策までフォローできる体制は機能しているが、

ルール不遵守など人に起因する不良が多いことが課題である。

水使用量は活動の成果が現れ年間目標を達成出来た。

二酸化炭素総排出量・電気使用量については目標未達ではあるが、付加価値額の減少率（前年度比）と

同程度の比率で推移しており、維持継続活動が機能し、適正な管理ができているといえる。

また、二酸化炭素総排出量については、各エネルギーの削減・維持活動に加え、

従来より環境負荷の低い電気事業者への変更を行った。

産業廃棄物の削減においては、ライン解体、設備の導入や入替えによる廃液量の突発的な増加や、

新たな廃棄物（窒化アルミ粉末）の発生が影響し、目標未達となった。

②環境関連法規等の遵守状況

法令遵守を確認したが、問題はなかった。

・安城工場での焼成炉（脱脂・脱臭炉）設置に伴う大気汚染防止法及び消防法の設置届の提出。

・安城工場での自動火災報知設備増設に伴う設置届の提出。

・設備廃棄に伴うフロン類の適切な処置（エアコン3台、オイルコン5台）。

・エアコン追加導入に伴う簡易点検の追加。

・PCB廃棄物処分完了に伴う処分状況の届出の提出。

③外部からの環境に関する苦情や要望等

対象期間（2021年4月1日～2022年3月31日）に外部からの苦情はなかった。

④環境経営システムの運用状況

実施体制も含め、環境経営システムは効果的に運用できている。

(2)代表者による環境経営方針等の変更の必要性並びに指示事項

①不良件数については、今年度の反省を活かし不良件数の低減に取組むこと。

②更新審査のアドバイスをもとに、付加価値売上高の変動の影響を少なくした実現可能な目標設定をすること。

   また、電気事業者変更による二酸化炭素排出係数や産業廃棄物などの環境負荷の変化点も考慮すること。

③環境経営目標の全項目達成に向け、改善・維持活動を推進するとともに、更なる省エネ活動に取組むこと。

④環境経営システムが有効に機能するよう、実施体制を含め維持継続すること。
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