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１．環境経営方針 

＜基本理念＞ 

 

＜活動指針＞ 

 

     ２０１２年７月１日 

     長岡ダイカスト工業株式会社 

     代表取締役

 

 

私たちは、地球環境保全への取り組みが重要な経営課題であると認識し、 

豊かで美しい地球を次世代に残せるよう、環境負荷削減のための継続的 

な取り組みを推進、持続可能な循環型社会の実現を目指し、企業としての  

社会的責任を果たします。 

 

 

 

 

■ 地球温暖化防止のため、二酸化炭素の削減に取り組みます。 

■ 資源の有効利用のため、自ら排出する廃棄物の削減に取り組みます。 

■ 水資源の有効利用のため、節水に取り組みます。 

■ 経済的に可能な範囲でグリーン購入を心掛けます。 

■ 環境関連法規および関連条例を遵守します。 

■ 化学物質に関する法規および顧客要求に基づき、製品に含有する化学 

  物質の管理に努めます。 

■ 製品納入時に使用する梱包材の削減に取り組みます。 

■ 環境経営方針は全ての従業員に周知します。 
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２．組織の概要 

２－１．事業所名及び代表者名 

■ 長岡ダイカスト工業株式会社 ■ 代表取締役 長岡 恭輔 

２－２．事業の概要 

■ アルミダイカスト製品の製造 

２－３．所在地と連絡先（担当者） 

■ 住 所：〒999-3103 山形県上山市金屋字原 798-14 

（連絡先：TEL 023-673-3500 FAX 023-673-1500 Email：t-honda@die-cast.co.jp） 

■ 担当者：環境管理責任者 本田 貴久 

２－４．事業の規模 

■ 創 業：1972 年 5 月 ■ 資本金：2,880 万円 

■ 製品売上高と従業員数： 

事業年度 
2021 年 

（2021.7～2022.6） 
2020 年 

（2020.7～2021.6） 
2019 年 

（2019.7～2020.6） 

売上金額（百万円） 409 364 303 

従業員数（人） 26 24 24 

注）売上金額は、当社会計年度（当年 7 月～翌年 6 月まで）による。 

 

２－５．実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

代表取締役 

長岡 恭輔 

EA21 推進事務局 

長岡 英一 

環境管理責任者 

本田 貴久 

EA21 推進委員 

 

三瓶 敏宏 

原田 千代子 

小笠原 裕之 

長岡 英一 

一般社員 

20 名 
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役割と責任 

代表取締役 

・環境経営方針を定め誓約する。 

・EA21 の取組を進めるための経営資源を準備する。 

・環境管理責任者を任命し、環境経営システム全体を構築し、運用する 

責任と権限を付与する。 

・EA21 全体の取り組み状況を評価し、全般的な見直しを実施し必要な 

指示を行う。 

・経営における課題とチャンスを整理し、明確にする。 

環境管理責任者 

・環境経営システム全体を構築し運用する。 

・環境経営目標及び環境活動計画を策定する。 

・環境経営レポートを作成し公表する。 

・外部からの環境に対する苦情や要望を受付け、必要な対応を行う。 

・環境経営方針・環境経営目標及び環境経営計画を達成するために必要 

な取組を実施する。 

・環境経営目標の達成状況及び環境経営計画の実施状況を定期的に 

確認・評価する。 

・環境経営目標の達成及び環境経営計画の実施状況に問題がある場合 

には、是正処理を行い必要に応じて予防措置する。 

推進事務局 

・環境経営方針を全ての従業員に周知する。 

・環境経営目標及び環境経営計画を全ての従業員に周知する。 

・環境関係法規等を整理し取りまとめる。 

・EA21 の取り組みを適切に実行する為、必要な教育・訓練を実施する。 

・環境経営レポートを作成し公表する。 

・外部からの環境に対する苦情や要望を受付ける。 

・環境上の緊急事態を想定しその対応策を定め、定期的な訓練を実施 

する。 

・環境関係法規等の厳守状況を定期的に確認する。 

・EA21 の取り組みを実施するのに必要な文書を作成し整理する。 

・EA21 の取り組みに必要な記録を整理する。 

・経営者に EA21 全体の見直しに必要な情報を提供する。 

推進委員 

・環境委員として、EA21 の取組に積極的に参画する。 

・部下に環境経営方針や環境経営目標の周知徹底を行う。 

・環境経営計画を部門内で展開する。 

・部門内の環境改善提案を行う。 

一般社員 

・環境経営方針や環境経営目標を理解し、EA21 の取組に積極的に参画 

する。 

・環境経営計画を部門内で展開する。 

・環境改善提案を行う。 
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３．対象範囲と対象取組期間 

３－１．認証・登録範囲 

■ 全社・全活動  

３－２．環境経営レポートの対象取組期間 

■ 2021 年 7 月 1 日～2022 年 6 月 30 日 

  

４．環境経営目標 

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。 

１）二酸化炭素排出量   ２）廃棄物排出量  ３）総排水量 

４）製品含有化学物質の管理   ５）グリーン購入の推進 ６）製品梱包材の削減 

※PRTR 法に該当する化学物質の使用はありません。 

４－２．主な環境負荷の実績 

2020 年度（2020 年 7 月～2021 年 6 月）当社における主な環境負荷の実績は下表に示す

通りです。 

二酸化炭素排出量（kg-CO2） 廃棄物排出量（kg） 総排水量

（m3） 

（水使用量） 電力（係数：0.523） LPG ｶﾞｿﾘﾝ・軽油・灯油 一般廃棄物 産業廃棄物 

656,509 894,936 25,695 870 4,450 60,363 

※電力の二酸化炭素換算係数は、2017 年度東北電力のものを使用しました。 

４－３．環境経営目標（短期・中長期）の設定 

二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、総排水量、グリーン購入、製品サービスに係る環境負

荷の削減の EA21 必須項目について、単年度目標ならびに中長期目標を下記のように設定

しました。 

 

単年度目標 中長期目標 

2021 年度（2021.7～2022.6） 2020～2024 年度（5 年間） 

■二酸化炭素排出量 基準年度実績値の 1%削減 基準年度実績値の 2.5%削減 

■廃棄物排出量 基準年度実績値の 4%削減 基準年度実績値の 10%削減 
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■総排水量（水使用量） 基準年度実績値の 1%削減 基準年度実績値の 2.5%削減 

■含有化学物質の管理 関連法規・顧客要求の遵守 関連法規・顧客要求の遵守 

■グリーン購入の推進 エコ商品購入率 80％以上 エコ商品購入率 80％以上 

■製品梱包材の削減 簡易梱包の検討と再利用 簡易梱包と再利用の定着化 

 

４－４．2021 年度（取組対象期間）環境経営目標値 

４－２．の考え方に従って、基準年である 2019 年度実績値を基に、2021 年度（2021.7 

～2022.6）の具体的目標値に下記のように算出しました。 

 
2019 年度実績 

（2019.7～2020.6） 

2021 年度目標 

（2021.7～2022.6） 

■二酸化炭素排出量 2,742.27 kg/ton-CO2 2,714.50 kg/ton-CO2 

１）電 力 1,159.03 kg/ton-CO2 1,147.44 kg/ton-CO2 

２）LPG 1,538.75 kg/ton-CO2 1,523.36 kg/ton-CO2 

３）ｶﾞｿﾘﾝ・軽油・灯油 44.59 kg/ton-CO2 43.69 kg/ton-CO2 

■廃棄物排出量 6,420 kg 6,164 kg 

１）一般廃棄物 1,160 kg 1,114 kg 

２）産業廃棄物 5,260 kg 5,050 kg 

■総排水量（水使用量）   

 １）上水 192 ㎥ 184 ㎥ 

 ２）地下水 120.58 ㎥/ton 119.37 ㎥/ton 

■含有化学物質の管理 関連法規・顧客要求の遵守 関連法規・顧客要求の遵守 

■グリーン購入の推進 エコ商品購入 80％以上 エコ商品購入 80％以上 

■製品梱包材の削減 簡易梱包の検討と再利用 簡易梱包の検討と再利用 

原単位：生産重量 1ton 当り 

2019 年度総生産量：522.769ton 
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５．主な環境経営計画 

５－１．二酸化炭素排出量の削減 

１）電力使用量の削減 

■空調温度は、冷房時 28℃、暖房時 18℃の設定とし、定期的にエアコンフィルターを清掃する。 

■昼休み等、不要な照明を消灯する。 

■保持炉の炉内整備と保温フタの徹底。 

■エアー漏れの点検と修繕を実施する。 

２）ガソリン・軽油使用量の削減 

■朝礼等で呼び掛けしエコドライブを実施すると共に、 

給油時等に空気圧の確認と調整を行う。 

３）灯油使用量の削減 

■一枚多く羽織る等のウォームビズの実施。 

４）ＬＰＧの削減 

■溶解炉の炉内整備と計画的溶解作業を徹底する。 

５－２．廃棄物排出量の削減 

■分別を徹底する。 

■両面コピー、裏紙使用を推進する。 

■リサイクルを促進すると共に、排出量を記録する。 

■産業廃棄物の保管場所を確保し適正に管理する。 

５－３．排水量（水使用量）の削減 

■手洗い場などへ節水についての掲示を行う。 

■地下水使用量のデータを収集し使用量を管理する。 

■金型冷却水をリターンボックスに戻す。 

５－４．製品含有化学物質の管理 

■材料受入れ時、ミルシートで RoHS 適合を確認する。 

５－５．グリーン購入の推進 

■事務用品購入の際は、エコ商品を採用する。 

■省エネ機器、エコ商品を優先的に採用する。 

５－６．製品梱包材の削減 

■品質に影響しない簡易梱包を検討する。 

■納入した梱包材を回収し再利用する。 

 

溶解炉の整備 

ゴミの分別 

ダンボール → 通函化  
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６．環境経営目標の実績（2021.7～2022.6） 

対象取組期間における環境経営目標の達成状況は下記に示す通りでした。 

６－１．二酸化炭素排出量（単位：kg/ton-CO2） 2021 年度総生産量：588.291ton 

１）全体（目標：1％削減） 総排出量実績：1,776,385kg（基準年実績：1,433,697kg） 

【コメント】二酸化炭素排出量全体で、基準年比 10.1％増加と目標を達成することができませ

んでした。 総生産量が 12.5％増加したのに対し総排出量が 23.9％増加したのでは、当然原単

位でも増加の結果となっています。 

２）電力使用（目標：1％削減） 総排出量実績：749,080kg（基準年実績：605,983kg） 

【コメント】基準年比で、9.9%増加と目標を達成することができませんでした。 総排出量とし

ては 23.6％増加しました。 これは生産量増加の割合を大きく超えています。 

３）ＬＰＧ使用（目標：1％削減） 総排出量実績：1,001,130kg（基準年実績：804,450kg） 

【コメント】基準年比で、10.6%増加と目標を達成することができませんでした。 LPG は集中

溶解炉（親炉）と 650ｔ鋳造機の溶解保持炉でのみ使用されています。 総排出量は 24.4％増

加しており、電気と同じ傾向にあります。 

４）ガソリン・軽油・灯油使用（目標：4％削減） 総排出量実績：26,175kg（基準年実績：23,309kg） 

【コメント】基準年比で、トータル 0.2%削減と目標には届きませんでした。 ガソリンは 1.1%

増加で×、軽油は 10.1%増加で×、灯油は 81.2%削減で◎という結果になりました。 灯油の

大幅な削減は、休憩所移転により石油ストーブを使用しなくなったことによります。 

 

※1…削減量・削減率の欄において、△印は、マイナス（増加）を示す。 

※2…評価：◎→達成できた、○→削減したが目標未達、△→基準年とほぼ同じ、×→基準年より増加 

2019 年度実績 2021 年度目標 2021 年度実績 削減量※1 削減率 評価※2 

2,742.27 2,714.50 3,019.57 △277.30 △10.1% × 

2019 年度実績 2021 年度目標 2021 年度実績 削減量※1 削減率 評価※2 

1,159.03 1,147.44 1,273.32 △114.29 △9.9% × 

2019 年度実績 2021 年度目標 2021 年度実績 削減量※1 削減率 評価※2 

1,538.75 1,523.36 1,701.76 △163.01 △10.6% × 

2019 年度実績 2021 年度目標 2021 年度実績 削減量※1 削減率 評価※2 

44.59 43.69 44.49 0.1 0.2% △ 
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６－２．廃棄物排出量 

１）一般廃棄物（目標：4％削減） 

基準年比で、5.2%増加と目標を達成することができませんでした。 

一般廃棄物のうち、段ボール類、雑紙類、雑誌類、新聞／チラシ類等の紙廃棄物は、分別し

リサイクル業者に引き取ってもらっています。 環境活動を通じ分別することが定着してきま

したが、より分別に注力する必要があるようです。 

なお、自販機のビン、缶類は自販機設置業者が引き取りますので、当社からの排出はありま

せん。 

■紙類：段ボール類・雑紙類・雑誌類・新聞／チラシ類（再資源化） 

■その他の可燃ゴミ：塵芥類・紙くず類・布類など（焼却処理） 

■ビン・缶類（自販機業者引取り） 

2019 年度実績 2021 年度目標 2021 年度実績 削減量※1 削減率 評価※2 

1,160 1,114 1,220 △60 △5.2% × 

〔単位：kg〕 

２）産業廃棄物（目標：4％削減） 

基準年比で、28.1%削減と目標を達成することがで

きました。 今期からは「修繕等による廃棄物」「重量

物である金型」「2 年毎に処理する廃油」は特別管理

として別枠で集計することとしました。 

廃棄物の保管状況については、保管場所も整備され、

適切に管理されていると思います。 

 

 

2019 年度実績 2021 年度目標 2021 年度実績 削減量※1 削減率 評価※2 

5,260 5,050 3,780 1,480 28.1% ◎ 

〔単位：kg〕 

特別管理 

項目 種別 2021 年度実績 

修繕廃棄物 産業廃棄物 排出なし 

金型類 有価物 42,035 

廃油 産業廃棄物 排出なし 

〔単位：kg〕 

 

  

廃棄物置場  
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６－３．総排水量・水使用量（目標：上水道 4％削減、地下水 1％削減） 

当社では機械設備と金型の冷却用としての地下水がほとんどを占めており、手洗いとして

の上水道は僅か（0.3％）になります。 結果としてそれぞれ目標を達成することができません

でした。 総排水量の実績としては 75,436 ㎥になります。（基準年実績：63,230 ㎥） 

2019 年度実績 2021 年度目標 2021 年度実績 削減量※1 削減率 評価※2 

上水道 192 184 253 △61 △31.8% × 

地下水 120.58 119.37 127.80 △7.22 △6.0% × 

〔単位：㎥(上水道)／㎥/ton(地下水)〕 

※1…削減量・削減率の欄において、△印は、マイナス（増加）を示す。 

※2…評価：◎→達成できた、○→削減したが目標未達、△→昨年度とほぼ同じ、×→昨年度より増加 

 

６－４．製品含有化学物質の管理（目標：関連法規・顧客要求の遵守） 

当社では PRTR 法に該当する化学物質の意図的使用はありません

が、顧客の環境調査、環境活動協力要請等に伴い、化学物質の管理を

活動方針に含むようにしております。 

当社で関連してくる物質は、原材料に含まれる鉛があります。これ

は不純物として含まれるに留まりますが、原材料受入れの際、関連法

規および顧客環境規格の閾値内であることをミルシートで確認してお

ります。 今期に購入した材料は全て閾値内で、問題はありません。 

 

６－５．グリーン購入の推進（目標：エコ商品購入率 80%以上） 

新規購入のほとんどのものはエコ商品に切り替えております。 今

期のエコ商品購入率は金額ベースで 90.6％と目標を達成できまし

た。 エコ商品購入率を上げるべく、今後もグリーン購入に努めます。 

また、事務用品だけではなく、生産設備、車両関係等も環境影響

の少ないものを採用していきます。 

 

６－６．製品梱包材の削減（目標：簡易梱包の検討と梱包材のリサイクル化） 

製品・サービスの環境負荷削減の項目については、製品納入時に使

用する梱包材を削減することに取り組んでおります。 プラスチック

ケースを利用した通函化を進め、ダンボール箱の削減に繋げていき

たいと思います。 製品形状、外観仕様等で難しい製品もありますが、

継続して活動していきます。 

ダンボール箱についても、その多くは回収し再利用しており、老朽

化したものはリサイクルに回すよう管理しています。 
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７．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 

７－１．環境経営計画の取組状況の評価 

◎…良くできた ○…まあまあできた △…やや不十分 ×…不十分（未実施） ―…評価保留 

取組項目 具体的活動内容 評価 

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減 

電力 

■適正温度による空調使用 冷房時 28℃ 暖房時 18℃ ◎ 

■定期的なエアコンとコンプレッサーのフィルター清掃 ◎ 

■不要な照明の消灯 ◎ 

■保持炉の炉内整備と保温フタの徹底 ◎ 

■エアー漏れの点検と修繕 ○ 

車両燃料 ■ECO-DRIVE10 の実践 ◎ 

空調燃料 ■クールビズとウォームビズの実施 ◎ 

ＬＰＧ ■溶解炉の炉内整備と計画的溶解作業の徹底 ◎ 

廃棄物 
排出量の削減 

■分別の徹底 ◎ 

■両面コピー、裏紙使用の推進 ◎ 

■一般廃棄物の排出量記録 ◎ 

■紙回収用ＢＯＸ置場の整備 ◎ 

■段ボール置場の整備 ◎ 

■鉄くず、アルミくず置場の整備 ◎ 

■保管場所の管理 ◎ 

■マニフェスト・契約書類の管理 ◎ 

排
水
量
の

削
減 

水道 ■手洗い時の節水 ◎ 

地下水 
■データ収集の実施 ◎ 

■金型冷却水の垂流し禁止（リターンボックスに戻す） × 

製品含有化学物質の管理 ■材料購入時のミルシートで RoHS 適合を確認する ◎ 

グリーン 
購入の推進 

■購入事務用品 グリーン購入対象品の確認 〇 

■省エネ機器、エコ商品を優先的に採用する 〇 

梱包資材の 
削減 

■品質に影響の出ない簡易梱包の検討 ○ 

■納品した梱包材の回収と再利用 ◎ 

 

７－２．次年度の取組内容（方向性） 

基本的に今年度の活動を継続します。 中でも影響度の大きい項目、電力使用量に関係す

る「保持炉整備」「エアー漏れ修繕」、LPG 使用量に関係する「溶解炉整備」については、

重要項目と位置付けて◎の評価になるようしっかりと取り組みたいと思います。 また、金

型冷却水をリターンボックスに戻す活動が出来ていませんが、出来ない活動ではなく出来

る活動に変更し取り組んでいきたいと思います。 
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８．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 

当社が適用を受ける主な環境関連法規等について、2022 年 4 月 18 日付で、その遵守状

況を確認し問題がないことを確認しています。 また、関係当局からの違反等の指摘や指導、

あるいは外部からの訴訟についても、過去 3 年間ありません。 

 

９．代表者による全体評価と見直しの結果 

９－１．環境経営システムの有効性の評価 

活動を開始してから 11 年が経過しました。 前期より生産量 1ton 当たりの原単位管理を

導入しており、今期はその 2 年目です。 前期は最終的に削減の結果で終えることが出来ま

したが、今期は大幅な増加で終える結果となりました。 原単位ですので生産量（受注量）

が大きく影響することは理解していますが、前期と今期で何が違うのか、どこをどう管理す

ればエネルギー効率が良くなるのか等を、今後の活動の中で明らかにしていきたいと考え

ています。 活動の方向性は良いと見おりますので、今後も全員参加の活動を継続して参り

ます。 

９－２．環境経営システム変更の必要性 

環境経営方針、環境経営計画等、システムの主要部分について、変更は必要ないと判断し

ていますが、地下水における活動について取り組み可能な活動とするよう変更を指示しま

した。 

９－３．次年度以降の取組の方向性 

現在の取り組みを今後も継続していきます。 

 

 

 

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中央事務局のＨＰ

（http://www.ea21.jp/）でもご覧いただけます。 

〒999-3103 山形県上山市金屋字原 798-14 

長岡ダイカスト工業株式会社 

TEL 023-673-3500 FAX 023-673-1500 


