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２ ． 環境関連の法令や規制を遵守し、行政機関、団体、地域等の要請に協力します。
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制　定　日 2011年9月1日

改　定　日 2021年4月1日

代表取締役 　平尾　昭一郎

社の事業活動において、環境経営システムの構築を図り、環境保全への取組と継続
的な環境負荷の削減を図ります。

古紙再生パルプの販売普及による紙資源への貢献

化学物質使用量の把握

　方  　針　

株式会社日誠産業

環  境  方  針

株式会社日誠産業は、環境保全活動が地域社会、地球環境への重要な貢献と認識し、事業活
動全てにおいて環境に配慮した持続的な活動を全社員で取り組んでいきます。

基 本 理 念

当社の事業活動において環境に影響を与える要因を削減するために次の項目を環境
管理重点テーマとして取り組みます。

SDGs活動の推進

環境保全活動を積極的に実践できるように、この環境方針を全従業員に周知徹底
し、環境活動レポートの作成及び公表を行います。

上記の方針達成のために、目標を設定し定期的に見直し環境経営システムを推進します。

循環型リサイクルの構築

二酸化炭素排出量（電力使用量、ガソリン等石油系燃料使用量）の削減

排水量の削減

廃棄物の削減

当社は事業活動とその製品が与える環境負荷を低減するために、次の方針に基づき、環境経
営活動を推進して地球環境との調和を目指します。



□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

株式会社日誠産業
代表取締役社長　平尾昭一郎

（２） 所在地
本社 徳島県阿南市津乃峰町新浜33番10号
橘工場 徳島県阿南市橘町南新田10番29号

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 企画部 山田純一朗 TEL：0884-27-3323
担当者 環境推進部 岸野正和 TEL：0884-27-3323

（４） 事業内容
古紙再生パルプの製造販売
主要製品　：　古紙再生パルプ

（５） 事業の規模
設立 昭和48年12月 製品出荷額 16億円/年
資本金 1,500万円 主要製品生産量 22491トン/年

本社 橘工場
36名 10名

7120㎡ 4900㎡
5台 -
5台 4台

（６） 事業年度 2021年４月～2022年３月

□認証・登録の対象組織・活動

登録組織名： 株式会社日誠産業 本社及び橘工場
活動： 古紙再生パルプの製造及び販売
【環境管理実施体制図】

営業部 事務部

【　生産工程フロー図　】
破砕機にて牛乳パック（古紙）を細かくする。
次工程の離解を促進する。

パルパーにてパルプとポリエチレンを分離。

形状や比重分離にて細かいポリエチレンを除去。

パルプを脱水しシート状に形成。
脱水された水は再利用、一部は排水処理へ

取組の対象組織・活動

普通車両　
作業車両（リフト等）

延べ床面積　　　
従業員　　　　　

製造部（本社・橘工場）

環境事務局(環境推進部）

環境管理責任者

代表取締役社長

破砕

離解
（分離）

除塵

脱水
形成

排水
処理

出荷

還流式小型

ボイラ

水



□環境目標【中長期】

項目 単位

総量 （原単位） 総量 （原単位） 総量 （原単位） 総量 （原単位）

燃料使用量 L 152,666 7.70 151,139 7.55 149,613 7.40 148,086 7.25

電力使用量 Kwh 4,979,348 251.19 4,929,555 246.22 4,879,761 241.34 4,829,968 236.56

ＣＯ2 排出量 kg-CO２ 2,767,591 173.02 2,739,915 136.85 2,712,239 134.14 2,684,563 131.48

総排水量 ㎥ 587,614 29.64 581,738 29.06 575,862 28.48 569,986 27.92

廃棄物発生量 ｔ 6,957 0.35 8,000 0.40 7,920 0.39 7,840 0.38

SDGs活動 件

販売量 ｔ

（生産量） ｔ

□環境目標及びその実績

項目 単位

総量 （原単位） 総量 （原単位） 総量 （原単位）

燃料使用量 L 152,666 7.70 151,139 7.55 199,655 8.88 ×

電力使用量 Kwh 4,979,348 251.19 4,929,555 246.22 5,364,734 238.53 △

ＣＯ2 排出量 kg-CO２ 2,767,591 139.62 2,739,915 136.85 3,075,285 136.73 △

総排水量 ㎥ 587,614 29.64 581,738 29.06 593,841 26.40 △

廃棄物発生量 ｔ 6,957 0.35 8,000 0.40 7,861 0.35 〇

SDGs活動 件 〇

販売量 ｔ 〇

（生産量） ｔ -

評価　：　○達成　△不十分　　×未達成

環境負荷目標は2020年度の1％削減とする（SDGs活動・販売量は除く）。

販売量目標は2020年度の1％増加とする。

参考値として生産量と生産量による原単位を表示（SDGs活動・販売量は除く）。

電力のＣＯ2 発生量については、ミツウロコグリーンエネルギー株式会社の調整後排出係数0.474（kg-CO2 ／Kwh）を使用した。

廃棄物発生量は、2020年度に廃プラスチックの焼却炉を廃止したため、

2021年度からの目標設定は、2020年度を基準とせず、新たに設定した。

□過去3年の環境実績推移

項目 単位 総量 （原単位） 総量 （原単位） 総量 （原単位）

燃料使用量 L 31,747 1.36 33,815 1.50 152,666 7.70

電力使用量 Kwh 6,838,215 292.64 6,080,800 270.37 4,979,348 251.19

ＣＯ2 排出量 kg-CO２ 9,481,792 405.78 8,193,648 364.31 2,769,298 139.70

総排水量 ㎥ 528,162 22.60 536,492 23.85 587,614 29.64

廃棄物発生量 ｔ 6,433 0.28 6,137 0.27 6,957 0.35

SDGs活動 回

販売量 ｔ

（生産量） ｔ

2020年度 2021年度

63

基準年 目標

20,402

19,823

22,383

6

22,491

2021年度

3

20,606

20,402

20,021 20,219

目標

2021年度

基準年

2020年度

19,823

評価

20,810

実績

7

2020年

20,606

20,021

2018年 2019年

2023年度

目標目標

1212

2022年度

21,014

20,418

19,82323,367 23,245

3

20,40223,158 23,039



達成

状況

空調の適温化（夏28℃冬20℃） ○

簡易貫流蒸気ボイラーの適正運転検証　 ○

設備の適時運転 ○

省エネ設備の調査・協議 ○

リフト、ユンボのアイドリングストップ 〇

節水型設備の調査・協議 〇

分別排出・選別の徹底 ○

歩留向上を目指し、操業方法の検討
〇

情報収集に３ケ月に１回協議 ○

使用量の削減の検討・テスト 〇

古紙パルプの販売促進

　　　森林資源への貢献

廃棄物の排出元に、リサイクル

された商品の還元を図る。

教育訓練、社外活動、社会貢献活動

他　事務所周辺の清掃など

達成状況　：　○達成　△不十分　　×未達成

□環境活動計画と評価

テーマ 具体的項目 評価

①CO２排出量の削減
コロナ前には及ばないが、古紙パルプの需要が回
復し、生産量も回復している。そのため、電力や燃
料の使用量は前年比で増加。原単位は減少し、良
い方向性を示している。　また生産ラインの短縮化
などで効果的があがっている。

（電力・燃料使用量）

②水資源使用量の削減
品質上、水使用量の減量は難しく、排水量の削減
に注力していく。

③廃棄物の削減
2020年度に自社廃棄プラスチックの焼却炉を廃
止、2021年度から全量を排出することになった。そ
のため、2021年度の見込み目標として8000トンと設
定。結果的には7861トンと見込み目標を下回ること
がかなった。

④化学物質使用量の把握
新しい薬品の情報を業者等から収集し、使用量の
削減に向けて活動を継続させる。　生産の操業で
は常に薬品使用量の減量を試みており、減少傾向
にある。

⑤販売促進による

○

コロナ前には及ばないものの需要が回復基調にあ
る。海外からの問い合わせも増加しており、次年度
は増量が見込まれる。

⑥循環型リサイクルの構築
○

様々な企業、団体から、自らが排出している古紙を
循環し、再利用することに関しての問い合わせがあ
る。

⑦SDGs活動の推進

〇

出前授業のサポートや未来の教室への取材協力な
どのっ環境教育関係での活動が増えており、社会
貢献の度合いが高まっている。



空調の適温化（夏28℃冬20℃）

生産ラインの最適化の検討・実施

リフト、ユンボのアイドリングストップ

ジロクリーンの稼働時間の縮小を図る。

濃度管理によって稀釈ポンプの周波数を抑制する

新しいCOD低下剤の投入設備を導入

歩留向上を目指し、操業方法の検討

廃プラスチックの脱水率の向上
　スクリュープレスの出力調整
　梱包機の更新

汚泥脱水率の向上
　スクリュープレスの出力調整
　濃度管理、薬品量調整

情報収集に３ケ月に１回協議

使用量の削減の検討・テスト

訪問やWEB会議の活用で懇談回数を増やす

　　　森林資源への貢献

廃棄物の排出元にリサイクルされた商品の

還元を図る

教育訓練、社外活動、社会貢献活動

他　事務所周辺の清掃など

②排水量の削減

③廃棄物の削減

□次年度の環境活動計画

テーマ 具体的項目

①CO２排出量の削減

（電力・燃料使用量）

⑥循環型リサイクルの構築

⑦SDGs活動の推進

④化学物質使用量の把握

⑤販売促進による



法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

法令又は条例 概要

環境基本法 ・事業活動に伴う公害を防止し、自然環境の保全措置を講ずる。
・製品が使用又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資する。再生資源等を利用する。
・国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する。

環境配慮事業促進法 ・事業者は事業活動に係る環境情報の提供に努める。

グリーン購入法 ・できる限り環境物品を選択する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ・産業廃棄物・マニフェストの適正な管理。
・廃棄物焼却炉の設置許可、定期検査、維持管理情報の公開。
・「産業廃棄物処理計画」の提出

フロン排出抑制法
2020年4月1日改正施行

・フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
 3ヶ月に1回　簡易点検　点検記録は廃棄後も3年間保存

水質汚濁防止法 ・排水水質（COD、T-N、T-P）を報告。

瀬戸内海環境保全特別措置法 ・排水施設にかかる施設許可申請、排水基準の遵守。

浄化槽法 ・浄化槽の処理後でなければ公共用水域に排水禁止。
・年次法定点検・保守点検・清掃の実施と記録を３年間保管。

地球温暖化対策の推進に関する法律 ・事業活動及び日常生活に関し、温室効果ガスの排出削減に努める。
・前年度の温室効果ガスの排出量を報告。

エネルギー使用の合理化に関する法
律

・適切なエネルギーの使用・管理・削減に努める。
・前年度のエネルギーの使用状況（定期報告書や中長期計画）を報告。

徳島県脱炭素社会の実現に向けた気
候変動対策推進条例
2017年1月1日施行

・省エネ等による脱炭素型のビジネススタイルへの転換
・二酸化炭素排出量の少ない製品の販売及びサービス提供の推進
・地球温暖化対策計画書や二酸化炭素排出量等の県への報告。

阿南市環境基本条例 ・自然環境との調和に配慮しその責任と負担に於いて必要な措置を講じる。

阿南市公害防止条例 ・公害を発生させぬよう努め、発生のおそれ又は発生したときは防止措置を講じる。

□代表者による全体の評価と見直し及び指示

【環境方針・目標・活動・実施体制】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年4月8日

2021年度から、弊社の現状に合わせ環境方針に改めました。弊社事業はSDGsの潮流に即しており、
リサイクルの案件など引き合いを多くいただいています。その結果、コロナ前には及ばないもの
の、需要が回復する兆しがあり、生産量が増え、電力使用量の原単位に改善が見られました。
見直しとして、環境活動については達成状況の数値化を図ることで、弊社の生産活動、SDGs活動等
の事業の改善を目指していきます。

□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、訴訟等の有無

2022年3月24日：環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。
なお、違反、訴訟等も過去３年間ありませんでした。



□SDGS活動・社会貢献活動

2021年4月 上勝町八重地　棚田保全活動開始　

2021年6月 上勝町とSDGｓパートナーシップアライアンス締結

2021年9月 SDGs社内研修会実施　（四国環境パートナーシップオフィス）

2021年11月 上勝小学校　出前授業（きせきれい株式会社）への協力

2021年12月 経済産業省主催「未来の教室」取材協力

2021年12月 一般者向け工場見学（エコみらいとくしま主催）に協力

2022年1月 ＪＩＣＡ（国際協力機構）　オンラインセミナー　出演協力

□定期的環境・社会貢献活動

広島市平和記念公園に集まる折り鶴の昇華プロジェクトに参画。

社会福祉作業所で回収するアルミパックの買取。


