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1.環境経営方針
<基本理念>

私たちは板金加工を通じて、顧客に提供する全ての事業活動において環境に影響する項目が有る事を認識し、EA21環境経営シ

ステム(環境マネジメントシステム)に基づいた『環境マネジメントシステム(EMS)』を構築しEMSの維持と継続的改善を図り、顧

客や地域から信頼される経営理想追求型企業としてより地球環境、地域環境に優しい環境維持改善活動を展開します。

<行動指針>

1. 具体的に次の様に環境経営目標、活動目標を定め継続的改善に努めます。

① 電力、自動車燃料、灯油使用による二酸化炭素排出量の削減。

② 廃棄物排出量の削減。

③ 水使用量の削減。

④ 事務用品のグリーン購入化。

⑤ 当社が生産する製品の環境負荷の低減(社内不適合率の削減)。

⑥ 化学物質使用量の削減(化学物質の適正管理)。

2. 日常業務や社内外教育などを通じて、環境保全に対する社員の理解と意識の向上を図ります。

3. 環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。

制定日 2011年9月29日
改定日 2019年9月1日

代表取締役 伊藤正弘



2.会社概要/認証登録範囲

会社概要 認証登録範囲

●会社名 株式会社竜東スチール

●代表者名 代表取締役 伊藤正弘

●所在地 〒399-4432伊那市東春近3105

●環境管理責任者 本田貴広

●連絡先 TEL:0265-78-0704
FAX:0265-78-9444

●E-mail m.ito@ryutou.jp

●事業内容
レーザー加工、精密板金加工、
各種筐体・フレーム加工一式、
ステンレス加工・溶接

●事業規模
◇従業員数 21名(2021年9月現在)
◇資本金 800万円
◇延床面積 789.23㎡
◇事業年度 10月～9月

●認証・登録番号 0008889

●認証・登録事業所 株式会社竜東スチール

●事業活動
レーザー加工、精密板金加工、
各種筐体・フレーム加工一式、
ステンレス加工・溶接

●対象事業所 本社・工場

●認証登録日 2012年11月19日



3.実施体制

代表者

社長

代表者

社長

生産管理グループ

10名

生産管理グループ

10名

製造グループ

10名

製造グループ

10名

環境管理責任者環境管理責任者

環境管理事務局

5名

環境管理事務局

5名

環境経営システム
組織図 役割・責任・権限

代表者
(社長)

・環境経営に係る全ての統括責任者
・環境経営方針の作成
・資材(人員・設備・費用・時間・技術者)の準備
・全従業員への周知徹底
・環境経営方針の評価と見直し
・環境経営目標、環境経営計画書、環境経営レポート
の承認
・必要な責任者の任命

環境管理
責任者

・環境経営システムの構築、実施、管理を行う
・システムの実績を代表者に報告
・環境管理レポートの確認と報告

環境管理
事務局

・環境管理責任者の補佐
・環境経営システム運営の事務管理
・環境負荷の自己チェック、環境への取り組みの自己
チェックを定期的に実施
・全体的な計画の立案、文書の作成、管理
・環境経営レポートの作成

全従業員

・環境経営方針を理解し、環境への取り組みの重要性
を自覚し自主的に取り組む
・決定事項を遵守し、積極的に環境経営システムに取
り組み、環境活動へ参加する



4.製品紹介

制御盤筐体
公共の屋外用制御盤
(主にダム)や、
配電盤等に使用されてい
ます。

材質：ボンデ・鉄
ステンレス等

建築部材
薪ストーブ関連の
煙突用部材
(フラッシング・角トップ等)
を製作しています。

材質：ステンレス・ボンデ等

フレーム
自動車関係・半導体関係の
生産設備・機械に使用される
ベースフレームです。

材質：鉄・ステンレス等



5.環境経営目標
中期目標

※二酸化炭素排出係数 電力： 0.426Kg-CO2/kwh(2019年度 中部電力調整後排出係数)

※( )は基準年度からの割合を示す

PRTR法該当の化学物質については、他に代替品が無く削減が困難であるため

SDSによる適正管理を目標とする

単位
基準年度(2019年)

実績 2020年度目標 2021年度目標 2022年度目標

二酸化炭素排出量(電力) Kg-CO2 88,022 85,381  (-3%) 84,501  (-4%) 83,621  (-5%)

二酸化炭素排出量(自動車燃料) Kg-CO2 10,691 10,370  (-3%) 10,263  (-4%) 10.156  (-5%)

二酸化炭素排出量(灯油) Kg-CO2 9,004 8,734  (-3%) 8,644  (-4%) 8,554  (-5%)

廃棄物(混合)排出量 ㎥ 3.23 3.13   (-3%) 3.10   (-4%) 3.07   (-5%)

水使用量 ㎥ 151.0 146.5  (-3%) 145.0  (-4%) 143.5  (-5%)

事務用品のグリーン購入化 - 環境負荷の少ない商品を選定

社内不適合率 ％ 1.84 1.74  (-0.1%) 1.64  (-0.2%) 1.54  (-0.3%)

化学物質使用量 - 適正管理



6.環境経営目標
過去3年間の実績(2017年度～2019年度)

※二酸化炭素排出係数 電力： 0.426Kg-CO2/kwh(2019年度 中部電力調整後排出係数)

単位 2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績

二酸化炭素排出量(電力) Kg-CO2 87,863 84,408 88,022

二酸化炭素排出量(自動車燃料) Kg-CO2 11,535 10,428 10,691

二酸化炭素排出量(灯油) Kg-CO2 14,794 11,257 9,004

廃棄物(混合)排出量 ㎥ 6.3 3.0 3.23

水使用量 ㎥ 160 173 151

事務用品のグリーン購入化 環境負荷の少ない商品を選定

社内不適合率 ％ 2.3 2.05 1.84

化学物質使用量 適正管理



7.環境活動計画

活動内容

二酸化炭素排出量(電力)の削減

・エアコンの設定温度の徹底(冬季21°夏季28°) ・環境.5Sパトロールの強化
・クールビズ、ウォームビズの推奨
・C-1(レーザー複合機),α(2次元レーザー加工機)の稼働率上昇

二酸化炭素排出量(自動車燃料)の削減
・エコドライブの周知徹底 ・走行燃費の把握(車種毎) ・配送ルートの高効率化
・環境.5Sパトロールの強化 ・車輌整備の徹底 ・重点目標の掲示(3ヶ月毎)

二酸化炭素排出量(灯油)の削減
・温度計の設置 ・灯油ストーブの定期点検 ・環境.5Sパトロールの強化
・ウォームビズの推奨 ・作業現場の省スペース化

廃棄物(混合)排出量の削減

・ゴミ分別の徹底(リサイクル化) ・環境.5Sパトロールの強化
・鉄、ステンレス304、ステンレス430、アルミ、銅(真鍮含む)、廃プラ分別の徹底
・私物ゴミの持ち帰り呼びかけ ・混合廃棄物と有価物の分別、呼びかけ強化
・マニフェストに基づいた廃棄物の適正管理

水使用量の削減
・各水回りへの節水ラベル貼付 ・節水ポスター等の貼付
・節水の意欲を高める(呼びかけ等) ・環境.5Sパトロールの強化

事務用品のグリーン購入化
・グリーン購入の推奨
・事務用品、梱包資材のエコ商品選定

社内不適合率の削減
・社内不適合の分析と対策 ・品質改善提案書の提出(年6件)
・QC検定の受験 ・環境.5Sパトロールの強化

化学物質使用量の削減
・化学物質の適正管理 ・SDSによる化学物質の把握
・環境.5Sパトロールの強化 ・化学物質の出庫票を作成

2020年度環境活動計画表



2020年度の目標と実績

■達成状況 ○達成 ×未達成

■取組結果の評価 ○良く出来た △おおよそ出来た ×出来なかった

8.環境目標の実績 取組結果

単位 目標 実績 達成 評価

二酸化炭素排出量(電力)の削減 Kg-CO2 85,381 99,347 × △

二酸化炭素排出量(自動車燃料)の削減 Kg-CO2 10,370 13,019 × ○

二酸化炭素排出量(灯油)の削減 Kg-CO2 8,734 2,698 ○ ○

廃棄物(混合)排出量の削減 ㎥ 3.13 4.7 × △

水使用量の削減 ㎥ 146.47 185 × ×

事務用品のグリーン購入化 - 環境負荷の少ない商品を選定 - ○

社内不適合の削減 ％ 1.74 1.39 ○ ○

化学物質使用量の削減 - 適正管理 - ○



9.環境目標の実績 評価

●エアコンの使用については良くできていた。継続し
て適切に使用していってほしい。
レーザーは稼働率を記録しているが、未だ効果的な
策が見つからないため、見直しが必要である。

●目標は達成できていないが、エコドライブやルート
の効率化は日々継続してできている。昨年同様、発
送できるものは発送できていたため、来年度以降も
発送を視野に入れ削減に努めてほしい。

●昨年度より大幅に削減でき、温度管理をしながら
エアコンと併用し適切にストーブが使用できたのでは
と思う。作業環境が良くなったため生産性も向上さ
せていきたい。

●排出量は増えているが、分別について見直し、意
識を変えられたことは評価できる。分別を徹底・維持
し、削減できるよう活動してほしい。

●手洗いや業務など日々使う水をどれだけ削減でき
るかが重要である。一人ひとりが節水を意識できるよ
うな対策を行ってほしい。

●部署内での話し合いは良くできていたと思う。また、
発生した不適合を基に「技術の日」を有効活用し教
育や活動ができていた。
QC検定は新入社員だけでなく、すでに受けた者も
上の級を目指し積極的に受検してほしい。



10.次年度の取組内容

次年度(2021年度)目標 次年度の取組内容

二酸化炭素排出量(電力)の削減 84,501 kg-CO2

・エアコンの設定温度(冬季21°夏季28°) ・環境.5Sパトロールの強化
・クールビス、ウォームビズの推奨
・C-1(レーザー複合機),α(2次元レーザー加工機)の稼働率上昇

二酸化炭素排出量(自動車燃料)の削減 10,263 kg-CO2

・エコドライブの周知徹底 ・走行燃費の把握 ・配送ルートの高効率化
・環境.5Sパトロールの強化 ・車輌整備の徹底
・重点目標の掲示(3ヶ月毎)

二酸化炭素排出量(灯油)の削減 8,644 kg-CO2
・温度計の設置 ・灯油ストーブの定期点検 ・作業現場の省スペース化
・室温最適温度の分析 ・環境.5Sパトロールの強化

廃棄物(混合)排出量の削減 3.1 ㎥

・ゴミ分別の徹底(リサイクル化) ・環境.5Sパトロールの強化
・鉄、ステンレス304、ステンレス430、アルミ、銅(真鍮含む)、廃プラ分別の徹底
・私物ゴミの持ち帰り呼びかけ ・混合廃棄物と有価物の分別、呼びかけ強化
・マニフェストに基づいた廃棄物の適正管理

水使用量の削減( 145 ㎥
・各水回りへの節水ラベル貼付 ・節水ポスター等の貼付
・節水の意欲を高める(呼びかけ等) ・環境.5Sパトロールの強化

事務用品のグリーン購入化 -
・グリーン購入の推奨
・事務用品、梱包資材のエコ商品選定

社内不適合率の削減 1.64 %
・社内不適合の分析と対策 ・品質改善提案書の提出(年6件)
・QC検定の受験 ・環境.5Sパトロールの強化

化学物質使用量の削減 -
・化学物質の適正管理 ・SDSによる化学物質の把握
・化学物質の出庫票を作成 ・環境.5Sパトロールの強化



11.環境関連法規等の遵守状況

遵守評価日:2021年9月21日

・過去三年間、近隣からの苦情はありません。 また、監督機関からの指摘もありません。

・年度末の遵守評価の結果、問題はありませんでした。

法規制等名称 該当項目 状況 遵守状況

産業廃棄物処理法 産業廃棄物 マニフェストの適正管理 ○

騒音・振動規制法 特定施設 届出済 ○

消防法 少量危険物 届出済 ○

労働安全衛生法 作業主任者の選任 各作業主任者選任済み ○

フロン排出抑制法 簡易点検/定期点検 実施済み ○



12.代表者による全体評価と見直しの結果

・9月に入り原油価格が上昇傾向にあり、ガソリン・軽油・灯油等の高騰が続いている。車を使用する際のデリバリー
は要領よく行い、実績使用量を抑えつつ燃費を目標に設定しエコドライブを推奨すること。

・溶接ワイヤーのスプールについて、再利用の可能性を調査・検討すること。

・会社として大きな課題の一つが人材の確保と育成である。雇用を拡大するために様々な取り組みを進めてほしい。
評価実施日:2021年10月8日

■変更の必要性有無
環境経営方針 □有 ☑無
環境経営目標及び計画 □有 ☑無
実施体制 □有 ☑無


