
株式会社デリカシェフ

本社・久喜工場、大宮工場、習志野工場

作成日：　２０２２年　８月　３１日

２０２１年度

環境経営レポート

（２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日）
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　　　１．環境経営方針

〈基本理念〉

　　　　株式会社デリカシェフは食品製造を担う企業として、「安全・安心へのこだわりとお客様の

　　　笑顔を求めて」を企業理念とし、お客様に喜んでいただける商品作りに努める事が最重要

　　　課題と考えております。

　　　　ますます深刻化する地球温暖化や貴重な食糧資源や地下資源を大切に使う事が人類共

　　　通の重要な課題であることを踏まえ、本業を通じた環境への取組により、自社と社会の持続

　　　的な成長を実現する為、全社一丸となって環境経営に取組みます。

〈行動指針〉

　　　　環境マネジメントシステムを構築し、下記の行動方針を定め積極的な取組を推進します。

　　　　　１．製品歩留まり向上と原材料ロス削減を推進し、食品廃棄物の排出量削減、並びに
　　　　　　　食品リサイクル化に取組みます。

　　　　　２．プラスチック使用量の削減を推進し、プラスチック廃棄物の削減に取組みます。

　　　　　３．省エネ活動によりエネルギー使用量を削減し、ニ酸化炭素の排出量削減に取組みます。

　　　　　４．水の効率的利用を推進し、水使用量の削減に取組みます。

　　　　　５．弊社周辺の環境整備を定期的に行い、地域の環境改善に貢献します。

　　　　　６．環境経営方針を全従業員に周知徹底を図るため、計画的に環境教育を実施します。

　　　　　７．環境関連法規則等を遵守します。

　　　　　８．環境経営の継続的改善を実施します。

２０２1年　４月　１日

株式会社デリカシェフ

代表取締役社長　　　中島　利行
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２．会社概要

（１）事業者名及び代表者名
株式会社　デリカシェフ

代表取締役社長　　中島　利行

（２）所在地 本社・久喜工場：
　　〒３４６－００３５　埼玉県久喜市清久町４９番地２
　　電話：０４８０－２９－５０２０（代表）

大宮工場：
　　〒３３１－０８１１　埼玉県さいたま市北区吉野町２丁目２１１－８
　　電話：０４８－６６１－５０００

習志野工場：
　　〒２７５－０００１　千葉県習志野市東習志野７－４－３２
　　電話：０４７－４７３－５０１１

（３）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
環境管理責任者：　　取締役　生産本部長　　　　川田 進司
担当者：　　　　　　　　システム・環境部　　課長 　内田 淳一

連絡先： 電話　 ０４８０－２９－５０２０
ＦＡＸ　０４８０－２１－９８００

（４）事業内容 コンビニエンスストア向け菓子、焼成パン、惣菜・麺製造

（５）事業の規模 ２０２１年度（２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日）

売上高　：　１９４億円 　　　従業員数　：　１,４７０人 延べ床面積　：　３１,６５２m
2

製品生産量 デリカシェフ計 本社・久喜工場　　　大宮工場　　　習志野工場
　２１,３９０ｔ　　　　　　　　　　１１,１６３ｔ　   　　　　　３,１２３ｔ　　　　　７,１０４ｔ

製造品 　惣菜・サラダ　　　　　菓子　　　　　 焼成パン

惣菜（久喜工場） サラダ（久喜工場）

デザート（大宮工場） 焼成パン（習志野工場）
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（６）環境組織図

（７）工場所在場所

本社・久喜工場

大宮工場

習志野工場

久喜工場長 大宮工場長 習志野工場長 生産本部部長

久喜副工場長 大宮副工場長 製造課長 業務管理部部長

製造課長 設備2課係長 設備3課係長 品質管理部部長

設備1課副課長 製造係長

製造部員

製造課 製造課 製造課 業務管理部

業務課 業務課 業務課 基礎技術研究部

生産技術部 生産技術部 生産技術部 システム環境部

資材課

物流部 物流部

開発1部 開発2部 開発3部

品質1課 品質2課 品質3課

推進委員 推進委員 推進委員 推進委員

久喜工場 大宮工場 習志野工場 本社

責任者 責任者 責任者 責任者

環境統括責任者
（社長）

経営会議

環境管理責任者
（取締役生産本部長）

内部環境監査員

環境管理実行責任者
（システム環境部部長）

環境管理委員会
事務局

（システム環境部課長）
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３．環境目標と実績

（１）環境目標

デザート焼成（大宮工場） パン焼成（習志野工場）

デザート生産（大宮工場） 野菜選別（久喜工場）

２０２１年～２０２３年（２０２０年度基準）
項目 工場 環境目標（２０２１年） 環境目標（２０２２年） 環境目標（２０２３年）

電力使用量 電力原単位 習志野 ２０２０年度比　３．０％削減 ２０２０年度比　５．０％削減 ２０２０年度比　６．０％削減

大宮 ２０２０年度比　０．５％削減 ２０２０年度比　１．０％削減 ２０２０年度比　１．５％削減

本社・久喜 ２０２０年度比　０．５％削減 ２０２０年度比　５．０％削減 ２０２０年度比　６．０％削減

ガス使用量 燃料原単位 習志野 ２０２０年度比　３．０％削減 ２０２０年度比　５．０％削減 ２０２０年度比　６．０％削減

大宮 ２０２０年度比　０．５％削減 ２０２０年度比　１．０％削減 ２０２０年度比　１．５％削減

本社・久喜 ２０２０年度比　０．５％削減 ２０２０年度比　１．０％削減 ２０２０年度比　１．５％削減

二酸化炭素 排出量原単位 習志野 ２０２０年度比　１．０％削減 ２０２０年度比　２．０％削減 ２０２０年度比　３．０％削減

排出量 大宮 ２０２０年度比　１．０％削減 ２０２０年度比　２．０％削減 ２０２０年度比　３．０％削減

本社・久喜 ２０２０年度比　１．０％削減 ２０２０年度比　２．０％削減 ２０２０年度比　３．０％削減

食品廃棄物 食品廃棄物原単位 習志野 ２０２０年度比　１．０％削減 ２０２０年度比　２．０％削減 ２０２０年度比　３．０％削減

大宮 ２０２０年度比　０．５％削減 ２０２０年度比　１．０％削減 ２０２０年度比　１．５％削減

本社・久喜 ２０２０年度比　２．０％削減 ２０２０年度比　５．０％削減 ２０２０年度比　６．０％削減

食品廃棄物 再生利用等の実施 習志野

率 大宮

本社・久喜

上水・工水・井水 上水・工水・井水 習志野 ２０２０年度比　５．０％削減 ２０２０年度比　８．０％削減 ２０２０年度比　１０．０％削減

使用量 原単位 大宮 ２０２０年度比　±０．０％ ２０２０年度比　±０．０％ ２０２０年度比　±０．０％

本社・久喜 ２０２０年度比　１．０％削減 ２０２０年度比　２．０％削減 ２０２０年度比　３．０％削減

紙の削減 購入量 習志野 ２０２０年度比　０．５％削減 ２０２０年度比　１．０％削減 ２０２０年度比　１．５％削減

大宮 ２０２０年度比　０．５％削減 ２０２０年度比　１．０％削減 ２０２０年度比　１．０％削減

本社・久喜 ２０２０年度比　０．５％削減 ２０２０年度比　１．０％削減 ２０２０年度比　１．５％削減

改善提案 件数 習志野 ５０件 ５０件 ５０件

大宮 ２４件 ２４件 ２４件

本社・久喜 ２０件 ２５件 ３０件

※２０２０年度を基準として３か年計画を策定。

　大宮工場上水井水使用量：洗浄工程の増加が見えているが、各種取り組みにより±０を目標とする。

100%継続

100%継続

100%継続

100%継続

100%継続

管理指標

100%継続

100%継続

100%継続

100%継続
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（２）実績

新商品開発 　　パン生産（習志野工場）

生産前テスト 　　野菜洗浄（久喜工場）

項目 単位 基準年度 基準年度

（２０２０年度実績) 実績 ２０年比 （２０２０年度実績) 実績 ２０年比
生産量 万食 3,357.6 3,046.1 90.7% 6,351.9 7,462.0 117.5%

購入量 ｋｗｈ 3,912,494 3,921,949 100.2% 4,816,770 4,818,043 100.0%

原単位 kwh/万食 1,179.1 目標 1,173.2 108.4% 768.0 目標 745.0 71.4%

実績 1,278.7 実績 548.2

使用量 ㎥、kg 385,578 373,342 96.8% 785,504 862,837 109.8%

原単位 大宮：㎥/万食 115.3 目標 114.7 106.7% 124.1 目標 120.4 94.9%

習志野
：ｋｇ/万食

実績 123.0 実績 117.8

排出量 kg 2,344,131 2,322,037 99.1% 4,492,872 4,742,944 105.6%

原単位 kg/万食 698.2 目標 691.2 109.2% 707.3 目標 700.2 89.9%

実績 762.3 実績 635.6

使用量 ㎥ 51,345 54,529 106.2% 51,216 48,911 95.5%

原単位 ㎥/万食 15.39 目標 15.39 116.7% 8.12 目標 7.71 75.0%

実績 17.96 実績 6.09

発生量 kg 252,490 344,400 136.4% 437,217 445,510 101.9%

原単位 kg/万食 73.1 目標 72.7 154.3% 69.3 目標 68.6 85.3%

実積 112.8 実績 59.1

再生利用率 ％ 100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100.0%

ﾘｻｲｸﾙ量 kg 252,494 344,400 136.4% 437,217 445,510 101.9%

ﾘｻｲｸﾙ率 ％ 100.0% 目標 100.0% 100.0% 100% 目標 100% 100.0%

実績 100.0% 実績 100%

購入量 枚数 551,500 535,500 97.1% 817,500 889,000 108.7%

目標 0.5%減 2.9%削減 目標　0.5%削減 8.7% 増加

実績 2.9%削減 実績　8.7%増加

提案件数 件数 30 23 76.7% 53 4 7.5%

目標 24件 76.7% 目標 50件 7.5%

※電力CO2排出係数　（電気事業者別排出係数　環境省・経済産業省公表　令和２年度実績）　
　　習志野、久喜工場：東京電力　０．４４３ｋｇ-ＣＯ２/ｋｗｈ　大宮工場：シナジアパワー　０．３８６kg-CO2/kwh。

改善提案

上水・井水
使用量

食品廃棄物
量

食品廃棄物
再生利用等
の実施率

紙の削減

電力使用量

ガス使用量

二酸化炭素
排出量

大宮工場 習志野工場
　２０２１年度 　２０２１年度
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工場周辺清掃活動

　工業団地協議会活動

　　　環境活動掲示板

項目 単位 基準年度 基準年度

（２０２０年度実績) 実績 ２０年比 （２０２０年度実績) 実績 ２０年比
生産量 万食 4,748.7 5,157.6 108.6% 14,458.2 15,665.7 108.4%

購入量 ｋｗｈ 7,544,670 7,681,951 101.8% 16,273,934 16,421,943 100.9%

原単位 kwh/万食 1,575.5 目標 1,567.6 94.3% 1,125.6 目標 1,114.3 93.1%

実績 1,485.4 実績 1,048.3

使用量 ㎥ 1,174,772 1,276,245 108.6% 2,345,854 2,512,424 107.1%

原単位 ㎥/万食 249.4 目標 248.2 99.6% 162.3 目標 160.7 98.8%

実績 248.5 実績 160.4

排出量 kg 5,976,888 6,227,976 104.2% 12,813,891 13,292,957 103.7%

原単位 kg/万食 1,258.6 目標 1,246.0 95.9% 886.3 目標 877.4 95.7%

実績 1,207.5 実績 848.5

使用量 ㎥ 297,033 299,041 100.7% 399,594 402,481 100.7%

原単位 ㎥/万食 62.74 目標 62.11 92.5% 27.64 目標 27.36 92.9%

実績 58.02 実績 25.69

発生量 kg 2,338,706 2,396,538 102.5% 3,028,413 3,186,448 105.2%

原単位 kg/万食 287.8 目標 282.0 98.4% 209.5 目標 207.1 96.5%

実積 283.1 実積 201.8

再生利用率 ％ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

ﾘｻｲｸﾙ量 kg 1,360,064 1,458,990 107.3% 2,049,775 2,248,900 109.7%

ﾘｻｲｸﾙ率 ％ 100.0% 目標 100%
100.0%

100.0% 目標 100% 100%

実績 100% 実績 100%

購入量 枚数 772,800 772,000 99.9% 2,141,800 2,196,500 102.6%

目標 0.5%削減 0.1% 削減 目標 1.0%削減 2.6%増加

実績 0.1%削減 実績 2.6%増加

提案件数 件数 7 7 100.0% 90 34 37.8%

目標 ２０件 100.0% 目標 ９４件 37.8%

※電力CO2排出係数　（電気事業者別排出係数　環境省・経済産業省公表　令和２年度実績）　
　　習志野、久喜工場：東京電力　０．４４３ｋｇ-ＣＯ２/ｋｗｈ　大宮工場：シナジアパワー　０．３８６kg-CO2/kwh。
※食品廃棄物の再生利用等の実施率は、食品リサイクル法に準じた計算方法で３工場合計を算出している。
　　２１年度の食品廃棄物等発生量は3,187ｔ、内訳は発生抑制量361t、再生利用量2,249t、熱回収量無し、減量量938t、
　　再生利用等以外の量無し、廃棄物処分量無し。

　２０２１年度

電力使用量

ガス使用量

二酸化炭素
排出量

工水+　上水
使用量

食品廃棄物
再生利用等
の実施率

紙の削減

改善提案

食品廃棄物
量

本社・久喜工場 全社集計
　２０２１年度
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４．２０２1年度環境活動の取組結果と評価、次年度取組
取組計画         ２０２1年度の結果及び評価

１．電力使用量の削減（原単位） 　［目標達成状況］ ［目標］

大宮工場 大宮工場　　目標　未達成 大宮工場

　購入電力:　 　　　　　実績：1,278.7kwh/万食    1,167.3kwh/万食

　　原単位2020年度より　0.5％削減 　　　　　（原単位2020年度比　8.4％増加） （2020年度比　1.0％削減）

  　目標：  1,173.2ｋｗｈ/万食 　［評価］

　・2020年度の新型コロナ巣篭り需要から一転し、受注数が大きく落ち込んだ。

　　品質維持のための温度管理及び労働安全環境改善によりエネルギー負荷

　　が高くなり、原単位が増加して目標未達となった。

　・製造現場とのコミュニケーションを増やし、省エネ啓蒙活動を進めた。

習志野工場 習志野工場　　目標　達成 習志野工場

　購入電力:　 　　　　　実績：548.2kwh/万食 　  729.6kwh/万食

　　原単位2020年度より　3.0％削減 　　　　　（原単位2020年度比　28.6％削減） （2020年度比　5.0％削減）

  　目標：  745.0ｋｗｈ/万食 　［評価］

　・新型コロナウイルス感染症の拡大により低迷していた受注数の改善、及び

　　店舗移管により生産数が20％程度増加した。アイテム構成と効率的な生産

　　体制の構築により、電気使用量を昨年同等に抑えて原単位で大幅に改善

　　して目標達成。

　・課題であった創業当初から稼働している冷凍ラック倉庫の大型冷凍機更新

　　が完了。次年度以降の省電力に期待する。

本社・久喜工場 本社・久喜工場　　目標　達成 本社・久喜工場

　購入電力:　 　　　　　実績：1,485.4ｋｗｈ/万食    1,496.7kwh/万食

　　原単位2020年度より　0.5％削減 　　　　　（原単位2020年度比　5.7％削減） （2020年度比　5.0％削減）

  　目標：  1,567.6ｋｗｈ/万食 　［評価］

　・受注数が堅調に推移したこと、主要原料である生野菜の生育も異常気象

　　影響が少なく効率的な生産が出来たことにより目標達成。

　・太陽光発電パネル設置が完了し、計画通りの発電量を確保している。

　　次年度以降の省電力に期待する。

・照明の効率化 　24時間365日稼働の工場のため照明負荷は大きい。 省電力型へ更新（久喜工場）

　既にLED化は完了しているが、更に省電力の高効率LEDへの更新を計画。

　人感センサ付き照明器具の採用など全員参加で省エネを推進する。

・空調温度設定の見直し 　管理温度に対し過剰な空調温度設定になっている場所がないか、また廊下

　や備品庫などは空調の必要性について検討し、電力使用量削減に繋げる。

・圧縮エアーの漏れ改善 　稼働中でも計測可能なエアー漏れ検知器を活用し、コンプレッサーの電力 定期的な計測と漏れ箇所修理

　使用力を削減する。

・製造ロス削減への取組み 　製造ロス削減活動に取組んでおり、無駄な設備稼働時間を短縮し、電力使 継続

　用量削減に繋げる。

・省エネパトロール 　消灯する、機械を停止する、ドアを閉めるなど全員参加で小さなことを積み 計画的な実施

　上げていくことが省エネの意識向上に繋がると考えており、現場巡回時に

　従業員とのコミュニケーションを活性化させる。

・設備運転管理 　生産設備のヒートアップ時間やアイドリング時間の短縮に取組んでいる。 作業性、安全性を踏まえ

　冷蔵庫自動ドア開放時間を短縮して冷凍機負荷削減を図る。 トータルでの改善

・ベース電力削減 　生産機器以外のベース電力エネルギー負荷（照明、空調、換気、冷蔵など） 空調機洗浄のスケジュール化

　が60～70％程度である。これら電力負荷削減を優先した対策を検討する。

・冷水の廃熱回収 　野菜洗浄で使用した冷水から廃熱を回収する案件について検討を進めたが、 調査継続

　設置スペースや費用対効果など大きな課題があり新技術に期待する。

・労働環境の改善 　作業現場の温度、湿度、照度など労働環境改善のため電力負荷が増加する

　ことはあるが、労働環境の整備により集中して生産に従事できるため、トータル

　での環境負荷低減に繋がると考えている。

・その他の要因 　新商品のテスト販売や各種キャンペーンなど受注数の急増に対応することで 生産の効率化、協力体制の

　省エネが後回しになることがある。受注数の増減に影響されにくい生産体制 強化

　を構築することが省エネ推進に繋がると考えている。

　新型コロナ感染症対策としてドアを開放したことにより空調負荷が増加。

次年度取組
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取組計画         ２０２1年度の結果及び評価
２．ガス使用量の削減（原単位） 　［目標達成状況］ ［目標］

大宮工場 大宮工場　　目標　未達成 大宮工場

　　使用量： 　　　　　実績：123.0㎥/万食 　　114.1㎥/万食

　　原単位2020年度より　0.5％削減 　　　　　（原単位2020年度比　6.7％増加） （2020年度比　1.0％削減）

     目標：　114.7㎥/万食 　［評価］

　　　※都市ガス13A 　・生産数が大きく落ち込んだことによりガス使用量は減少したが、生産以外

　　での熱使用分を吸収できず原単位で目標未達となった。

　・デザート生産では製造アイテムによりガスを直接使用するオーブンや蒸庫

　　などの稼働率が大きく変動し、月により達成状況がばらついている。

　・洗浄機排水の廃熱回収など蒸気使用量削減に取組み成果を上げた。

習志野工場 習志野工場　　　目標　達成 習志野工場

　　使用量： 　　　　　実績：117.8ｋg/万食 　　117.9kg/万食

　　原単位2020年度より　3.0％削減 　　　　　（原単位2020年度比　5.1％削減） （2020年度比　5.0％削減）

     目標：　120.4kg/万食 　［評価］

　 　　※ＬＰＧを使用 　・店舗移管および受注数の回復により生産数が大幅に増加した。製造条件

　　の見直しや加熱機器の集約、定期保全活動などにより、生産の効率化が

　　図れ目標達成。

　・製造条件によりエネルギー負荷の高い商品もあったが、事前テストでエネル

　　ギー負荷を抑制する製造条件の探索などでエネルギー負荷削減を図った。

本社・久喜工場 本社・久喜工場　　目標　未達成 本社・久喜工場

　　使用量： 　　　　　実績：248.5㎥/万食 　　246.9㎥/万食

　　原単位2020年度より　0.5％削減 　　　　　（原単位2020年度比　0.4％削減） （2020年度比　1.0％削減）

     目標：　248.2㎥/万食 　［評価］

　　　※都市ガス13A 　・ボイラーから蒸気を取り出して使用する割合が高いため、蒸気削減対策を

　　進めている。17箇所の蒸気配管保温を施工し、洗浄機排水の廃熱回収、

　　生産設備のアイドリング時間短縮などを実施したが、生産数に応じてガス

　　使用量が増加したため、原単位では前年度同等で目標未達となった。

・排水からの廃熱回収 　洗浄機排水からの廃熱回収装置を計画的に導入して廃熱の有効活用を 久喜工場

　進めている。

・機器設定の見直し、装置の集約、 　従業員に分かりやすくヒートアップ時間を表示。 従業員への周知徹底

　アイドリング時間の短縮 　生産調整により装置の集約や、アイドリング時間を短縮。

・落とし込みチームによる最適条件設定 　推奨初日から過剰生産によるエネルギーロスを抑制し、効率の良い生産が 精度アップ

　出来るよう各部署が連携し、ハードやソフト面からの対応を継続している。

・ボイラー運転管理の徹底および 　ボイラー日常運転管理により異常の早期発見に繋げる。 継続

　高効率運転の維持 　メーカーによる定期保守点検、並びにボイラー空気比の確認・調整により、 蒸気ドレン回収の検討

　高効率運転状態を維持する。

・蒸気配管の漏れ修理と保温強化 　蒸気配管保温が施工されていない箇所を極力無くして放熱を抑制する。 継続

　不良個所の修繕およびドレントラップの整備。

　減圧弁などメンテナンスが発生する箇所についてはエコジャケットを活用。

次年度取組
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取組計画         ２０２1年度の結果及び評価
３．上・井・工水使用量の削減（原単位） 　［目標達成状況］ ［目標］

大宮工場（上水＋井水） 大宮工場（上水＋井水）　　目標　未達成

　　使用量： 　　　　　実績： 17.96㎥/万食 　　15.39㎥/万食

　　原単位2020年度より　±0％ 　　　　　（原単位2020年度比　16.7％増加） （2020年度比　±０％）

     目標：　　15.93㎥/万食 　［評価］

　・生産数増加に伴い番重や備品等の洗浄頻度が増加。また衛生強化のため

　　洗浄機の水量を増加した。洗浄機にタイマーを設置して運転時間や適正

　　水量の管理を実施したが、洗浄頻度が増加したため目標未達となった。

習志野工場（上水＋井水） 習志野工場（上水＋井水）　　目標　達成

　　使用量： 　　　　　実績： 6.09㎥/万食 　　7.47㎥/万食

　　原単位2020年度より　5.0％削減 　　　　　（原単位2020年度比　25.0％削減) （2020年度比　8.0％削減）

     目標：　　7.71㎥/万食 　［評価］

　・水使用量削減に特化した巡回により水漏れや水の出し放しなどの無駄を

　　発見し迅速に対応した。活動を継続することで従業員から情報提供がある

　　など良い循環となっている。生産数は大きく増加したが、水使用量は増加

　　しておらず原単位で大きく改善して目標達成。

本社・久喜工場（上水＋工水） 本社・久喜工場（上水＋工水）　　目標　達成

　　使用量： 　　　　　実績： 58.02㎥/万食 　　61.49㎥/万食

　　原単位2020年度より　1.0％削減 　　　　　（原単位2020年度比　7.5％削減） （2020年度比　5.0％削減）

     目標：　　62.11㎥/万食 　［評価］

　・従業員の入れ替わりが多いため、巡回頻度を増やして継続した節水の呼び

　　かけを行った結果、従業員の節水意識が向上して無駄が減っている。

　・水使用量の過半数を生野菜洗浄が占めており、豪雨など天候による品位の

　　悪化は発生したが通年では比較的安定しており、少ない水量で洗浄できた

　　ことにより大きく目標達成。

・器具洗浄方法の見直し 　・久喜工場で超音波による部品洗浄の有効性を確認できたため、超音波洗 他工場への展開

　　浄機を2台導入。手洗い洗浄より短時間で効率よく洗浄できたことにより、

　　水使用量削減に繋がった。

　・大宮工場と習志野工場では生産アイテムやキャンペーンなどにより生産数

　　が増加し、これに伴って器具備品の洗浄頻度も増加した。衛生面を担保し

　　ながら節水に繋がる洗浄方法を検討する。

・植物工場野菜の効果的な使用 　植物工場野菜を使用することで洗浄工数を削減し、水使用量を減らすことは 継続

　可能であるが、植物工場野菜納入量やコストに課題がある。メーカーと収穫量

　アップやコスト削減などについて協働で研究を進めている。

・洗浄用ウォーターガンの見直し 　使用頻度が高く劣化速度の速いウォーターガンを確認し、劣化による水漏れ 各種継続テスト

　を早期に発見して対応する。

・従業員の節水意識向上 　現場巡回と従業員に対する節水呼びかけを頻度を増やして実施すること 巡回による声掛けの継続

　により、水の出し放し件数が削減されるなどの改善が見られた。

・洗浄専任者により無駄をなくす 　備品の種類により洗浄方法が異なるため、従業員に備品ごとの適正な洗浄 専任教育の推進

　方法を教育することにより水使用量削減に繋げる。

・水の再利用 　久喜工場で野菜洗浄水の再利用について検討を進めた。技術的には可能 情報収集の継続

　であるが、設備費用や設置スペースに大きな課題があり保留中。 使用箇所を限定して検討

　衛生面に対するお客様の厳しい要求が続いており、製造工程の複雑化に

　伴って使用備品の種類や数量が増加し、洗浄水使用量は増加傾向にある。

　効率の良い洗浄機の導入や洗浄工程の改善を推進することは必要であるが

　そもそも洗浄を必要としない製造工程など、考え方を大幅に変更する必要性

　を感じている。

次年度取組

大宮工場(上水+井水)

習志野工場(上水+井水)

本社・久喜工場（上水+工水）
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取組計画         ２０２1年度の結果及び評価
４．食品廃棄物の削減（原単位） 　［目標達成状況］ ［目標］

大宮工場 大宮工場　　目標　未達成 大宮工場

　　使用量： 　　　　　実績：112.8kg/万食 　　72.4kg/万食

　　原単位2020年度より　0.5％削減 　　　　　（原単位2020年度比　54.3％増加） （2020年度比　1.0％削減）

     目標：　　72.7kg/万食 　［評価］

　・IH式加熱機器の導入により品質の安定化を図り、製造ロス削減に繋がった。

　・製造ロス発生率の高い商品から改善活動を実施し、当該商品では成果を

　  上げているが、固定ロスが多く発生する商品の推奨、並びにバナナを使用

　  した製品の定番化により、バナナの皮や実の褐変による廃棄物が多量に

　  発生したため目標未達となった。

習志野工場 習志野工場　　目標　達成 習志野工場

　　使用量： 　　　　　実績： 59.1kg/万食 　　 67.9kg/万食

　　原単位2020年度より　1.0％削減 　　　　　（原単位2020年度比　14.7％削減） （2020年度比　2.0％削減）

     目標：　　68.6kg/万食 　［評価］

　・新商品ロットテストの精度アップにより、製造ロスや予備生産数を削減した。

　　計画的な2回生産や他商品への転用など緻密な生産計画を立案すること

　　により無駄を削減し、食品残渣の発生抑制に繋げた。

　・生産数の確定時間を早めたことによる見込み生産数の削減効果などにより、

　　大きく目標を達成した。

本社・久喜工場 本社・久喜工場　　目標　未達成 本社・久喜工場

　　使用量： 　　　　　実績： 283.1kg/万食 　　 273.41kg/万食

　　原単位2020年度より　2.0％削減 　　　　　（原単位2020年度比　1.6％削減） （2020年度比　5.0％削減）

     目標：　282.0kg/万食 　［評価］

　・新商品の生産前ロットテストの精度を上げ、初日から製造ロス発生を抑制。

　　また、ロス発生率を日毎に集計し、ロス発生率の高い原材料から優先的に

　　対応できるよう部署連携で取組みを継続している。

　・野菜残渣2次脱水機の導入により、産業廃棄物委託処理量削減に繋がって

　　いるが、廃棄物の発生量が減っている訳では無いため、廃棄ロスの少ない

　　植物工場野菜の導入を検討しているが、納入量や価格などの課題が多い。

　・廃棄物の多くを占める生野菜は比較的天候に恵まれたため、歩留りよく生産

　　できたが、2次脱水機製作の納期が遅れたため目標未達となった。

・作業精度向上への取組み 　落とし込みチームを中心に関連部署と協働で事前テスト条件を精査し、初日 継続

　無駄な原材料使用を削減 　の生産立会いを行うことにより生産初日の製造ロスを最小限に抑え、すぐに

　課題を共有して改善する仕組みが定着している。

・作業指示の明確化 　タブレットPCで写真や動画を活用して外国籍従業員にも理解しやすい教育 広域作業への展開

　を行い、作業方法を具体的に理解してもらうことで改善に繋げている。

　また、NDF組合各社と従業員の教育方法について情報共有を進めている。

・野菜原料ロス削減への取組み 　良品野菜の納入は廃棄物削減に繋がるため、契約農家と良好な関係を築き、 継続

　契約栽培などにより安定した品質の野菜を購入して廃棄ロス削減に繋げる。

　植物工場野菜の納入量増加に向けてメーカーと課題対策を継続する。

・生産設備の維持管理 　生産設備の故障や調整不良が原因で発生する廃棄ロスを抑制するため、 従業員からの報告や提案を

　定期巡回やメンテナンス強化を図る。 得るための方法

・社内販売による食品廃棄物削減 　3工場の予備製品をルート配送し、社内販売品として有効活用しており、 配送や販売方法の簡素化

　への取組み 　食品廃棄物の削減に繋げている。

・食品廃棄物の循環再利用 　食品廃棄物を資源として有効活用するため、グループ企業と協働で循環再 久喜工場の野菜残渣限定で

　利用システムの研究を進めている。 計画中

次年度取組
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取組計画         ２０２1年度の結果及び評価
５．食品廃棄物リサイクル率向上 　［目標達成状況］ ［目標］

     目標： 大宮工場 目標　達成 大宮工場

　　リサイクル率　100％維持 習志野工場 目標　達成 習志野工場

本社・久喜工場 目標　達成 本社・久喜工場

実績： 100％ 全社で100%を継続

　　　　　　　※再生利用等の実施率：100％

　［評価］

　・廃棄物分別プロジェクト活動により、新しく入社した従業員でも分かりやすい

　　分別方法になっており、食品廃棄物リサイクル率100％を維持している。

　・プロジェクト活動により産業廃棄物から有価物化できた事例がある。

　　更なる再生利用の探索を継続する。

・全従業員に分別収集の教育と実践 　写真やイラストなどを多用した表示方法ではなく、出来るだけシンプルに表現 他工場や他社の良い点を

　することが外国籍や入社したばかりの従業員に理解してもらうポイントである。 参考にして改善

　ゴミ箱の種類や色、配置などを工夫して改善を進めている。

・分別の細分化によるリサイクル化 　廃棄物業界全体が厳しく、今まで有価物や再生原料として取引きしていた物 シール台紙の有価回収先を

　が軒並み産業廃棄物として処理されている。再生原料とするため今まで以上 探索

　に細分化した分別を実施している。

　生産で使用したアルミカップ、紙袋、少量金属クズ、硬質プラスチックなどの

　新規有価物回収ルートを開通した。

６．紙の購入量の削減 　［目標達成状況］ ［目標］

大宮工場 大宮工場　　目標　達成 大宮工場

　　購入量：2020年度より　0.5%削減 　　　　　実績： 535,500枚 　　　545,985枚

     目標：　　548,743枚 　　　　　（2020年度比　2.9％削減） （2020年度比　1.0％削減）

習志野工場 習志野工場　　目標　未達成 習志野工場

　　購入量：2020年度より　0.5%削減 　　　　　実績： 889,000枚 　　　809,325枚

     目標：　　813,413枚 　　　　　（2020年度比　8.7％増加） （2020年度比　1.0％削減）

本社・久喜工場 本社・久喜工場　　目標　未達成 本社・久喜工場

　　購入量：2020年度より　0.5%削減 　　　　　実績：772,000枚 　　　765,072枚

     目標：　　768,936枚 　　　　　（2020年度比　0.1％削減） （2020年度比　1.0％削減）

　［評価］

　・新型コロナ感染症の拡散防止対策としてWEB会議が定着しており、電子

　　データで会議資料を閲覧することにより印刷枚数の削減が進んでいる。

　　また、集合会議や打合せにおいても各自のPCで閲覧することが定着。

　・両面印刷や2アップ印刷などにより事務用書類の印刷枚数削減を進めて

　　いるが、生産現場で使用している帳票類の削減が遅れている。

　・久喜工場と大宮工場でKAMINASHIシステムを導入し、現場帳票類の削減 KAMINASHIの活用

　　に取り組んでいるが、現状では品質担保のため紙帳票が多く使用されて

　　おり、お客様含め今後の検討課題である。

・ペーパーレス化の推進 　会議や打合せでモバイルPCやモニター使用が定着しており、ペーパーレス データ格納先の整理

　 　化が進んでいる。

・帳票類の見直しと削減 　生産現場で使用している帳票類の中には、依然として紙による保管が必要な

　フォーマット類があり、生産数の増加や工程の複雑化により印刷枚数が増加

　している。ペーパーレス化のため課題を抽出し、お客様と共に改善を進める。

・帳票のシステム化 　スマートフォンを使用した帳票管理システムの活用を進めているが、製造現場 システム担当人材の育成

　のシステム担当人材が不足しているためシステム展開に時間を要している。

・両面印刷などの機能を活用した 　印刷やコピーで使用した枚数を個人別で集計し公開することにより、ペーパー 継続

  印刷やコピーの徹底 　レス化の啓蒙を図っている。

　未だに記録を紙で保存する文化が残っており、従業員の意識改革が必要で

　あるが道のりは半ばである。デジタル化にネイティブな若手社員を積極的に

　巻き込んでペーパーレス化を推進する。

　

次年度取組
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取組計画         ２０２1年度の結果及び評価
７．改善提案制度による製造ロス削減と 　［目標達成状況］ ［目標］

　　品質向上

　　提案件数 大宮工場 目標　未達成 大宮工場：24件

     目標： 実績：23件

     大宮工場　　  　 　  24件

     習志野工場　　      50件 習志野工場 目標　未達成 習志野工場：50件

     本社・久喜工場     20件 実績： 4件

本社・久喜工場 目標　未達成 本社・久喜工場：25件

実績： 7件

　［評価］

・労力・資材・用品・経費等のコストダウン 　・各工程で改善への取組みは実施されているが、生産優先のため提案書を 定期的な情報発信

・作業効率の向上 　　作成する時間が確保できていない。また改善効果が大きな案件しか提案

・技術・品質・作業環境の向上 　　できないと思い込んでいた節があり、改善効果が大きくなくても提案として

・省エネルギー及び環境の向上 　　受け付けていることを発信していたが目標には届かなかった。

・安全衛生の向上 　・推進委員から積極的に働き掛けを行った工場の提案件数が増加している。

・既存設備・備品の効果的活用 　　従業員に向けた情報発信方法などを参考に進める。

・その他、業務に関する改善

８．地域への環境改善活動

・工場周辺の清掃活動 　・定期的に各工場周辺と技能実習生の寮周辺の清掃を行い、地域住民との 新型コロナ感染防止を徹底

　　共生を図っていたが、新型コロナ感染症の拡散防止から、今年度は一部の した取組みを模索

　　みの実施となった。

　・例年は久喜工場では工業団地協議会主催のイベント準備や定期清掃など

　　を実施していたが、今年はイベント中止や縮小となったため、工業団地内の

　　企業とコミュニケーションを図る機会が無くなった。

・グループ共通の地域清掃活動 　・グループ企業の創業月である毎年11月を「グループクリーンデー」として、 毎年継続活動

　　グループ一斉に地域清掃活動を実施していたが、新型コロナ感染症の拡散

　　防止のため中止となった。

９．その他環境改善活動

・技術レベルの底上げ 　・設備管理担当者による情報共有会を定期開催し、技術レベルを底上げする 継続

　　ことにより設備の安定稼働に繋げている。

・グループ本社との協働 　・外部講師を招いたWEB形式の環境関連セミナーへ参加。間接部門を含む 継続参加

　　多人数で受講し、環境関連知識の向上に繋がった。

　・現場で地道に努力をしている人を表彰する「プロフェッショナル表彰制度」を

　　継続。社員やパート従業員、国籍関係なく地道に努力している人や模範と

　　なる人を表彰してモチベーション向上を図り、活動のすそ野を広げる。

　・グループ企業間で多拠点一括電力融通サービズを進めている。

　・ロボットやAIの活用、省エネ、廃棄物削減など将来に向けた技術情報の

　　共有と研究を進めている。

・NDF組合活動 　・全国NDF組合企業の環境推進メンバーと情報交換を行い、活動事例を共有 継続

　　して自工場に取り入れる。

次年度取組
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５．環境関連法規等の遵守状況、違反、訴訟等

　・関連法規遵守状況の確認を行いました。
　・フロン簡易点検において点検漏れがが散見されたため、事務局から適宜情報発信して点検漏れ防止を図る。

　主要な環境関連法規（抜粋）

環境関連法規名 要求事項 関連項目 順守評価

習志野工場 大宮工場 本社・久喜工場

廃棄物処理法 ・収集業者の許可書確認（写し保管） 一般廃棄物 許可証○ 許可証○ 許可証○

・保管基準(表示） 産業廃棄物 看板〇 看板〇 看板〇

・収集運搬・処理業者との契約、 契約書〇 契約書〇 契約書〇

　許可証 許可証〇 許可証〇 許可証〇

・マニフェスト交付、報告 報告書〇 報告書〇 報告書〇

・定期視察（処理・収集運搬） 報告書〇 報告書〇 報告書〇

食品リサイクル法 再生利用等の実施率 食品廃棄物 令和３年度報告〇 令和３年度報告〇 令和３年度報告〇

年間１００ｔ以上の排出事業者の報告義務

容器包装リサイク 再商品化の義務 プラスチック製容器 委託契約書○ 委託契約書○ 委託契約書○

ル法 包装

エネルギーの使用 中長期的な計画書報告 エネルギー使用設備 報告書○ 報告書○ 報告書○

の合理化に関する エネルギー使用状況報告 届出○ 届出○ 届出○

法律 エネルギー管理者選任

　第一種　原油換算　３,０００ｋｌ以上

　第二種　原油換算　１,５００ｋｌ以上

大気汚染防止法 ばい煙発生施設届出 ボイラー 届出○ 届出○ 届出○

排出基準の順守

ばい煙量の測定、記録

騒音規制法 特定施設届出 空圧・乾燥機 届出〇 届出○ 届出○

空調機

振動規制法 特定施設届出 空圧・乾燥機 届出○ 届出○ 届出○

空調機

悪臭防止法 規制基準の順守 規制基準○ 規制基準○ 規制基準○

水質汚濁防止法 排水基準の順守・水質測定・記録 排水設備 排出基準○ 排出基準○ 排出基準〇

水道法 水質基準に適合すること 工・井水処理設備 検査報告書○ 検査報告書○ 検査報告書○

受水槽

浄化槽法 定期検査実施 浄化槽 検査記録○ 該当無 該当無

消防法 消防設備等点検 消火器具、消火栓、 点検結果報告書○ 点検結果報告書○ 点検結果報告書○

火を使用する設備等設置届出 誘導灯、防火シャッタ

ガス器具、ボイラー

電気事業法 年次・月次点検の実施 受変電設備 年次点検報告書○ 年次点検報告書○ 年次点検報告書○

フロン排出抑制法 簡易・定期点検の実施と記録 冷凍・冷蔵・空調機 点検記録○ 点検記録○ 点検記録○

フロン充填・回収証明書の発行と管理 証明書発行管理○ 証明書発行管理○ 証明書発行管理○

CO2換算1000t以上漏洩量報告 漏洩量報告　該当せず 漏洩量報告　該当せず 漏洩量報告　該当せず

毒物及び劇物 保管時の適正管理（在庫確認、漏洩 薬品倉庫 保管量○ 保管量○ 保管量○

取締法 防止、表示） 使用現場 保管状態○ 保管状態○ 保管状態○

ＳＤＳの取得、取扱表示

地球温暖化対策 温室効果ガスの排出抑制 エネルギー使用設備 該当せず 報告書○ 報告書○

の推進に関する 地球温暖化対策計画・実施状況報告 届出○ 届出○

法律 目標設定型排出量取引制度対応
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６．外部コミュニケーション

　・久喜工場の送迎バス駅前乗降に関する申し入れがあり、従業員に対してマナーの啓蒙を行っているが、個人のモラルに依存

　する部分が多くあるため難しさを感じている。

　・以前は設備導入時の行政への届出漏れが散見されていたが、関連部署で計画を共有し、届出漏れが発生しないよう事前確

　認を徹底している。

　・その他環境関連の法令違反や訴訟などはありません。

７．代表者による全体の評価と見直し

　・久喜工場の生産食数は前年比108.6%と伸長し、太陽光発電システム導入や省エネへの取組み強化により原単位目標を達成。

 　大宮工場の生産食数は前年比90.7%と低迷し、空調や照明などのベースエネルギーを吸収できず原単位目標は未達となった。

 　習志野工場の生産食数は前年比110.6%と伸長したが、以前から取り組んでいた省エネ対策が効果を発揮し、エネルギー使用

 　量を削減して原単位目標を達成。

　・生産アイテムによる使用エネルギー構成の変化や製造工程の複雑化により環境負荷が高くなっている。

 　品質を維持した省資源での生産を実現するため、パート従業員を含め全従業員が役割に合った改善に取り組んでいる。

　・従業員のコスト削減意識が高まり、自主的に活動する部署横断の小集団活動が定着して成果を上げている。

 　活動の輪を広げて更なる環境負荷低減に努める。

　・エネルギー費の高騰が経営に大きな影響を与えており、省エネ対策だけに止まらず、再エネや創エネについてもグループ協

 　働取り組みを進める。

　・廃棄物の適正管理を強化し、廃棄物の分別徹底から再資源化への取り組みを進めている。

 　今後は発生抑制の観点で新たな発想を取り入れた生産体系や原材料の変更などについても検討を進める。

　・気候変動が主要原料である農産物へ大きな影響を与えている。高品位の野菜を使用することにより、エネルギー使用量や廃

 　棄物の削減に繋がる。高品質の野菜を納入できるよう農産物生産者と情報交換を行い、相互利益に繋がるよう協働で進める。

　・従業員が安全安心に仕事に取り組める作業環境づくりが環境負荷低減に繋がると考えて事業を運営する。

　・１社の力量では不可能であっても関連企業と協働で取り組むことで可能性が広がると考えており、今後も関連企業と積極的な

 　情報交換を行う。

　・コロナ禍で延期されていた工場周辺の環境整備を安全に配慮して再開した。地域住民や近隣企業との良好な関係維持に努

 　める。

　・環境関連セミナーの受講や外部システムの活用により、環境法令の遵守、並びにコンプライアンス強化を図る。

　・新型コロナ感染症や自然災害など想定外の事態に備え、従業員の安全を優先した事業継続を実現するために必要な事柄を

 　整備する。
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