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≪ご挨拶≫

株式会社原田は1901年（明治34年）創業より120年の長きにわたって皆様よりご愛顧をいただい
ております。和菓子の製造業者として発足してから、パン・洋菓子製造業に着手し、今日では、ご
好評いただいておりますラスク「グーテ・デ・ロワ」を始めとする、総合洋菓子メーカーとして信
頼される企業を目指しております。

この事業の拡大につれて、地球環境に与える影響も大きくなる事を受け止め、全社で次項の環境
方針を掲げ、地球環境に優しい企業となるべく、2013年3月にエコアクション21の認証を受けまし
た。また、2014年より、新たに稼動した高崎工場も管理対象とし、2016年は直営店舗である中山道
店、ららん藤岡店にも活動を拡大しています。2019年10月には高崎工場 に全館LED照明・最新の省
エネトップランナー設備を導入した西棟が竣工し、新町本社第２工場から生産ラインの移転、及び
繁忙期に対応できる倉庫として稼働を始めました。更に、2020年2月に中山道店を新築移転しました。

以下、本取り組みを「環境経営レポート」としてまとめました。多くの皆様より、ご高覧、ご指導、
ご指摘をいただき、環境活動への更なる取り組み、意識向上に活かしていきたいと存じますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

株式会社 原田

代表取締役社長

原田 義人
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環境経営方針
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〔 基本理念 〕
私たちの使命は、人々の暮らしに感動を呼び起こすことのできる高品質にして価値のある商品を創

造し、真心のこもったサービスとコミュニケーションを提供する経営の実現にあります。そして、千
寿万世を実現するため、私たちは日々の企業活動において、地球環境の保全を配慮するよう努めます。

〔 基本方針 〕
私たちは、食品製造を主とする企業活動において、以下の基本方針で地球環境の保全に取り組みます。

2.企業価値向上ツールとして、エコアクション21の取り組みのための環境経営システムを構築し、カーボンニュート
ラルの実現に向かう潮流に対応するよう着実に運営します。

3.環境経営実践のためのPDCAサイクルを備えたマネジメントの普及を進め、実効性を高め、事業活動における更
なる環境配慮の促進を図っていきます。

4.環境関連の法令や国際規約、業界のルールを遵守します。

5.原材料、水、エネルギーの効率的使用に努め、CO2の排出、排水、廃棄物の削減、再生、再利用に取り組みます。

6.この環境経営方針を社内外に公表するとともに、社員の環境保全意識を高める教育を行います。

２０１２年 ３月 １日 制定
２０２１年 ３月 １日 改定

株式会社 原田
代表取締役社長

原田 義人

1.心の豊かさを享受できる地域社会の創生のために、事業活動を通じ、様々な社会貢献活動、環境保全活動に取り
組んでいきます。



1. 事業活動の規模
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1.事業所及び代表者名
株式会社原田
代表取締役社長 原田 義人

2.所在地
本社工場 〒370-1301 群馬県高崎市新町1207
高崎工場 〒370-0854 群馬県高崎市下之城町584－8
中山道店 〒370-1301 群馬県高崎市新町 2818
ららん藤岡店 〒375-0005 群馬県藤岡市中字広町1131－8

3.環境保全関係の責任者及び担当者連絡先
環境経営責任者 ：代表取締役社長 原田 義人
環境管理責任者 ：取締役副社長 原田 司
ＥＡ２１事務局担当：生産本部長 奥泉 敬

TEL：0274-40-3331
FAX：0274-40-3341

4.対象範囲
2013年度 本社工場及びその敷地内の販売店舗を対象とする
2014年度 高崎工場を実績把握の対象とする
2015年度 高崎工場もエコアクション21認証を取得する
2016年度 直営店舗（中山道店、ららん藤岡店）も対象とする（全組織・全活動）
2019年度 高崎工場の西棟を対象とする

5.レポートの対象期間
2021年4月～2022年3月

6.事業の内容
洋菓子（主にラスク、焼菓子）の製造・販売



7．事業規模
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新町本社工場

活動規模 単位 2020年度 2021年度

総生産高 百万円 4,891 5,749

従業員数 人 291 277

延床面積 ㎡ 17,185 17,185

高崎工場

活動規模 単位 2020年度 2021年度

総生産高 百万円 10,609 12,106

従業員数 人 435 427

延床面積 ㎡ 50,199 50,199

※2013年度より高崎工場が稼働し、工場別総売上高の把握ができないため、総生産高に変更致しました。
※従業員数は新町本社工場・本館・高崎工場・中山道店・ららん藤岡店の人数(派遣は含まず)、短時間パートは0.5人で集計しています。
※新町本社工場の建物の面積は、新町倉庫を含んでいます。
※当社の環境経営レポート年度期間は4月1日から翌年3月31日です。
※2013年度5月より、高崎工場が稼働したことにより、新町本社工場の生産量は減少しています。
※2019年度10月より、高崎工場西棟（延床面積14,883㎡）が稼働したことにより、延床面積の数値が変更となりました。



2. 環境経営システムの実施体制
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環境経営責任者
エネルギー管理統括者
代表取締役社長： 原田 義人

環境管理責任者
取締役副社長： 原田 司

事務局
生産本部 ： 奥泉、狩野、高柳、栗原、飯野
管理本部 ： 高橋（栄）、木村、小川、宗野、高田、田口、

湯澤、島澤、関口、高橋、宍戸、植松、内山、佐藤、
井上、吉井、富田、荒巻、清水

情報システム部 ： 葛馬、江井、坂本

内部監査委員会
仕上部 部長： 富沢
製パン部 部長： 横川

エコアクション委員会

【組織図】

高崎工場 生産本部／流通本部
製パン部 ： 丸岡
仕上部 ： 中村、小浦、村山、森下
包装部 ： 田中、瀧澤、長谷部
洋菓子１部 ： 関口、川端、平野
洋菓子２部 ： 斎藤、本城、上村
荷受課／産廃 ： 小川、湯浅
物流配送課 ： 田中、岩成
生産技術部 ： 野瀬、高濱
通信販売課 ： 岡部、笠原

管理本部
環・施／省エネ・排水 ： 関口、内山、佐藤、井上、清水

新町工場 生産本部／営業本部
製パン部 ： 島田、小渕
仕上部 ： 大塚、武井 営業部 ： 武川
包装部 ： 神宮、関口、石渡 中山道 ： 森下
荷受課／産廃 ： 宗野、高田 本館 ： 武井
生産技術部 ： 藤縄、岩片 ららん ： 丸岡

管理本部
総務部 ： 高橋
環・施／省エネ ： 田口、富田、荒巻
環・施／排水 ： 田口、植松、高橋

省エネ委員会
エコアクション委員会のメンバーのうち、生産本部と管理本部
島澤(エネルギー管理企画推進者)
湯澤(エネルギー管理員)
木村・植松・内山・富田・荒巻(エネルギー企画推進員)



【責任と役割】
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環境経営責任者 ・環境方針の策定
・資源(人/物/金)の用意
・評価、見直しの指示

環境管理責任者 ・システム運用の責任者
・システム運用に関する提案、報告等に対する承認
・代表者への定期報告

事務局 ・社内教育
・活動記録
・エコアクション管理項目の分析及び削減
・省エネ活動の推進及び管理
・エコアクション部内会議を毎月開催
・環境レポート作成

エコアクション委員会 ・部門活動(PDCA全般にわたる活動を行う)
・連絡会出席



3. 環境経営目標とその実績
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当社における2021年4月1日～2022年3月31日の環境負荷実績を把握し、目標を下記の通り定め、活動を開始しました。
主要な環境経営目標と環境負荷・実績、環境経営計画実施事項、環境経営計画評価事項

環境経営目標

基準値 今年度目標 3年後の目標
環境経営計画
実施事項

環境経営計画
評価事項

2020年度 2021年度 2024年度

実績 目標 実績 目標

①生産百万円
当たり二酸化炭素
排出量の削減

405.02
㎏-CO2/百万円

1,981ton/
4,891百万円

400.97
kg-CO2/百万円

2020年度実績に
対して1%削減

384.58
kg-CO2/百万円

2,211ton/
5,749百万円

前年比5.04％減
2021年度実績に
対して2%削減

①空調温度の適正
化・表示
②照明・PC電源
不要時のOFF
③エアコン清掃の
実施
④設備の確認・
点検
⑤エコドライブ
推進
⑥社有車の点検・
整備
⑦電力・ガソリン
量の集計
⑧原因分析と削減
方法の検討

新町本社工場の省エネ活動は
工場及び本館前スポットライ
トのLED化(13ヵ所)、3F・4F 
エアコン熱交換器交換(6台)、
ファンモーター交換(1台)、チ
ラーの水熱交換器及び圧縮機
の交換、冷蔵冷凍庫設備の温
度計校正、空調設備の薬品洗
浄(105台)、4Fホワイトチョ
コライン温水配管の短縮、屋
上ボイラー配管ラッキング等、
を積極的に進めてきました。
新型コロナウイルスの影響を
受けた前年度と比較して、生
産高は85,800万円増加(約
17％増)となり、省エネ活動
の効果もあって、CO₂原単位
の前年比を大幅に減少(5.04％

減)させることができました。

新町本社工場①



環境経営目標

基準値 今年度目標 3年後の目標

環境経営計画
実施事項

環境経営計画
評価事項

2020年度 2021年度 2024年度

実績 目標 実績 目標

②生産百万円
当たり廃棄物の

削減
【有価含む】

103.65
㎏/百万円

507ton/
4,891百万円

102.61
kg/百万円

2020年度実績に
対して1%削減

93.58
㎏/百万円

538ton/
5,749百万円

前年比9.71％減
2021年度実績に
対して2%削減

①分別ルールの徹底
②廃棄物置場の整備
③廃棄物排出量の
集計

④原因分析と
削除方法の検討

前年度の除害施設清掃(チョ
コ製品の生産増に伴う汚泥引
抜き(約23トン))が本年度は
発生せず、汚泥は約31トン減
少(前年比約30％減)となりま
した。コロナ禍の影響を受け
た前年度と比較して、生産の
改善や工場見学来館者数の約
2万人増加 (約43％増)により、
一般廃棄物・廃プラ(包装
フィルム等)等、発生しまし
たが、各部署の分別徹底意識
向上に加え、生産高は85,800
万円増加(約17％増)となり、
原単位の前年比を大幅に減少
(9.71％減)させることができ
ました。本年度も排出抑制は
継続して実施できています。

新町本社工場②
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環境経営目標

基準値 今年度目標 3年後の目標

環境経営計画
実施事項

環境経営計画
評価事項

2020年度 2021年度 2024年度

実績 目標 実績 目標

③生産百万円
当たり水使用量の

削減

3.022
㎥/百万円

14,785㎥/
4,891百万円

3.007
㎥/百万円

2020年度実績に
対して0.5%削減

2.588
㎥/百万円

14,883㎥/
5,749百万円

前年比14.36％減
2021年度実績に
対して1%削減

①毎月のメーター
の確認
（漏水防止）
②節水表示
③設備の確認
④原因分析と
削除方法の検討

水使用量総量については、
ホワイトチョコ設備のチ
ラーポンプのパッキン交換、
店舗・製造現場等、清掃回
数の頻度見直し等により節
水に努めました。
新型コロナウイルスの影響
を受けた前年度と比較して
生産高は85,800万円増加
(約17％増)となり、原単位
の前年比を大幅に減少
(14.36％減)させることが
できました。

新町本社工場③
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環境経営目標

基準値 今年度目標 3年後の目標

環境経営計画
実施事項

環境経営計画
評価事項

2020年度 2021年度 2024年度

実績 目標 実績 目標

①生産百万円
当たり二酸化炭素排

出量の削減

387.02
㎏-CO2/百万円

4,106ton/
10,609百万円

383.15
kg-CO2/百万円

2020年度実績に
対して1%削減

365.76
㎏-CO2/百万円

4,428ton/
12,106百万円

前年比5.49％減
2021年度実績に
対して2%削減

①空調温度の適正化・
表示

②照明・PC電源不要時
のOFF

③エアコン清掃の実施
④設備の確認・点検
⑤エコドライブ推進
⑥社有車の点検・整備
⑦電力・ガソリン量の
集計

⑧原因分析と削減方法
の検討

高崎工場の省エネ活動は、夜勤
非稼働(5月～10月)、チラー3台
のうち1台停止、外調機設定温度
変更、エアコンの夜間停止、ロ
ワ用パン・ホワイト用ラスクの
タクトアップ(同一時間内での処
理数量アップ)、西棟4F製パン用
冷水機温調ポンプ・チラー・
ヒーターの稼働を生産日に限定、
週末の3Fエリア給排気停止、3F
ケーキ課のエアコン夜間停止、
2F包装部天井の断熱工事実施、
生産設備：エアー漏れ部品交換
(15ヵ所)、漏水・蒸気漏れ修
理・部品交換(5ヵ所)、オートテ
ンパ温度見直し、エアコンの薬
品洗浄(285台)、コールセン
ター・通販物流資材置場のLED
化(67台)、コンプレッサー１号
機のオーバーホール等、積極的
に進めてきました。新型コロナ
ウイルスの影響を受けた前年度
と比較して生産高は149,700万円
増加(約14％増)となり、CO₂原
単位の前年比を大幅に減少
(5.49％減)させることができま

した。

高崎工場①
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環境経営目標

基準値 今年度目標 3年後の目標

環境経営計画
実施事項

環境経営計画
評価事項

2020年度 2021年度 2024年度

実績 目標 実績 目標

②生産百万円
当たり廃棄物の

削減
【有価含む】

76.72
㎏/百万円

814ton/
10,609百万円

75.95
kg/百万円

2020年度実績に
対して1%削減

76.16
㎏/百万円

922ton/
12,106百万円

前年比0.72％減
2021年度実績に
対して2%削減

①分別ルールの
徹底
②廃棄物置場の
整備
③廃棄物排出量
の集計
④原因分析と削
除方法の検討

排水処理槽内のバターミルク流
入による水質悪化防止等により、
排水処理設備の油脂汚泥(約52ト
ン)の増加、前年度のコロナ影響
で残った原材料廃棄等の発生も
ありましたが、各部署の分別徹
底意識向上により、ゴミの分別
が継続的に行うことができまし
た。4F仕上部では、ラスクの廃
棄量対策としてバター噴霧用配
管に詰まり対策用ストレーナー
を設置し、ラスクの廃棄量を約
3.6トン低減(前年比93％減)でき
ました。
新型コロナウイルスの影響を受
けた前年度と比較して生産高は
149,700万円増加(約14％増)とな
り、原単位の前年比は微減
(0.72％減)となりました。

高崎工場②
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環境経営目標

基準値 今年度目標 3年後の目標

環境経営計画
実施事項

環境経営計画
評価事項

2020年度 2021年度 2024年度

実績 目標 実績 目標

③生産百万円
当たり水使用量の

削減

2.619
㎥/百万円

27,792㎥/
10,609百万円

2.606
㎥/百万円

2020年度実績に
対して0.5%削減

2.391
㎥/百万円

28,952㎥/
12,106百万円

前年比8.70％減
2021年度実績に
対して1%削減

①毎月のメーター
の確認

（漏水防止）
②節水表示
③設備の確認
④原因分析と
削除方法の検討

工場内生産設備漏水・
蒸気漏れ修理・部品交
換(5ヵ所)、蒸気用ス
チームトラップ交換
(49ヵ所)、継続して
行っている生産ライン
でのCIP・傾斜コンベ
ア機械部品等・バター
リング工程での洗浄方
法改善、天板洗浄回数
の低減等、本年度も節
水に努めました。新型
コロナウイルスの影響
を受けた前年度と比較
して生産高は149,700万
円増加(約14％増)とな
り、原単位の前年比を
大幅に減少(8.7％減)さ
せることができました。

高崎工場③
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環境経営目標

基準値 今年度目標 3年後の目標

2020年度 2021年度 2024年度

実績 目標 実績 目標

①生産百万円
当たり二酸化炭素排

出量の削減

392.70
㎏-CO2/百万円

6,087ton/
15,500百万円

388.77
kg-CO2/百万円

2020年度実績に
対して1%削減

371.82
㎏-CO2/百万円

6,639ton/
17,855百万円

前年比 5.31％減
2021年度実績に
対して2%削減

②生産百万円
当たり廃棄物の

削減
【有価含む】

85.22
㎏/百万円

1,321ton/
15,500百万円

84.37
kg/百万円

2020年度実績に
対して1%削減

81.76
㎏/百万円

1,460ton/
17,855百万円

前年比 4.06％減
2021年度実績に
対して2%削減

③生産百万円
当たり水使用量の

削減

2.746
㎥/百万円

42,577㎥/
15,500百万円

2.732
㎥/百万円

2020年度実績に
対して0.5%削減

2.455
㎥/百万円

43,835㎥/
17,855百万円

前年比 10.59％減
2021年度実績に
対して1%削減

工場合計①～③
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環境経営目標

基準値 今年度目標 3年後の目標
環境経営計画
実施事項

環境経営計画
評価事項

2020年度 2021年度 2024年度

実績 目標 実績 目標

④グリーン
購入の推進

〇
現状把握

購入品リストによる
グリーン購入の

徹底

①購入品の調査
②グリーン購入品の
選定

③グリーン購入品の
決定

作業着(再生PET製品
50%)を購入。ダン
ボール・手提袋・
トレーの一部に再生
紙、再生PETを使用。
次年度も、グリーン
購入を継続する。

⑤本業に
関する目標 △

包装形状の
検討

包装材の軽量化と
リサイクル化

①トレー・フィルム
の軽量化

②包装形状の検討

フィルム薄化、軽量
化の検討を行った。
ギフト商品の性質上、
現状、再生品の利用
は難しい。次年度は
ギフト以外の商品の
簡易包装化を検討中。

工場合計④

※実績は、 2021年4月1日～2022年3月31日の1年間のデータです。
※両工場の電気使用量からCO₂の排出を算出した係数は以下の通りです。

（株）シナジアパワー … 0.473(kg-CO₂/kWh) 
これは、2022年2月17日に 環境省・経済産業省が公表した電気事業者別排出係数です。
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2012年7月1日 ：社内報にて、エコアクション特集を載せて、社内教育を図りました。
2014年3月1日 ：弊社ホームページにて環境活動レポートを公表し、食品リサイクルの取組を公開致しました。
2014年4月1日 ：社員手帳に環境方針を載せて、全社員に周知徹底を図りました。
2015年1月27日 ：eco講習会を実施して、省エネや環境負荷について従業員の意識を向上させました。
2015年7月1日 ：社内報にて、ぐんま緑の県民基金へ寄付を周知致しました。
2015年8月1日 ：社内報にて、高崎工場太陽光パネル設置を周知致しました。
2017年3月13日 ：エコアクション21委員会にて環境活動レポートについて説明しました。
2017年3月13日 ：エコアクション21委員会にて群馬県環境基本計画の概要を説明しました。
2017年6月5日 ：生産会議にて、省エネルギー原単位実績値を説明しました。
2017年6月26日 ：エコアクション21委員会にて経済産業省エネルギー中長期計画策定を説明しました。
2017年12月4日 ：経済産業省エネルギー管理指定工場現地調査について説明しました。
2018年7月9日 ：エコアクション21委員会にて環境活動レポートについて説明しました。
2018年7月9日 ：エコアクション21委員会にて省エネルギー中長期計画実施内容について説明しました。
2018年7月9日 ：生産会議にて省エネルギー中長期計画実施内容について説明しました。
2018年3月5日 ：エコアクション21委員会にて環境活動実績値について説明しました。
2018年10月29日：省エネルギー定期報告について説明しました。
2019年6月10日 ：エコアクション21委員会にて、経済産業省エネルギー原単位実績値・中長期計画を説明しました。
2019年6月17日 ：生産会議にて、経済産業省エネルギー原単位実績値を説明しました。
2019年11月18日：エコアクション21委員会にて、環境経営実績値を説明しました。
2019年12月2日 ：生産会議にて、環境経営実績値を説明しました。
2020年7月6日 ：生産会議・エコアクション21委員会にて環境経営実績値、経済産業省エネルギー原単位実績値について説明しました。
2020年10月26日：エコアクション21委員会にて、当社が実施している環境保全活動について説明しました。
2021年5月17日 ：生産会議・エコアクション21委員会にて環境経営実績値、経済産業省エネルギー原単位実績値について説明しました。
2021年11月15日：エコアクション21委員会にて環境経営実績値、経済産業省エネルギー原単位実績値について説明しました。
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４. 社内教育等の実施状況



５. 食品残渣のリサイクル状況
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食品残渣のリサイクルについては、農水省への毎年度の定期報告にも載せていますが、2015年度より、コー
ヒーゼリー製造時のコーヒーの出しガラを肥料化しており、今年は約7.5トンのリユースができたため、今回は、
99.7%となりました。
一方、店舗からの返品による完成品の廃棄は、発生しておらず、生産販売会社として誇りとするところです。

農水省定期報告値は、以下の通りです。

年度
食品廃棄物
等の発生量

(t)

食品循環資源の
再生利用の実施量

(t)
再生利用率

再生利用量明細(t)

飼料 肥料 油脂及び油脂製品

２０１９年度 678.8 675.1 99.5% 664.4 10.7 0

２０２０年度 597.2 594.9 99.6% 585.2 8.4 1.3

２０２１年度 697.3 695.5 99.7% 688.0 7.5 0



６. 代表者による全体評価と見直し・指示の結果
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エコアクション21の取組を始めて9年目となりました。
今年度は、2021年6月にコクーンシティさいたま新都心店がオープン、７月にそごう横浜店、８月に松屋銀座店、９月に京王新宿店、

10月に阪神梅田店がリニューアルオープンいたしました。新設及びリニューアル店舗はLED照明設置等の省エネ対応を実施しております。
さらに、高崎工場１階通販物流エリア・２階コールセンターの照明67灯、新町工場（隣接店舗棟である本館を含む)では、本社工場棟及

び本館前の水銀灯照明11灯、本館・ららん店内照明31灯、合計109灯のLED化を行う等積極的に省エネ対策を推進してまいりました。
新型コロナウイルスにより、本年度も主要都市の緊急事態宣言や全国的な蔓延防止措置等厳しい状況は続きましたが、４月にグーテ・

デ・レーヌキャラメルショコラ、グーテ・デ・ロワカカオ、１０月にはグーテ・デ・ロワ群馬エディション等、新商品を発売し、 7月に
はスヌーピーとのコラボ商品の販売を行い、新店舗もオープンする等、逆境の中においても攻めの姿勢を取り続けた結果、生産高は前年
に比べ約15％増加となりました。生産増に加え、各部署の省エネ活動の積極的な取組により、二酸化炭素排出量の原単位は前年対比を約
5％下回ることができました。
廃棄物の原単位は分別管理の徹底等により前年に比べ約4％下回ることができました。
水の使用量の原単位は生産現場の洗浄方法の改善、生産設備の漏水修理・スチームトラップの交換等の蒸気漏れの修理を実施したこと

から前年に比べ約10％削減となり、目標値を大幅に達成することができました。
今後、エネルギーを取り巻く環境は益々厳しくなりますが、政府が宣言した2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする

カーボンニュートラルを目指し、脱炭素社会の実現に向けて、非化石化・エネルギー転換等も視野に入れ、省エネ対策への積極的な取組
みや一般廃棄物の分別管理の徹底等を継続し、より一層のカーボンニュートラルに向けた活動の推進に努めてまいります。
目まぐるしく変わる社会情勢等の影響による新生活様式への変革により、社会経済システムの大転換が迫られる中、経営上の様々な課

題をチャンスとして企業経営に臨み、環境経営を推進してまいります。
2022年は以下の実践策を推進していきたいと考えています。

《次年度の取組内容》
① 2021年度実績に対して、二酸化炭素排出量1％の削減・廃棄物1％の削減・水使用量0.5％の削減
② 高崎工場2階社員食堂・レクリエーションルーム、２階包装部エリア照明設備のLED化
③ 新町工場・高崎工場トンネルオーブンの蒸気スチームトラップ交換実施
④ 一般廃棄物の分別管理の徹底
⑤ 水使用量の見直し
⑥ 高崎工場西棟・中山道店屋上への太陽光発電設置の検討



７. 環境関連法規制の順守
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1.当社に適用となる主な環境関連法規

法規制等の名称と判定方法 順守状況
地球温暖化対策の推進に関する法律
【省エネルギー法定期報告書・中長期計画書 報告済】

順法

エネルギーの合理化に関する法律
【省エネルギー法定期報告書・中長期計画書 報告済】

順法

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
【食品リサイクル法定期報告書 報告済】

順法

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律
【再商品化委託契約申込書 提出済】

順法

下水道法
【高崎市水質試験検査 適合】

順法

騒音規制法
【騒音測定実施済 適合】

順法

振動規制法
【振動測定実施済 適合】

順法

悪臭防止法
【臭気測定実施済 適合】

順法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
【電子マニフェスト導入済】

順法

労働安全衛生法
【産業医・安全管理者・衛生管理者選任済、安全衛生委員会開催(毎月) 】

順法

法規制等の名称と判定方法 順守状況
食品衛生法
【JFS-B規格(食品安全マネジメントシステム)認証済】

順法

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
【防虫・防鼠・衛生点検、調査報告会議実施(毎月)】

順法

消防法
【防火管理者選任済、消防設備点検(2回/年)、消防訓練(2回/年)実施】

順法

工場立地法
【特定施設設置届届出済】

順法

フロンガス排出抑制法
【フロン類漏洩点検実施 (毎月)】

順法

電波法
【高周波利用設備許可書提出済】

順法



2.環境関連法規への違反、訴訟等の有無

2021年3月31日の環境関連法規遵守状況の確認において、環境関連法規への違反はありません。
尚、関係当局よりの違反等の指摘は過去3年間ありません。
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3.行政への定期報告

・地球温暖化対策の推進に関する法律 7月31日 報告済
・エネルギーの合理化に関する法律 7月31日 報告済
・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 6月30日 報告済
・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律 7月 1日 報告済

※産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、2019年3月より電子マニフェストに切り替えたため、
2020年度より報告は不要となりました。


