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組織の概要

1.　事業所名

株式会社　大和精機製作所 　　　代表取締役　水嶋大輔

2.　所在地

杉並本社 住所　東京都杉並区堀ノ内2-39-10 TEL　　03-3315-7291 FAX　　03-3313-1988

厚木第一工場 住所　神奈川県厚木市上依知510-1 TEL　　046-246-5481 FAX　　046-246-5481

厚木第二工場 住所　神奈川県厚木市上依知585 TEL　　046-246-5450 FAX　　046-246-5482

三郷事業所 住所　埼玉県三郷市彦成5-147-3 TEL　　048-950-7671 FAX　　048-950-7660

3.　事業内容

①事業内容　：　自動車部品、建設機械部品の製造

②事業規模　：　従業員数　　37名　　　総床面積　(3工場)　1397㎡　　

③認証内容　：　全社（杉並本社、厚木第一工場、厚木第二工場、三郷事業所）　　；　全活動

4.　実施体制

①環境管理責任者

代表取締役　水嶋大輔 TEL　　03-3315-7291 FAX　　03-3313-1988

　　・　環境管理者

杉並本社     　　　小柳　光央 TEL　　03-3315-7291 FAX　　03-3313-1988

厚木第一工場     野崎　敏文 TEL　　046-246-5481 FAX　　046-246-5481

厚木第二工場   　小山　晋 TEL　　046-246-5450 FAX　　046-246-5482

三郷事業所    　　桜井　隆行 TEL　　048-950-7671

②実施体制

役割、責任、及び権限

経営の課題とチャンスを明確にする

環境方針の策定

環境管理者の任命 →
システム全体の評価と見直し

システムの構築と運用

代表者への報告 →
事務局員・各担当者の任命
社内環境会議の開催

環境管理者の補佐 本社 杉並工場

文章・記録類の管理 → 4名 10名

エコアクション21の取り組み体制

36名

E-mail  mizushimad@yamatoss.co.jp

E-mail  oyanagim@yamatoss.co.jp

E-mail  koyamas@yamatoss.co.jp

* 第二と、共用
E-mail  koyamas@yamatoss.co.jp

E-mail  misato03@yamatoss.co.jp FAX　　048-950-7660

環境管理責任者

代表取締役

水嶋大輔

環境管理者 環境管理者 環境管理者

部門員の環境教育OJT

環境管理者

小柳　光央 野崎　敏文 小山　晋 桜井　隆行

厚木第１工場 厚木第２工場 三郷事業所

1名 9名 12名

部門の構築と運用・維持
実施状況の記録と確認・評価



5-1　中長期環境経営目標 （全社）

承認 作成

杉並、小柳

厚木、小山

三郷、桜井

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
（基準値） （前年度比目標） （前年度比目標） （前年度比目標）

電力使用量 118354.0kWh 1％削減 2％削減 3％削減

燃料使用量（ガソリン） 1172.6ℓ 1％削減 1％削減 1％削減

燃料使用量（軽油） 3691.6ℓ 現状維持 現状維持 現状維持

燃料使用量（灯油） 2466.3ℓ 1％削減 1％削減 1％削減

燃料使用量（ＬＰガス） 165.9kg 現状維持 現状維持 現状維持

燃料使用量（都市ガス） 579.0kg 現状維持 現状維持 現状維持

一般廃棄物 2988.8kg 現状維持 現状維持 現状維持

産業廃棄物（廃液） 0ℓ(kg) 現状維持 現状維持 現状維持

用水使用量 455.0㎥ 現状維持 現状維持 現状維持

（設計・生産・販売）

業務効率の向上 3 3件以上 4件以上 5件以上

水嶋

中長期環境経営目標

環境経営目標

二酸化炭素排出量の削減

廃棄物排出量の削減

用水使用量の削減

環境に配慮した製品の提供



５－２環境経営目標と実績 （全社）

活動期間　： 2021年12月01日～2022年11月30日

実績値
昨年実績

二酸化炭案ガス排出量削減 　　 排出量
76827.40

73078.97
電気使用量 130422

118354
ガソリン使用量 1192.81

1172.59
軽油使用量 2793.60

3691.56
灯油使用量 2667.734

2466.34
ＬＰガス使用量 154.13

165.90
都市ガス使用量 649.74

579.02

事業系一般廃棄物 3514.6
2988.8

　　　　産業廃棄物(廃液） 800
0

総排水量（または取水量）の削減 443
455

化学物質使用量の削威 0
0

設備の環境配慮 1
3

〈評価の表記〉：　〇達成、×未達成

0.447

当社の環境負荷削減のため、環境目標を設定し、活動した。

単位 評価
目標値  達成率

kg-ＣＯ2 72348.18 94.2% ×

kWh 117170.46 90% ×

ℓ 1172.59 98% ×

ℓ 3691.56 132% ○

ℓ 2417.0132 91% ×

kg 165.90 108% ○

kg 579.02 89% ×

廃棄物廃棄物量の削減

kg 2988.8 85% ×

kg 0 0% ×

ｍ3 455 102.7% ○

ℓ 0 #DIV/0! #DIV/0!

件 4 25% ×

電力の二酸化炭素排出係数は、東京電力調整後排出係数 kg/kWhを使用。



（全社）

2021年度 実績 2022年度 実績 2023年度 目標

目標値（-１％） 72348.18 76059.12
実績値 73078.97 76827.40 *
評価 * × *

電気使用量の削減 目標値（-１％） * 117170.46 129117.78
実績値 118354.0 130422.00 *

kg-CO2 52904.2 58298.63 *
ガソリン使用量の削減 目標値　（-1％） 1160.86 1180.88

実績値 1172.59 1192.81 *
kg-CO2 2720.41 2767.32 *

軽油使用量の削減 目標値（-１％） * 3654.64 2765.66
実績値 3691.56 2793.60 *

kg-CO2 9524.22 7207.49 *

灯油使用量の削減 目標値（-1％） * 2441.68 2641.06
実績値 2466.3 2667.73 *

kg-CO2 6141.2 6642.66 *
ＬＰガス使用量の削減 目標値（現状維持） * 165.90 152.58

実績値 165.90 154.13 *
kg-CO2 497.69 462.38 *

都市ガス使用量の削減 目標値（現状維持） * 579.02 643.24
実績値 579.02 649.74 *

kg-CO2 1291.21 1448.92 *
目標値（現状維持） * 2988.8 4314.60

実績値 2988.8 4314.6 *
評価 * × *

目標値 * 2988.8 3514.60
実績値 2988.8 3514.6 *
目標値 * 0 800.00
実績値 0 800 *

目標値（現状維持） * 455 443.00
実績値 455 443 *
評価 * ○ *

目標値（現状維持） * 0 0.00
実績値 0 0 *
評価 * ○ *

目標値（現状維持） * 3 2
実績値 3 1 *
評価 * × *

二酸化炭素出量の計算
電力　　　       ：二酸化炭素排出量（ｋｇ）＝使用量（ｋWｈ）   ｘ 0.447 （ｋｇ-CO₂/ｋWｈ）
ガソリン　       ：二酸化炭素排出量（ｋｇ）＝使用量（ℓ）        ｘ 2.320 （ｋｇ/ℓ）
軽油　　       　：二酸化炭素排出量（ｋｇ）＝使用量（ℓ）        ｘ 2.580 （ｋｇ/ℓ）
灯油　　       　：二酸化炭素排出量（ｋｇ）＝使用量（ℓ）        ｘ 2.490 （ｋｇ/ℓ）
ＬＰガス　        ：二酸化炭素排出量（ｋｇ）＝使用量（ｋｇ）     ｘ 3.000 （ｋｇ/ℓ）
都市ガス        ：二酸化炭素排出量（ｋｇ）＝使用量（ｍ²）     ｘ　 2.230 （ｋｇ/ℓ）

5-3　次年度　環境経営目標の設定

単位 2020年12月01日～2021
年11月30日

一般事業系廃棄物
kg

2022年12月01日～2023
年11月30日

二酸化炭素排出量の削減
kg-CO2

kWh

ℓ

ℓ

2021年12月01日～2022
年11月30日

ℓ

kg

kg

廃棄物排出量の削減

設備の環境配慮
件

産業廃棄物(廃液）
ℓ（kg）

用水使用量の削減
㎥

化学物質使用量の削減
ℓ



６．環境経営活動計画、取組の結果とその評価、次年度への取組み

△
コロナ対策により
設定を変えてし
まった。

窓際にゴーヤを植えてグリー
ンカーテンにする。 ○

継続して実施 

△
蛍光灯在庫が有
り、全てLEDには
できていない。

継続して実施 
 

有料引取業者の細
かい金額設定で、
出金が増加

現時点での工具
が、ベストな為

範囲を広げて実施

 
置き場の配置変更で、
作業性は、良く成った。

△
製作したアダプター
の粗材が摩耗する
ため改善が必要。

△
一時的な原価抑制
にしかならない。

(新テーマ）・限度見本製
作により検査時間の短
縮

(新テーマ）・歩留まり向
上

二酸化炭素排出量
の削減

エアコン温度管理 操作パネルに設定温度シール
貼付けしたが、夏場に温度未
達成の場所があった。

先行してよく使うところから
LED蛍光灯へ交換した。

不要照明の消灯 昼休消灯が確実に案施され。
通常時の不要箇所も消灯

コロナも収束してきた
ので各自再度徹底

蛍光灯見直し
（厚木、三郷）

安定器の取り外し等で
さらに電力削減

○

△ 継続して実施し更に細
かく分類を実施

当社環境括動への理解が浸透し確実な取組がなされた。次年度に向けてはエコドライブでの教育や社員交流
を行い、意識向上を図りたい

環境自標 取組み 結果 評価 次年度取組 

設備の環境配慮 効率的な工具への交
換を検討
（三郷）

お金を掛けず改善は
出来なかった。

× 不使用時の電源オフ

機械修理メンテ
（厚木）

業者での修理により
油漏れによる手間が減少 〇

範囲を広げて実施 

改善して実施
〇

〇
継続して実施 

廃棄物排出量の削
減

総排水量（水使用
量）の削減

手洗い時水の出しっ
放しをなくす

全員が実施

外水道の
不正使用防止

鍵付ボックスの設置

分別廃棄 鉄くずは、リサイクルし、
産業廃棄物は、
安い専門業者へ依頼

業務効率の向上

範囲を広げて実施 

段取り時間の短縮
（杉並）

治具取り換え時間の短縮が
出来た。

類似部品へ水平展開を
検討

工具購入低減、見直
し（三郷）

値上げ前、工具まとめて購入 継続して実施

輸送費の見直し
（厚木）

他社見積の結果、
現状より安くできる業者が
あり契約した。

○

作業動線の見直し
（杉並）

〇



７．環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果、訴訟等の有無

主要な法規 確認内容 評価の結果 該当工場
産業廃棄物のマニフェスト管理 確実に実施された。

マユフェスト交付一覧表・ファイル作成 確実に実施された
契約書の確認 問題なし 

保管所技術基準の遵守 確実に実施された。

１、廃棄品はありませんでした 杉並

2、点検実施 三郷

騒音規制法
振動規制法

    なされるべきことが、自然になされていること。

    それは自然なことではなく、各自の日々の努力の結晶であると思います。

    変更せず継続を行います。

全工場

フロン排出抑制法 確実に実施された。

家電リサイクル法
廃棄品はありませんでした

該当無し

廃棄物の処理と清帰に関する
法律

全工場

全工場

化管法 取扱い無し 該当無し 全工場

毒劇法 取扱い無し 該当無し ―

浄化槽法 定期点検の依頼、書類の管理 確実に実施された。 三郷

法令に基ずき申請 確実に実施された。 厚木

会社としての存在価値を高められるよう、更に良い会社になれるよう精進して参ります。

    今後も当社は社会に必要な会社であるよう努力を継続することで、

杉並

三郷
埼玉県生活環境保全に関する
条例

確実に実施された。条例違反がないことを確認しました

神奈川県生活環境の保全に関
する条例

条例違反がないことを確認しました 確実に実施された。 厚木

    また来年度も環境方針、環境経営方針、環境経営計画、及び実施体制は

環境関連法規への違反はありません。なお、関連当局よりの違反等の指摘は、
過去三年間ありません。訴訟もありません。

８．代表者による全体評価の見直し結果

都民の健康と安全をの確保す
る環境に関する条例

条例違反がないことを確認しました 確実に実施された。


