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これまでにない、心地いいシャワータイムのために開発されたマイクロ・ナノバブル

シャワーヘッド。マイナスの電位を帯びた極小微粒子が、毛穴の奥まで入りこんだ老

廃物や汚れに付着し、洗い流します。保湿や頭皮マッサージ効果もあり、よりリラッ

クスしたひとときをお愉しみいただけます。お子さまや女性でも持ちやすいコンパク

トサイズで、節水効果も高く経済的です。

【効能】

・洗浄

マイナスに帯電した泡が、皮脂汚れや界面活性剤を吸着

毛穴の中に入り、消滅時のエネルギーで汚れを剥離

・節水効果（20% ～40% ）

シャワーヘッド内部構造の特性によって、水圧0.1MPa

にて流量8L/分程度の節水効果を実現

表紙挿絵の当社環境配慮製品<laqua casa>について・・・
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2.会社概要

（１）名称及び代表者名
株式会社　フクシマ化学
代表取締役社⾧　福島康貴

（２）所在地

本　　社 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉1135番地

第１工場 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉749番地

第２工場 岐阜県美濃加茂市加茂野町石帰1135番地

（３）環境管理責任者氏名及び連絡先担当者
環境管理責任者総務部係⾧　今峰　良太 TEL:0574-24-1218

連絡先担当者 総務部係⾧　今峰　良太 TEL:0574-24-1218

（４）事業内容
プラスチック成形品の製造

（５）事業の規模   　　　2022.6.20 現在
資本金 １,０００万円
年間売上高 2,054 百万円（2021年度）

本社 第1工場 第2工場
従業員　　　　　 名
延べ床面積　　　3056.13 1642.52 1413.61

（６）事業年度 6月21日～翌年6月20日
（７）

事業活動:プラスチック製品の製造および販売
（８）

2019 2020 2021
494,112 509,245 525,182
14,384 13,037 11,266
31.17 30.27 28.47
1,275 1,159 1,370

（９）会社ホームページ　 http://www.fuku-net.co.jp/

産廃中間処理ｔ

総排水量㎥

温室ｶﾞｽ購入電力kg-co2

温室ｶﾞｽ化石燃料kg-co2

65

株式会社フクシマ化学　本社　第１工場　第２工場の全社、全組織、全活動

主な環境負荷項目の3年間の実績推移
年度

認証・登録の範囲
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3.実施体制

エコアクション 21 環境経営システムを構築、運用、維持し、環境への取り組みを実施するために次

の実施体制を構築する。各自の役割、責任及び権限を次のように定め、全従業員に周知する。

・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施に必要な人員、設備、費用、時間、技術者を準備

・環境管理責任者を任命

・環境経営方針の策定・見直し及び従業員へ周知

・環境経営目標・環境活動計画を承認

・代表者による全体の評価と見直し・指示を実施

・環境経営レポートの承認

・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連法規の取りまとめ表を承認

・環境経営目標・環境経営計画書を確認

・環境経営の取り組みを代表者へ報告

・環境経営レポートの確認

・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組み自己チェックの実施

・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成

・環境経営の実績集計

・環境関連法規の取りまとめ表の作成

・環境関連法規の取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境経営レポートの作成、公開（事務所に備え付けと地域事務局への送付）

・自部門における環境経営システムの実施

・自部門における環境経営方針の周知

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

・自部門に関連する環境経営計画の実施及び達成状況の報告

・特定された項目の手順書の作成および運用管理

・特定された緊急事態への対応のための手順書作成、テスト、訓練を実施、記録を作成

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・環境経営方針の理解と閑居への取り組みの重要性を自覚

・決められたことを守り、自主的、積極的に環境活動へ参加

役割・責任・権限

代表者

環境管理

責任者

環境事務局

EA21推進委員会

部門⾧

全従業員
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4.環境経営目標と実績

（1）中⾧期目標
　　　基準年度に対して、今後3年間の運用目標をまとめた表になります

2018年7月～2019年6月を基準年度期間として設定

環境目標 単位 基準値 目標 基準年度比 目標 基準年度比 目標 基準年度比

売上高 億円 21.6 22 102% 22 102% 22 102%

二酸化炭素排出量削減（電力消費量）※ kg-CO2 519,876 509,478 98% 504,280 97% 499,081 96%

二酸化炭素排出量削減（燃料消費量） kg-CO2 16,938 16,599 98% 16,430 97% 16,260 96%

二酸化炭素総量 kg-CO2 536,814 526,078 98% 520,710 97% 515,341 96%

廃棄物の削減（一般廃棄物） kg 1,569 1,537.62 98% 1,521.9 97% 1,506.24 96%

廃棄物の削減（産業廃棄物） ｋｇ 31,207 30,582.86 98% 30,270.79 97% 29,958.72 96%

水使用量の削減 ㎥ 1,714 1,679.72 98% 1,662.6 97% 1,645.44 96%

製品への環境配慮（自社環境配慮製品売上本数） 本 2,391 2511 105% 2750 115% 2989 125%

化学物質使用量（不良率） ％ 25.2 23 91% 20 79% 10 40%

第一版として策定
した 「EA21環境
経営マニュアル」
に従って取り組ん
だ内容を精査し、

改良を行う

環境マネジメントシステムの確立
「EA21環境経営マニュアル」の見直しと、

新たなマネジメントシステムの実施

HP上で「EA21活動」の公表
を行う

HPの「環境活動レポート」の更新

環境関連法規の遵守
関連する法規の調

査・整理
評価方法の設定

EA21環境活動の周知に関して
評価をし、改善を行う

周知・公表

※排出係数0.452kg-co2/kwh（2019年度　中部電力データ）

基準年度（2018年度） 2020年度 2021年度2019年度

EA21環境活動に
ついての周知を
「EA21環境経営
マニュアル」に

従って行う

環境関連法規の遵守評価
新たな法規の調査と遵守
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（2）今年度の環境経営目標とその結果
活動対象期間:　 2020年6月21日～2021年6月20日

環境目標 単位 目標値 実績 目標比達成度

売上高 億円 22 20.5 93%

二酸化炭素排出量削減（電力消費量）※ kg-CO2 504,280 525,182 104%

二酸化炭素排出量削減（燃料消費量） kg-CO2 16,430 11,266 69%

二酸化炭素総量 kg 520,710 536,448 103%

廃棄物の削減（一般廃棄物） kg 1,522 1,097 72%

廃棄物の削減（産業廃棄物） ｋｇ 30,271 28,470 94%

水使用量の削減 ㎥ 1,663 1,370 82%

製品への環境配慮（自社環境配慮製品売上本数） 本 2,750 5,444 198%

化学物質使用量（不良率） ％ 20 31 155%

環境関連法規の遵守評価
新たな法規の調査と遵守

EA21環境活動の周知に関して
評価をし、改善を行う

HPの「環境活動レポート」の更
新

「環境活動計画」のデー
タ収集方法の見直し及

び、月次レベルの活動結
果報告を行った

法令順守も適正に管理出
来た。フロンの3年毎の

点検実施

方針発表会にて周知

未実施

◎

◎

◎

×

※排出係数0.452kg-co2/kwh（2019年度　中部電力データ）

環境マネジメントシステムの確立

環境関連法規の遵守

周知・公表

-

-

-

2021年度 今回活動結果

「EA21環境経営マニュアル」の
見直しと、新たなマネジメントシ

ステムの実施
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5.取組結果の評価及び次年度への取組

今回活動期間:2020年6月21日～2021年6月20日
次回活動期間:2021年6月21日～2022年6月20日

環境方針 期間取組計画 取組結果と評価 次年度の取組内容

売上高 - - -

二酸化炭素排出量削減（燃料消費量）
取引先とのオンラインでの会議を実施することで、車で
の移動がなくなり、燃料消費量を抑える

オンライン会議の実施 エコドライブとオンライン会議の実施

経営活動の指標と結びつける

引き続き適正に管理を行う

環境PJの活動とリンクさせ、EA21の活
動を周知する。

適正に管理を行った適正に管理を行う

生産工程での稼働率や、不良率といった指標と
環境経営活動と結びつける。

廃棄物の削減（一般廃棄物）
第1製造部内の色替えによる段取り替え回数を減
らすことでダンゴの排出量を減らす。

色替えの回数を減らし、ダンゴの排
出量を減らした。

粉砕をうまく色替えのパージ罪に利用し
粉砕材利用による不良を減らす。

製品への環境配慮（自社環境配慮製品売上本数） ふるさと納税限定商品を企画・販売
ふるさと納税限定の低水圧用のシャ

ワーヘッドを販売
自社商品の販売促進をさらにおこなう

周知・公表

環境マネジメントシステムの確立

環境関連法規の遵守

月次での報告を可能にする 月次での報告はできていない

経営活動と結びつけていない

二酸化炭素総量 電力消費量・燃料消費量の合計

燃料消費量は減少させることができ
ているが、電気使用量の削減の未達
のため、総合で達成できていない。

引き続き電気使用量の削減を目指す。

二酸化炭素排出量削減（電力消費量）※

材料の乾燥に使用する、箱型乾燥機の入れ替え
を行う。（不要な生産設備の見直し）

箱型乾燥機の入れ替えを実施 成型機を入れ替える。１９台から１８台
への検討。

水使用量の削減
成形工程において、水槽冷却から空冷冷却に変
更することで、工場で使用する上水の削減に取

り組む

一部の製品において空冷化への移行
を成功させることができた。

引き続き空冷化可能な製品を移行させて
いく。
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6.法規制の遵守
（1）環境関連法規制等

法規制等の名称 確認日

下水道法 8/5

8/5

8/5

8/5

8/5

8/5

悪臭防止法 8/5

8/5

8/5

グリーン購入法 8/5

8/5

8/5

8/5

8/5

8/5

8/5

8/5

8/5

8/5

8/5

8/5

（2） 違反および訴訟などの有無
環境関連法規への違反はありません。なお環境当局より違反および訴訟等の指摘は
過去 3 年間ありません。

文房具等

騒音特定施設等

走行クレーン（すべて）

騒音規制法

振動規制法

フロン排出抑制法

岐阜県公害防止条例
クーリングタワー(原動定格出力0.75kW以上）

合成樹脂用射出成型機

溶接作業、溶断作業、グラインダー作業

指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準/指定数
量の5分の1以上指定数量未満危険物

産業廃棄物

一般廃棄物

※別に「環境関連法規等のとりまとめ/遵守表」があります。

廃棄物処理法

加茂消防事務組合火災
予防条例

該当する設備・項目

除外設備（油水分離槽）

空気圧縮機（7.5ｋｗ以上）

送風機（7.5ｋｗ以上）

合成樹脂用射出成型機

空気圧縮機（7.5ｋｗ以上）

合成樹脂用射出成型機

規制地域:岐阜市の区域を除く県内全域

業務用エアコン、冷蔵機器及び冷凍機器（自販機を含
む）
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7.代表者による全体の評価と見直し・指示

・環境経営方針・・・・・・・・・・・・・・見直しの必要 無

・環境経営目標及び環境経営計画・・・・・・見直しの必要 有

・実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・見直しの必要 無

環境負荷を削減することは、社会に貢献するとともに会社及び社員の利益になることと思います。

EA21 環境マネジメントシステムを運用し、少しずつ環境への取り組みも活性化されつつあります。

当社は２０２１年度で、創業55周年を迎えました。EA21年に参画してから約8年を迎えました。

5製造を中心としたメンバーからなる環境プロジェクトを立ち上げ、活動を始めた年でした。

まず初めに紙の再利用に取り組みました。可燃ごみに捨てていたものを溶解処分へ処分を変更したこ

とにより、年間500袋あまりの可燃ごみの排出量を削減することができました。他にもテープレス段

ボールの案、紙ラベルからラベルシールへの変更などを活動で考えております。引き続きプラスチッ

ク製造業として環境に対しどんな取り組みができるかを考えPDCAを回していきます。

今後もエコアクション 21 環境経営マニュアル、環境経営方針に従い全社で取り組んでい ってくださ

い。 外部環境に合わせ当社の環境マネジメントシステムを確立していき、EA21 の取組が豊かな 地球

環境を守り、当社の社会的地位のさらなる向上および、社業の発展に寄与することを 期待します。

実施日 2022年8月10日

出席者 代表取締役 福島康貴

環境管理責任者 今峰良太

見直しのための提示資料

・環境活動計画実施状況表

・環境への負荷の状況（取りまとめ表）

・環境マニュアル

・環境経営目標及び環境経営計画
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