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当社は「非鉄金属技術提案業」として環境問題に積極的に取り組みます。京都に生まれ、

京都で育った企業として環境問題に取り組み、地域社会との共存共栄を図り、資源の再利

用、有効利用を通して国際社会に貢献し、地球環境の保全に努めます。

当社は関連する環境の法規制を遵守するとともに、行政機関、団体・地域等の要請に協力

し、事業活動における地球環境の保全に関する方針を以下の通り定めます。

１．非鉄金属加工に関する事業において環境に与える影響を削減する為に次の事項につい

　て優先的に取り組みます。

　　（１）生産工程における廃棄物の削減に努めます。

　　（２）社内での歩留向上や働き方改善に取り組み、電気使用量・化石燃料使用量の削減に努めます。

　　（３）化学薬品管理体制を構築し、削減に努めます。

　　（４）節水活動による水使用量の削減に努めます。

　　（５）資源の再利用を推進すると共に、環境製品開発・販売を積極的に推進します。

　　（６）環境保全の意識向上の為、教育啓蒙活動に努めます。

　　（７）加工品事業に取り組み、運賃削減を通した化石燃料使用量を削減します。

２．SDGｓへの取り組み

　　SDGｓの行動目標を宣言し、持続可能な環境社会に向けた取り組みを行います。

２．環境経営マネジメントシステムの確立と継続的改善

　　この環境経営方針に基づいた環境経営マネジメントシステムを確立し、その継続的改善に努めます。

３．環境経営方針の周知・徹底

　　この環境経営方針を全ての全社員に周知徹底すると共に、当社ホームページ及び文章等を以っ

　　て一般に開示します。

制定：2014年7月31日
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代表取締役

開明伸銅株式会社　　環境経営方針

基本理念

環境方針

改定：2021年9月  1日

    開明伸銅株式会社



【組織の概要】

（１）名称及び代表者名

　　　開明伸銅株式会社

　　　代表取締役　　岡村　圭一郎

（２）所在地

　　　本　  　 社：京都府亀岡市大井町並河３丁目１０番１号

　　　東京営業所：東京都台東区西浅草２丁目１番３号　開洋ビル

         大阪営業所：大阪市淀川区西中島３－２１－１３　新大阪日新ビル10Ｆ

（３）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

　　　責任者：管理本部　本部長　　　岩岡　伸一　　　ＴＥＬ：0771-23-6111

　　　担当者：管理本部総務課課長　　上道　朱美　　　ＦＡＸ：0771-23-8811

（４）事業内容

　　　伸銅品・アルミニウム形材の製造・販売

（５）事業の規模（2021年度実績）

6,107 t

4,539 百万円

121 名

28,451 ㎡（本社 28,270㎡、大阪 129.09㎡、東京 52.1㎡）

（６）事業年度　　　　5月～4月

【認証・登録の対象組織・活動】
　　　登録事業者名　 ：　開明伸銅株式会社

　　　対象事業所　 ：　全事業所（本社工場・大阪営業所・東京営業所）

　　　活            動 ：　伸銅品・アルミニウム形材の製造・販売

【主な環境負荷の実績（全社合計）】

単位 2019年 2020年 2021年

ｋｇ-ＣＯ２ 2,816,175 2,458,545 2,910,919

ｋｇ 340,086 279,067 260,055

ｋｇ 18,434 14,706 16,670

ｋｇ 321,652 264,361 243,385

㎥ 4,512 5,220 5,309

※電力の二酸化炭素排出量換算値（全社）　0.318 ㎏-CO２/kＷh（関西電力2019年度調整後排出係数）

2

      主要製品生産量　　　

      売上高　　　　　　　　　 3,628百万円

      従業員

      床 面積

（産業廃棄物排出量）

水使用量

項　　目

二酸化炭素総排出量

廃棄物排出量

（一般廃棄物排出量）



開明伸銅株式会社　EA-21推進組織図

代表者　岡村　圭一郎
EA21員会メンバー

EA21事務局

総務課　課長
上道　朱美ほか

1.　環境経営方針の策定
2.　経営資源の準備
3.　代表者による全体の評価と見直し・指示
4.　環境経営レポートの承認
5.　環境経営目標及び環境経営計画の承認

1.　EA21システムの確立、実施推進、維持管理
2.　環境への負荷及び取組への自己チェックの実施
3.　環境経営目標及び環境経営計画の策定
4.　環境経営レポートの作成
5.　EA21に関する実績把握と報告
6.　EA21環境経営マニュアルの作成

1.　環境経営目標及び環境経営計画の結果確認
2.　EA21に関する審議

1.　EA21責任者の補佐業務
2.　環境関連法規の取りまとめ及び遵守状況の確認
3.　教育・訓練計画の策定、実施
4.　環境文書及び記録の作成、管理
5.　その他、EA21に関する業務

代表者

代表取締役社長
岡村　圭一郎

環境管理責任者

管理本部　本部長
岩岡　伸一

EA21委員会

1.　環境経営活動の実施
2.　問題点等の是正処置
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大阪営業所

製造本部
管理本部 技術開発本部

営業本部

本社・工場 営業所

伸銅 アルミ 東京営業所



【環境経営目標及びその実績：本社工場】

基準値

基準年度 目標 実績

㎏-CO2／ｔ 3,456 3,421 3,276

基準年比 2019年 99.0% 94.8%

購入量
（kWh）

5,514,652 5,229,911

㎏-CO2／ｔ 53.97 48.57 38.80

基準年比 2019年 90.0% 71.9%

ガソリン購入量 （L) 952 395

㎏-CO2／ｔ 1,931.18 1,911.87 1,866.65

基準年比 2019年 99.0% 96.7%

購入量 （㎏） 456,527 439,945

㎏／ｔ 20.04 19.64 20.76

基準年比 2019年 98.0% 103.6%

廃棄量 （㎏） 10,493 10,600

㎏／ｔ 388.0 380.2 258.7

基準年比 2019年 98.0% 66.6%

廃棄量 （㎏） 182,359 131,793

㎏／ｔ 408.04 399.64 279.46

基準年比 2019年 98.0% 68.5%

廃棄量 （㎏） 192,852 142,393

㎥／ｔ 8.75 8.31 10.17

基準年比 2019年 95.0% 116.3%

購入量 （㎥） 4,415 5,160

㎏／ｔ 67.8 66.4 65.4

基準年比 2019年 98.0% 96.5%

購入量 （㎏） 34,530 34,125

※　Kg-CO2／ｔ 等の表記は生産量トンあたりの原単位を示す。

※　関西電力　2019年度調整後排出係数0.318 ㎏-CO２/kＷhを使用

化学物質の購入量把握
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2021年5月～2022年4月

電力による二酸化炭素削減

自動車燃料による二酸化炭素削減

都市ガスによる二酸化炭素削減

一般廃棄物の削減　

産業廃棄物の削減

水道水の削減

廃棄物全体の削減

年度
項目



【環境経営目標及びその実績：東京営業所】

基準値

基準年度 目標 実績

㎏-CO2 2,816.0 2,252.8 2,374.0

基準年比 2019年 80.0% 84.3%

購入量 （kWh） 6,386 5,109 5,383

㎏ 165.90 162.58 130.50

基準年比 2019年 98.0% 78.7%

㎏ 266.90 261.60 76.3

基準年比 2019年 98.0% 28.6%

㎏ 432.80 424.18 206.80

基準年比 2019年 98.0% 47.8%

㎥ 97.00 95.06 124.00

基準年比 2019年 98.0% 127.8%

売上実績（㎏）
ｶﾄﾞﾐﾚｽ販売数量

    505
ｶﾄﾞﾐﾚｽ　540 ｶﾄﾞﾐﾚｽ　569.4

基準年 2020年 106.9% 112.8%

（注1） 2021年４月よりグループ企業が同じビルに入居し、社員数の増加に伴って水使用量も増加した。

（注2）カドミレス材（カドミウム75ppm以下の黄銅棒）

※　関西電力　2019年度調整後排出係数0.318 ㎏-CO２/kＷhを使用 　　　　
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製品・サービスへの環境配慮
（注2）

2021年5月～2022年4月

一般廃棄物の削減　

資源ごみの削減

廃棄物全体の削減

水道水の削減（注1）

電力による二酸化炭素削減

年度
項目



【環境経営目標及びその実績：大阪営業所】

基準値

基準年度 目標 実績

㎏-CO2 1,184.0 888.0 704.0

基準年比 2019年 75.0% 59.5%

購入量 （kWh） 3,724 2,793 2,214

㎏-CO2 5213.1 3909.8 4754.6

基準年比 2019年 75.0% 91.2%

ガソリン購入量 （L) 2,246 1,685 2,048

㎏ 48.00 47.04 8.27

基準年比 2019年 98.0% 17.2%

㎏ 170.35 166.90 35.68

基準年比 2019年 98.0% 20.9%

㎏ 218.35 213.94 43.95

基準年比 2019年 98.0% 20.1%

売上実績（㎏）
ｶﾄﾞﾐﾚｽ販売数量

    505
ｶﾄﾞﾐﾚｽ　540 ｶﾄﾞﾐﾚｽ　569.4

基準年 2020年 106.9% 112.8%

（注1）カドミレス材（カドミウム75ppm以下の黄銅棒）

※　関西電力　2019年度調整後排出係数0.318 ㎏-CO２/kＷhを使用 　　　　
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資源ごみの削減

廃棄物全体の削減

製品・サービスへの環境配慮
（注１）

2021年5月～2022年4月

一般廃棄物の削減　

電力による二酸化炭素削減

自動車燃料による二酸化炭素削減

年度
項目



【基準年度と今年度実績：全社合計分】

基準年度 今年度実績

電力購入量 5,524,762 5,237,508

（kWh） 94.8%

ガソリン購入量 3198.0 2443.0

（L) 76.4%

軽油購入量 9,647.0 7,280.0

（L) 75.5%

都市ガス購入量 456,527.0 439,945.0

（㎏-CO2） 96.4%

廃棄物量 10,706.9 10,738.8

（㎏） 100.3%

廃棄物量 182,359.0 131,793.0

（㎏） 72.3%

廃棄物量 193,503.2 142,643.8

（㎏） 73.7%

購入量 4,512.00 5,284.0

（㎥） 117.1%

購入量 34,530.0 34,125.0

（㎏） 98.8%

ｶﾄﾞﾐﾚｽ売上実績 505.0 569.4

（㎏） 112.8%

※本社は生産量あたりの目標で活動していたため、ここでは全社購入量のみ記載。

※各事業所ごとに目標とする削減率は異なる。

産業廃棄物の削減

水道水の削減

化学物質の購入量把握
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製品・サービスへの環境配慮

廃棄物全体の削減

一般廃棄物の削減　（注１）

自動車燃料による二酸化炭素削減

電力による二酸化炭素削減 

都市ガスによる二酸化炭素削減



【環境活動計画及び取組み結果とその評価、次年度の取組内容】

　エアコン設定温度の管理 デマンドによる電力使用量の監視

　軽トラック日常点検の様子 走行距離数把握の様子

　＜　◎良く出来た　  　○まあまあ出来た　  　△あまり出来なかった　　  ×全く出来なかった＞
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本社

②自動車燃料による削減は目標達成！…◎

①電力による削減は目標達成！…〇

取り組み計画 達成状況 次年度 評価（結果と次年度の取組内容）

数値目標 〇

・ホイスト故障低減（年間目標8件以下） × 継続

・伸銅、アルミの歩留向上 △ 継続

・各工場の照明をLED化 〇 継続

・空調機フィルターの定期的な清掃 ○ 継続

・ＴＰＭ活動による故障時間の低減 △ 継続

・金型製作失敗の低減による歩留の向上 △ 継続

・鋳造失敗回数の低減による歩留の向上 × 強化

   ■上方修正　   　□下方修正　　  □基準見直し

各工場の照明をLED化し、安定した
受注量で効率よく生産でき、目標を
達成した。来期は伸銅の鋳造失敗の
低減を目指したい。
　
目標：基準年度比　  99.0％
実績：基準年度比　  94.8％

取り組み計画 達成状況 次年度 評価（結果と次年度の取組内容）

数値目標 ◎

・フォークリフトの運用時間の管理（伸銅） ○ 継続

・フォークリフトの運用時間の管理（アルミ） ○ 継続

・車両の走行距離管理及び効率の良い運行計画 × 継続

・軽トラックの日常点検の実施 ○ 継続

   ■上方修正　   　□下方修正　　  □基準見直し

２ｔ車の使用回数が減ったことで軽油の使用量
が減ったが、コロナ禍での行動規制が緩和され
たこともあり、営業車の使用は増加した。

来期はエコ運転の強化を目指す。

　
目標：基準年度比　90.0％
実績：基準年度比　71.9％



【環境活動計画及び取組み結果とその評価、次年度の取組内容】

  　　転換後の都市ガス機器の様子

廃棄物分別の様子① 廃棄物分別の様子②     古紙回収の様子

　＜　◎良く出来た　  　○まあまあ出来た　  　△あまり出来なかった　　  ×全く出来なかった＞
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③ガス燃料による削減は達成！…〇

④一般廃棄物の削減は、目標未達成！…×

本社

取り組み計画 達成状況 次年度 評価（結果と次年度の取組内容）

数値目標 〇

・生産性の向上（伸銅） ○ 継続

・歩留の向上（アルミ） △ 強化

・アルミ生地仕上げ不良率10％以下への挑戦 〇 継続

・鋳造失敗回数の低減による歩留の向上 × 強化

   ■上方修正　   　□下方修正　　  □基準見直し

10月以降、効率よく使用できたため何と
か目標を達成できた。来期は伸銅の鋳造失

敗の低減を目指したい。
目標：基準年度比　99.0％
実績：基準年度比　96.7％

取り組み計画 達成状況 次年度 評価（結果と次年度の取組内容）

数値目標 ×

・分別管理の徹底 ○ 継続

・分別状況の定期チェック ○ 継続

・リサイクル品の分別強化 △ 継続

・簡易梱包の依頼 × 強化

分別管理の徹底により、産廃が減り一般廃棄物
の量が増加した。全体の廃棄物量が減少してき
たので、良い傾向にあるが、来期は一般廃棄物

の目標達成を目指したい。

　
目標：基準年度比　  98.0％
実績：基準年度比　103.6％

   □上方修正　   　□下方修正　　  ■変更なし



【環境活動計画及び取組み結果とその評価、次年度の取組内容】

　分別状況チェックの様子 　　　枕木置場の様子

水漏れ箇所の地面の様子 　　　　老朽化した配管の様子

　＜　◎良く出来た　  　○まあまあ出来た　  　△あまり出来なかった　　  ×全く出来なかった＞
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⑥水道水の削減は、目標未達成…×

本社

お天気がいいのに

地面が濡れている！

取り組み計画 達成状況 次年度 評価（結果と次年度の取組内容）

数値目標 ◎

・分別管理の徹底 ○ 継続

・分別状況の定期チェック ○ 継続

・リサイクル品の分別強化 ○ 継続

・梱包材のリサイクル化の検討 × 強化

   □上方修正　   　□下方修正　　  ■基準見直し

枕木を引き取って下さる方が増えたこと
に加え、分別の徹底化により量もコスト
も削減出来た。
　
目標：基準年度比　  98.0％
実績：基準年度比　  66.6％

⑤産業廃棄物による削減は目標達成！…◎

取り組み計画 達成状況 次年度 評価（結果と次年度の取組内容）

数値目標 ×

・日常的な節水の励行 ○ 継続

・クーリングタワー設備の管理徹底 ○ 継続

・酸洗機の水量管理の徹底 ○ 継続

・老朽化による水漏れの点検 △ 継続

冷却水を多く必要とする伸銅ビレット材
の受注が多かったこともあり、使用量が
増えた。来期は落ち着く見込みである。
　
目標：基準年度比　  95.0％
実績：基準年度比　116.3％

   □上方修正　   　■下方修正　　  □基準見直し



【環境活動計画及び取組み結果とその評価、次年度の取組内容】

購入量把握の様子

　２ヵ月に１回開催しているエコアクション委員会の様子（東京と大阪はテレビ会議システムで出席）

　＜　◎良く出来た　  　○まあまあ出来た　  　△あまり出来なかった　　  ×全く出来なかった＞

水処理施設の様子
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⑦化学薬品購入量の削減は、目標達成…〇

本社

取り組み計画 達成状況 次年度 評価（結果と次年度の取組内容）

数値目標 〇

・詰めダイス率の向上 〇 継続

・苛性ソーダの再利用促進 〇 継続

・酸洗い機の硫酸使用量削減（伸銅） △ 継続

・水処理施設の適正管理 △ 継続

詰めダイス率の向上など、継続的な活動
により、目標達成することが出来た。今
後は水処理量に注目し、適正管理に努め
る。
　
目標：基準年度比　  98.0％
実績：基準年度比　  96.5％

   □上方修正　   　□下方修正　　  ■基準見直し



　　　エアコンの設定温度管理 　新型コロナウイルス感染症対策

　＜　◎良く出来た　  　○まあまあ出来た　  　△あまり出来なかった　　  ×全く出来なかった＞

【環境活動計画及び取組み結果とその評価、次年度の取組内容】
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①電力による削減は、目標未達成…×

東京

取り組み計画 達成状況 次年度 評価（結果と次年度の取組内容）

数値目標 ×

・未使用箇所の電灯チェック 〇 継続

・エアコンのこまめな温度管理 〇 継続

・エアコンフィルターの定期清掃 ○ 継続

   □上方修正　   　□下方修正　　  ■変更なし

新型コロナウイルス感染防止のための換
気により、冷暖房の電気使用量が増加し
た。
　
目標：基準年度比　  80.0％
実績：基準年度比　  84.3％

取り組み計画 達成状況 次年度 評価（結果と次年度の取組内容）

数値目標 ◎

・分別管理の徹底 ○ 継続

・分別状況の定期チェック ○ 継続

・リサイクル品の分別強化 △ 強化

営業所の改修工事も終了し、大きく廃棄物
の発生することがなくなった為、目標が達
成出来た。
　
目標：基準年度比　  98.0％
実績：基準年度比　  47.8％

   □上方修正　   　□下方修正　　  ■基準見直し

②廃棄物の削減は、目標達成…◎



             節水の呼びかけ

　＜　◎良く出来た　  　○まあまあ出来た　  　△あまり出来なかった　　  ×全く出来なかった＞

【環境活動計画及び取組み結果とその評価、次年度の取組内容】
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③水道水の削減は、目標未達成…×

東京

④製品・サービスへの環境配慮は、目標達成…〇

取り組み計画 達成状況 次年度 評価（結果と次年度の取組内容）

数値目標 ×

・トイレが故障していないかを定期チェック ○ 継続

・節水の呼びかけ ○ 継続

・適正使用の継続 ○ 継続

   □上方修正　   　□下方修正　　  ■変更なし

2021年度よりグループ企業が同じビルに入居
し、社員数が増加したことで水道使用量も増え

た。今後は、適性使用を継続する。

　
目標：基準年度比　  98.0％
実績：基準年度比　127.8％

取り組み計画 達成状況 次年度 評価（結果と次年度の取組内容）

数値目標 〇

・環境製品の積極的な販売 × 継続

・環境製品への切替促進 △ 継続

・環境製品の積極的な見積り 〇 継続

   □上方修正　   　□下方修正　　  ■変更なし

新型コロナの影響もあり、積極的な営業
活動が出来なかった。引き続き、環境製
品のアピールを続ける。
　
目標：ｶﾄﾞﾐﾚｽ販売量   505.0㎏/年
実績：ｶﾄﾞﾐﾚｽ販売量   569.4㎏/年



　　　　エアコンの設定温度管理 　　　　営業所のサテライト化

【環境活動計画及び取組み結果とその評価、次年度の取組内容】

　＜　◎良く出来た　  　○まあまあ出来た　  　△あまり出来なかった　　  ×全く出来なかった＞
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①電力による削減は、目標達成…◎

②自動車燃料による削減は、目標未達成…×

大阪

取り組み計画 達成状況 次年度 評価（結果と次年度の取組内容）

数値目標 ◎

・残業時間削減の取組み △ 継続

・エアコンフィルターの定期清掃 × 継続

・祭日等の営業所閉鎖日（本社へ出勤）の設定 〇 継続

   □上方修正　   　■下方修正　　  □基準見直し

新型コロナの影響で大阪営業所はサテライ
ト化され、事務所の利用頻度が減少したこ
とで目標達成した。
　
目標：基準年度比　  75.0％
実績：基準年度比　  59.5％

取り組み計画 達成状況 次年度 評価（結果と次年度の取組内容）

数値目標 ×

・効率の良い運行計画の実施 ○ 継続

・走行距離数の把握 ○ 継続

・営業車の走行設定をエコにする 〇 継続

・可能な限りWEB会議を行う × 強化

   □上方修正　   　□下方修正　　  ■変更なし

新型コロナの影響で自動車移動が増えたこ
とにより目標未達となった。来期は出来
る限りWEB会議を利用する。

目標：基準年度比　   75.0％
実績：基準年度比　   91.2％



　ゴミ箱を色分けして分別 　会議資料のペーパーレス化

【環境活動計画及び取組み結果とその評価、次年度の取組内容】

　＜　◎良く出来た　  　○まあまあ出来た　  　△あまり出来なかった　　  ×全く出来なかった＞
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③廃棄物の削減は、目標達成！…◎

大阪

取り組み計画 達成状況 次年度 評価（結果と次年度の取組内容）

数値目標 ◎

・ゴミ廃棄メモの管理 ○ 継続

・分別状況の定期チェック △ 継続

・リサイクル品の分別強化 △ 継続

新型コロナの影響で大阪営業所はサテライ
ト化され、営業所の利用頻度が減少した
ことで目標達成した。
　
目標：基準年度比　  98.0％
実績：基準年度比　  20.1％

   □上方修正　   　□下方修正　　  ■変更なし

④製品・サービスへの環境配慮は、目標達成…〇

取り組み計画 達成状況 次年度 評価（結果と次年度の取組内容）

数値目標 〇

・環境製品の積極的な販売 × 継続

・環境製品への切替促進 △ 継続

・環境製品の積極的な見積り 〇 継続

   □上方修正　   　□下方修正　　  ■変更なし

新型コロナの影響もあり、積極的な営業
活動が出来なかった。引き続き、環境製
品のアピールを続ける。
　
目標：ｶﾄﾞﾐﾚｽ販売量   505.0㎏/年
実績：ｶﾄﾞﾐﾚｽ販売量   569.4㎏/年



【環境活動や地域社会への活動紹介】
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古い切手を集めています。

NPO法人などを通じて、これで世界各国

の恵まれない子供達を病気や飢餓から

救うことが出来るそうです。

ちょっとした事ですが、こんな活動が１人

でも多くの子供達を笑顔に出来ればいい

ですね。

ペットボトルのキャップを集めています。

切手同様、この活動を通して世界の子供達を

病気から守るお手伝いができればと思います。

自動販売機の横に専用のゴミ箱を置き、

キャップだけが入るよう工夫しました。

飲料メーカーさんにもご協力頂いています。

亀岡市にある関西盲導犬協会への寄付

金を募っています。

以前「盲導犬クイールの一生」という映画

で、亀岡市が撮影場所になりました。

亀岡にある企業として、盲導犬育成のお

手伝いができればと思います。

昨年、SDGs宣言を行いました。

亀岡市のSDGｓパートナー企業にも認定して

頂き、少しずつ活動の幅を広げています。

また、中央事務局より長年に渡る環境経営へ

の取り組みに対して、感謝状を頂戴しました。

社員一同、この喜びを胸に、これからも

頑張ってまいります！
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適用される法規制 評価

廃棄物処理法 ○

省エネ法 ○

騒音・振動規制法 ○

消防法 ○

下水道法 ○

大気汚染防止法 ○

フロン排出抑制法 ○

毒物及び劇物取締法 ○

工場立地法 ○

労働安全衛生法 ○

公害防止組織法 ○

ＰＲＴＲ制度 ○

環境関連法規制の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。

なお、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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【環境関連法規等の遵守状況と違反、指摘の有無】

重金属処理
（法規制基準の遵守、点検と記録の保管等）

適用される事項（施設・物質・事業活動等）

一般廃棄物、産業廃棄物（油水廃油、廃アルカリ汚泥、金属屑他）
（廃棄物の削減、適正処理、定められた業者への委託、廃棄物管理表の交付及び報告等）

特別産業廃棄物（多量排出者削減計画の提出、電子マニフェストの利用）

電気、灯油、ガソリン、ＬＰＧ等
（エネルギー使用量の削減、使用状況等の報告）

切断機、コンプレッサー、ブレーキプレス、シャーリング
（環境測定実施と記録保管、法規制基準の遵守等）

作動油、灯油、塗料の貯蔵
（法規制基準の遵守、点検と記録の保管、危険物取扱主任者の選任等）

特定工場の届出
（公害防止統括者、公害防止管理者の選任、届出等）

第二塩化鉄液
（適正な届出）

金属溶解炉
（環境測定実施と記録保管、法規制基準の遵守等）

業務用エアコン、冷蔵庫、冷凍機
（簡易点検の実施、定められた回収業者への委託等）

苛性ソーダ、硫酸の貯蔵
（貯蔵場所の表示、容器への表示、作業者への取扱注意喚起等）

特定工場の届出
（適正な届出）

作業主任者、衛生管理者、産業医の配置
（各有資格者の選任、健康診断・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽの実施、化学物質ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄの実施、教育等）



特に2021年度より立花金属工業株式会社をグループ会社に加え、グループ全体としての

立花金属工業株式会社は、現時点で2013年度比▲37％となっており、あと一歩のところ

【変更の必要性の有無・指示事項】

①環境経営方針　　　変更の必要性：☑あり　□なし

  ②環境活動目標、活動計画　　　変更の必要性：☑あり　□なし

　

また、2021年度はSDGｓの宣言を行い、今後の活動を全社にて理解・展開しなければ

　2022年以降は、さらに計画を進める必要があります。

　　　　　　　　　　　　開明伸銅株式会社

　　　　　　　　　　　　代表取締役

2030年CO2削減への取り組みを明記する必要があります。

　2013年度比38％削減を目標とした取り組みを進めていきたい。

【代表者による全体の評価と見直し・指示】

2030年CO2総排出量削減及び2050年カーボンニュートラルへの取り組みは、

今年度より一部スタートしています。

活動が重要になってきます。

まできています。是非、両社で目標達成を実現しましょう。
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いけません。全社員への理解を深めるような活動をお願い致します。

　現時点で2013年度比28％程度となっているが、更なる取り組みを進めるべく環境経営方針に

盛り込みたい。

　まずは2030年に向けた活動の強化となります。

　特に電力、LNGの削減になると思いますが、カーボンニュートラルの観点から歩留の向上を

さらに強化する必要があると考えています。


