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１．事業の概要 

(1) 事業所名  

岡野バルブ製造株式会社 

(2) 代表者名  

代表取締役社長 岡野 武治 

(3) 本社及び工場・営業所・事業所所在地 

本社・門司工場 〒800-8601 福岡県北九州市門司区中町 1番 14 号 

行橋工場 〒824-0038 福岡県行橋市西泉 4丁目 4－1 

営業所 
東京営業所 

大阪営業所 

〒103-0004 東京都中央区東日本橋 2-27-6 昭和ビル 5F 

〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-18-5 石田ビル 

事業所 

柏崎刈羽事業所 

福島事業所 

東北事業所 

北海道事業所 

大阪事業所 

浜岡分所 

京葉分所 

倉敷出張所 

〒945-0016 新潟県柏崎市青山町小丸山 3-1 

〒979-0601 福島県双葉郡楢葉町大字波倉字細谷 74-5 

〒986-0856 宮城県石巻市大街道南 5-2-2 

〒053-0031 北海道苫小牧市春日町 2-16-5 

〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-18-5 石田ビル 

〒431-1612 静岡県御前崎市佐倉 3443-1 

〒260-0834 千葉県千葉市中央区今井 1-19 

〒712-8044 岡山県倉敷市東塚 5丁目 14 番 36 号 

(4) 環境管理責任者 

取締役 清末 弘利 

(5) 担当者連絡先 

ＥＡ２１事務局 前岡 寛 

  連絡先 ＴＥＬ 0930-23-0026 

          ＦＡＸ 0930-23-0022 

              Ｅ-Mail h-maeoka@okano-valve.co.jp 

 (6) 主な事業内容 

原子力発電、火力発電、造船、化学、製鉄、繊維などの産業分野へ納入する弁及び

部品の設計、開発、製造（鋳鋼製品も含む）及びこれらの弁のメンテナンス業務 
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(7) 事業規模 

   資本金  ： 12 億 8,625 万円 

   売上高  ： 5,850 百万円（2021 年 11 月期） 

   従業員数 ： 364 名（対象サイト人員 291 名） 

 (8) 認証・登録範囲  

本社・門司工場（以下，門司サイトとする）及び行橋工場（以下、行橋サイトとす

る）の全組織・全活動 

組織図及び認証・登録範囲（認証・登録範囲は以下のとおりです） 

※ 今回対象外の営業所及び事業所は 2022 年までに対象とするよう計画致します。 
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２．環境経営方針 
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３．環境経営目標 

   各サイトの環境経営目標を以下に示します。 

 3.1 門司サイト 

項 目 単位 基準年度 環境経営目標 

2019 年度 2021 年度 2022 年度 

2019/4～2020/3 2021/4～2022/3 2022/4～2023/3

二酸化炭素排出量※1 kg-CO2 264,462     253,884 以下   251,239 以下

1-1 電力使用量 kWh 532,838   511,524 以下  506,196 以下

1-6 LPG 使用量 kg 3,000 2,880 以下 2,850 以下

廃棄物排出量 kg  13,012  12,492 以下  12,361 以下

排水排出量 ｍ3 2,303 2,211 以下 2,188 以下

化学物質 kg 化学物質を適正に管理していることを定期的に確

認する。 

グリーン購入の推進 品目/年 ― 資材等の調達時に随時実施する。 

製品・サービス ％ ― 特定部署にて設定する。 

※1 二酸化炭素排出係数は、九州電力の 2020 年度の調整後排出係数：0.479kg-CO2/kWh を適用した。 

3.2 行橋サイト 

項 目 単位 

基準年度 環境経営目標 

2019 年度 2021 年度 2022 年度 

2019/4～2020/3 2021/4～2022/3 2022/4～2023/3 

二酸化炭素排出量※2 kg-CO2  2,926,722 2,809,653 以下 2,780,386 以下

1-1 電力使用量 kWh  4,352,850 4,178,736 以下 4,135,208 以下

1-2 重油使用量 ℓ  69,320 66,547 以下  65,854 以下

1-3 灯油使用量 ℓ 252,952 242,834 以下 240,304 以下

1-5 軽油使用量 ℓ  3,116 2,991 以下 2,960 以下

1-6 LPG 使用量 kg 5,292 5,080 以下 5,027 以下

廃棄物排出量 kg 293,511 281,771 以下 278,835 以下

排水排出量 ｍ3  9,095 8,731 以下 8,640 以下

化学物質 Kg
化学物質を適正に管理していることを定期的に確

認する 

グリーン購入の推進 品目/年 ― 資材等の調達時に随時実施する。 

製品・サービス ％ ― 特定部署にて設定する。 

※2 二酸化炭素排出係数は、九州電力の 2020 年度の調整後排出係数：0.479kg-CO2/kWh を適用した。 
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４．環境経営計画 

     3 項で掲げた環境目標を達成させるために取組む環境経営計画を以下に示します。 

項 目 環境経営計画 

電力使用量 

1)エアコンの設定温度を決め、実行する。 

2)昼休みの消灯を行う。 

3)残業時の不要な照明の消灯を行う。 

4)長時間離席時、パソコンの電源を OFF する。 

5)コピー機を節電モードに設定する。 

6)夜間・休日はパソコン・コピー機の主電源を OFF する。 

7)エアコンフィルターの定期的清掃を行う。 

8)エアー漏れの点検及び修理を行う。 

9)業務改善により作業時間短縮を図る。 

10)高効率蛍光灯、インバーター照明の導入を検討する。 

11)不要電力消費抑制を行う。 

重油使用量 
1)暖房温度の適正管理を行う。〔行橋サイトのみ〕 

2)風呂温度の適正管理を行う。〔行橋サイトのみ〕 

灯油使用量 

1）暖房温度の適正管理を行う。 

2）長時間離席時は暖房を消す。 

3）熱処理炉運転の効率化を検討する。〔行橋サイトのみ〕 

ガソリン使用量 
1)急発進・急加速・急ブレーキを禁止し、省エネ運転を励行する。

  〔本社・門司サイトのみ〕

軽油使用量 1)急発進・急加速・急ブレーキを禁止し、省エネ運転を励行する。

LPG 使用量 
1)溶接作業の効率化を検討する。 

2)切断作業の効率化を検討する。〔行橋サイトのみ〕 

廃棄物排出量削減 

1)ペーパレス化を励行する。 

2)両面コピー、Ｎアップコピーを励行する。 

3)裏紙の使用を励行する。 

4)分別を徹底し、できるだけリサイクルする。 

排水排出量削減 

1)ポスターを掲示し、節水への意識付けを行う。 

2)水を流しっぱなしにしない。 

3)必要以上に勢いよく出さない。 

化学物質 
1)SDS を取り寄せ、使用上の注意事項を守る。 

2)使用量を管理し、必要以上に使用しない。 

グリーン購入の推進 1)グリーン購入を推進する。 

製品・サービス 1)省エネ・省資源・廃棄物削減に繋がる活動を実施する。 
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５．環境経営目標に対する実績 

   2021 年度（2021 年 4 月～2022 年 3月）の各サイトの環境経営目標に対する実績を以

下に示します。 

  5.1 門司サイト 

項 目 環境経営目標 実 績 判定※1

二酸化炭素排出量※2 kg-CO2
253,884 以下 234,371 ○ 

1-1 電力使用量 kWh 511,524 以下 484,596 ○ 

1-6 LPG 使用量 kg 2,880 以下 750 ○ 

廃棄物排出量 kg 12,492 以下 5,540 ○ 

排水排出量 ｍ3 2,211 以下 1,158 ○ 

化学物質 kg 適正管理 

SDS を入手し、それに従って適切に管理した。

PRTR 指定化学物質の使用量を適切に把握し、

遅滞なく届出た。

グリーン購入の推進 品目 ― 
文房具等購入時はグリーン化商品を優先的に

購入した。

総合評価 すべての項目において目標を達成しており、門司サイトの工場部門を行

橋サイトに集約した効果があったと判断できる。 

※1  ○：目標達成。×：目標未達、□：活動中

※2  二酸化炭素排出係数は、九州電力の 2020 年度の調整後排出係数：0.479kg-CO2/kWh を適用した。 

  5.2 行橋サイト 

項 目 環境経営目標 実 績 判定※1

二酸化炭素排出量※2 kg-CO2 2,809,653 2,416,700 ○

1-1 電力使用量 kWh 4,178,736 3,912,342 ○

1-2 重油使用量 ℓ  66,547 55,250 〇 

1-3 灯油使用量 ℓ 242,834 150,890 〇 

1-5 軽油使用量 ℓ 2,991 2,122 〇 

1-6 LPG 使用量 Kg 5,080 3,923 〇 

廃棄物排出量 kg 281,771 347,936 × 

排水排出量 ｍ3  8,731 6,928 〇 

化学物質 kg 適正管理 

SDS に従って適切に管理した。 

PRTR 指定化学物質の使用量を適切に把握し、遅

滞なく届出た。

グリーン購入の推進 品目 ― 
文房具等購入時はグリーン化商品を優先的に

購入した。

総合評価 

二酸化炭素排出にかかわるすべての項目で目標が達成できてい

る。廃棄物排気量が増加しているが、5S 活動推進による不要品廃

棄が影響している。 

※ 1  ○：目標達成。×：目標未達、□：活動中

※ 2  二酸化炭素排出係数は、九州電力の 2020 年度の調整後排出係数：0.479kg-CO2/kWh を適用し

た。 
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６．環境経営計画の評価 

  6.1 環境経営計画の評価 

項 目 環境経営計画 評 価 

電力使用量 

1)エアコンの設定温度を決め、実行する 

LED 照明の導入や昼休み及び残業時の不要な

照明の消灯、コピー機の節電モード設定を実

施し、無駄な電力削減に努めた結果、目標を達

成できた。 

2)昼休みの消灯を行う 

3)残業時の不要な照明の消灯を行う 

4)長時間離席時は、パソコンの電源を 

OFF する 

5)コピー機を節電モードに設定する 

6)夜間・休日はパソコン・コピー機の主 

電源を OFF する 

7)エアコンフィルターの定期的清掃を 

行う 

8)エアー漏れの点検及び修理を行う 

9)業務改善により作業時間短縮を図る 

10)高効率蛍光灯、インバーター照明への切

り替えを検討する 

11)不要電力消費抑制を行う 

重油使用量 
1)暖房温度の適正管理を行う 暖房及び給湯の温度を適正に管理し、目標を

達成できた。 2)給湯温度の適正管理を行う 

灯油使用量 1)暖房温度の適正管理を行う 
使用量の適正管理の周知徹底により、目標を

達成できた。 

ガソリン 

使用量 

1)急発進・急加速・急ブレーキを禁止し省エ

ネ運転を励行する 

ガソリン車を遊休設備として管理。軽油車の

み稼働とした 

軽油使用量 
1)急発進・急加速・急ブレーキを禁止し省エ

ネ運転を励行する。 

省エネドライブを周知徹底し、目標を達成で

きた。 

LPG 使用量 
1)溶接作業の効率化を検討する 不適合削減活動などにより、むだな補修溶接

の頻度が削減できている。 2)切断作業の効率化を検討する 

廃棄物 

排出量 

1)ペーパレス化を励行する 行橋においては、5S 活動の励行により廃棄物

が増加してしまったが一時的なものと判断で

きる。 

2)両面コピー、Ｎアップコピーを励行する

3)裏紙の使用を励行する 

4)分別を徹底し、できるだけリサイクルす

る 

排水排出量 

1)ポスターを掲示し、節水への意識付けを

行う ボイラー試験対象製品の集約など、効果が確

認できている。 2)水を流しっぱなしにしない 

3)必要以上に勢いよく出さない 

化学物質 
1)SDS を取寄せ使用上の注意事項を守る SDS に従い適正に管理した。 

6 月に PRTR 対象物質の使用量届出を行った。2)使用量を管理し、必要以上に使用しない

グリーン 

購入の推進 
1)グリーン購入への切替え品を検討する 

事務用品はカタログでエコマーク商品を優先

的に選定し購入した。 
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6.2 環境教育 

      環境活動の必要性やエコアクション２１の概要、環境経営目標や環境経営計画

などを教育し、各員の環境意識の向上を図りました。 

  6.3 5S 活動推進による職場の整理・整頓の実施 

      職場の 5S活動に取組み、職場内のレイアウト変更、整理・整頓を実施し、よ

く使うものを近くに配置することで、作業時間短縮、ひいては残業時間削減を実

践し、生産効率向上による省エネ効果が得られました。 

  6.4 グループ内、グループ外研修、応援の実施 

      限られた人的資源の有効活用のため、繁忙職場への研修・応援を実施し、効率

良い人員配置により残業時間削減を実施し、省エネ効果が得られました。 

6.5 内部監査 

      各部署から候補者を選出して監査員教育を行って監査員として認定し、8 月か

ら 9月にかけて内部監査を実施しています。 

異なる部門がお互いに監査しあうことにより、環境保全に対する意識やエコア

クション２１の活動への理解がより一層深くなると考えられます。   

6.6 緊急事態対応訓練の実施 

    業務上想定される事故や緊急事態を特定し、緊急時の手順書を作成して、緊急

事態対応訓練を実施しました。訓練を実施することにより、万が一事故や緊急事

態が発生した場合にも、迅速な対応が可能となり、環境への影響が最小限に防げ

るものと考えられます。 
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７．次年度の取組み 

 7.1 環境経営目標 

   次年度の環境経営目標は、3項に示す『2022 年度』の値とします。 

   また、次年度より現在対象外としている各サイトについても管理対象として取り組

みを開始いたします。 

7.2 環境経営計画 

次年度に取組む環境経営計画を以下に示します。 

項 目 環境経営計画  

電力使用量 

1)エアコンの設定温度を決め、実行する。 

2)昼休みの消灯を行う。 

3)残業時の不要な照明の消灯を行う。 

4)長時間離席時、パソコン/モニターの電源を OFFする。 

5)コピー機を節電モードに設定する。 

6)夜間・休日はパソコン・コピー機の主電源を OFF する。 

7)エアコンフィルターの定期的清掃を行う。 

8)エアー漏れの点検及び修理を行う。 

9)各部署で業務改善を行って作業時間短縮を図り、電力使用量を削減

させる。 

10)高効率蛍光灯、インバーター照明の切り替えを検討する。 

11)不要電力消費抑制を行う。 

継続

継続

継続

徹底

継続

徹底

継続

継続

継続

継続

継続

重油使用量 
1)暖房温度の適正管理を行う。〔行橋サイトのみ〕 

2)風呂温度の適正管理を行う。〔行橋サイトのみ〕 

継続

継続

灯油使用量 1)暖房温度の適正管理を行う。 継続

ガソリン使用量 
1)急発進・急加速・急ブレーキを禁止し、省エネ運転を励行する。 

  〔本社・門司サイトのみ〕

継続

軽油使用量 1)急発進・急加速・急ブレーキを禁止し、省エネ運転を励行する。 継続

LPG 使用量 
1)溶接作業の効率化を検討する。 

2)切断作業の効率化を検討する。〔行橋サイトのみ〕 

継続

継続

廃棄物排出量削減

1)ペーパレス化を励行する。 

2)両面コピー、Ｎアップコピーを励行する。 

3)裏紙の使用を励行する。 

4)分別を徹底し、可能な限りリサイクルする。 

徹底

継続

継続

継続

排水排出量削減 
1)水を流しっぱなしにしない。 

2)必要以上に勢いよく出さない。 

継続

継続

化学物質 
1)SDS を取り寄せ、使用上の注意事項を守る。 

2)使用量を管理し、必要以上に使用しない。 

継続

継続

グリーン購入の 

推進 

1)グリーン購入への切替えを検討する。 継続

製品・サービス 1) 省エネ・省資源・廃棄物削減に繋がる活動を実施する。 継続
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８．環境関連法規の遵守状況の確認並びに違反、訴訟等の有無 

当社に適用される主な法規制等を下表に示します。環境関連法規制の要求事項につ

いては全て遵守しており違反はありませんでした。 

その他、関連機関や利害関係者からの違反指摘や訴訟等もありませんでした。 

8.1 環境関連法規等の遵守状況 

No. 法及び法令の名称 
遵守

状況
No. 法及び法令の名称 

遵守

状況

1 環境基本法 遵守 17 工業用水法 遵守

2 環境教育等による環境保全促進法 遵守 18 工場立地法（緑地） 遵守

3 循環型社会形成推進法 遵守 19 建設リサイクル法 遵守

4 公害防止組織整備法 遵守 20 資源有効利用促進法 遵守

5 大気汚染防止法 遵守 21 家電リサイクル法 遵守

6 水質汚濁防止法 遵守 22 フロン排出抑制法 遵守

7 下水道法 遵守 23 グリーン購入法 遵守

8 浄化槽法 遵守 24 廃棄物処理法 遵守

9 土壌汚染対策法 遵守 25 県産廃不適正処理防止条例 遵守

10 悪臭防止法 遵守 26 北九州市廃棄物条例 遵守

11 騒音規制法 遵守 27 化管法（PRTR 法） 遵守

12 振動規制法 遵守 28 ＰＣＢ特措法 遵守

13 福岡県公害防止条例 遵守 29 毒物及び劇物取締法 遵守

14 北九州市公害防止条例 遵守
30

核原料物質，核燃料物質及び 

原子炉の規制に関する法律 
遵守

15 消防法 遵守

16 省エネルギー法 遵守

９．代表者による全体の評価と見直し・指示 

① 行橋工場については目標未達もありますが、EA21 取得から約 6 年に亘り活動を

継続し、削減量も限界に近づいていることを考慮すると、十分な効果が出ている

と判断できます。 

② 環境関連法規の改正については確実に調査し、対応漏れがないよう注意のこと。 

③ 緊急事態については十分な訓練を実施し、有害物質を外部流出させないことを徹

底ください。 

④ 今後も社員一人一人が二酸化炭素排出量削減等、環境への自覚をもって行動して

ください。 

⑤ 設備の劣化などによる新規導入検討時は、よりグリーン購入を意識した取り組み

をお願いします。 

⑥ 次年度以降は各出先を対象として取り組みを拡大し、まずは定量的な目標値の設

定のため、データ採取を進めること。 


