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1.1.1.1. 組織の概要組織の概要組織の概要組織の概要

【事業所名】 高知スチロール株式会社

【代表者氏名】 代表取締役社長　妙中幸一木村裕二

【所在地】

本社・山田工場 〒782-0051　高知県香美市土佐山田町楠目25番地12号

広見工場 〒798-1373　愛媛県北宇和郡鬼北町大字清水1042番地２号　

【環境管理責任者氏名及び担当者連絡先】

環境管理責任者氏名 管理部　　部長 高橋克彦

連絡先担当者 技術部 三谷邦夫

連絡先 ＴＥＬ： 0887-52-2030

ＦＡＸ： 0887-52-1709

Ｅ－ｍａｉｌ： k-mitani@kochi-styrol.co.jp

【事業活動の内容についての簡単な記述】

発泡スチロールの製造・販売、その他包装資材の販売

主要製品：魚箱、野菜箱等の農水産物容器、フロート・栽培床等の農水産資材、建材

　　　　 　　　断熱材用スチロールボード、発泡スチロール土木工法用ブロック、発泡粒、

　　　　　　　その他包装資材

【事業規模】

設立年月日

資本金 7,000万円

　　2019年度 　　2020年度 　　2021年度

製品生産量・出荷額（売上高）

6.6億円 7.3億円 6.8億円

従業員数　　　　　　（名）
　　　  　34
（山田24、広見10）

　　　　34
（山田24、広見10）

　　　　34
（山田24、広見10）

事業所敷地面積　　　（ｍ2 ）

事業所延べ床面積　　（ｍ2 ）

従業員数は、　　4月　　1日現在

会計年度 　　　４月　　～　　３月

昭和50年7月1日

本社・山田11,000　 広見  　　5,838

本社・山田8,940 　広見  　　3,318



2.対象範囲、レポートの対象期間及び発行日2.対象範囲、レポートの対象期間及び発行日2.対象範囲、レポートの対象期間及び発行日2.対象範囲、レポートの対象期間及び発行日

【対象範囲（認証・登録範囲）】

高知スチロール株式会社　

本社・山田工場〒782-0051　高知県香美市土佐山田町楠目25番地12号 （常駐者：24名）

広見工場 〒798-1373　愛媛県北宇和郡鬼北町大字清水1042番地２号　（常駐者：10名）

【レポートの対象期間】

2021年4月～2022年3月

【環境活動レポートの発行日】

【環境活動レポートの次回発行予定】

2023年6月頃

【作成責任者】

環境管理責任者　 高橋克彦

2022年6月10日



3.環境経営方針3.環境経営方針3.環境経営方針3.環境経営方針

環境経営方針環境経営方針環境経営方針環境経営方針

　　　　当社は、当社の経営理念に基づき、環境との共生・調和、環境への取組みを最重当社は、当社の経営理念に基づき、環境との共生・調和、環境への取組みを最重当社は、当社の経営理念に基づき、環境との共生・調和、環境への取組みを最重当社は、当社の経営理念に基づき、環境との共生・調和、環境への取組みを最重

要課題として認識し、自ら責任を持ち、全社一丸となって環境との共生・調和に配要課題として認識し、自ら責任を持ち、全社一丸となって環境との共生・調和に配要課題として認識し、自ら責任を持ち、全社一丸となって環境との共生・調和に配要課題として認識し、自ら責任を持ち、全社一丸となって環境との共生・調和に配

慮した事業活動に取組み、環境負荷を継続的に削減して行きます。慮した事業活動に取組み、環境負荷を継続的に削減して行きます。慮した事業活動に取組み、環境負荷を継続的に削減して行きます。慮した事業活動に取組み、環境負荷を継続的に削減して行きます。

　当社では、発泡スチロール成形品の製造のために電力及びボイラー用重油を消費　当社では、発泡スチロール成形品の製造のために電力及びボイラー用重油を消費　当社では、発泡スチロール成形品の製造のために電力及びボイラー用重油を消費　当社では、発泡スチロール成形品の製造のために電力及びボイラー用重油を消費

するとともに、原材料として発泡性ポリスチレンビーズを購入しています。するとともに、原材料として発泡性ポリスチレンビーズを購入しています。するとともに、原材料として発泡性ポリスチレンビーズを購入しています。するとともに、原材料として発泡性ポリスチレンビーズを購入しています。

　これらの事業活動に伴う環境への負荷を削減するため、以下の環境への取組みを　これらの事業活動に伴う環境への負荷を削減するため、以下の環境への取組みを　これらの事業活動に伴う環境への負荷を削減するため、以下の環境への取組みを　これらの事業活動に伴う環境への負荷を削減するため、以下の環境への取組みを

行います。行います。行います。行います。

①①①①工工工工場場場場内内内内のののの燃燃燃燃料料料料、、、、電電電電気気気気使使使使用用用用ののののあああありりりり方方方方をををを見見見見直直直直しししし、、、、製製製製造造造造工工工工程程程程ででででのののの省省省省エエエエネネネネルルルルギギギギーーーーにににに取取取取組組組組
み、み、み、み、

　その結果として温室効果ガス排出量を削減する。　その結果として温室効果ガス排出量を削減する。　その結果として温室効果ガス排出量を削減する。　その結果として温室効果ガス排出量を削減する。

②②②② 工場内での上水及び地下水使用のあり方を見直し、循環使用の徹底等により、使工場内での上水及び地下水使用のあり方を見直し、循環使用の徹底等により、使工場内での上水及び地下水使用のあり方を見直し、循環使用の徹底等により、使工場内での上水及び地下水使用のあり方を見直し、循環使用の徹底等により、使

　用量と排出量を削減する。　用量と排出量を削減する。　用量と排出量を削減する。　用量と排出量を削減する。

③③③③ 廃棄物の分別を徹底し、リサイクルによる資源回収を進めることにより、産業廃廃棄物の分別を徹底し、リサイクルによる資源回収を進めることにより、産業廃廃棄物の分別を徹底し、リサイクルによる資源回収を進めることにより、産業廃廃棄物の分別を徹底し、リサイクルによる資源回収を進めることにより、産業廃

　棄物の削減に取組む。　棄物の削減に取組む。　棄物の削減に取組む。　棄物の削減に取組む。

④④④④ 事務用品等の購買に関しては、グリーン購入を促進し、環境保全の分野において事務用品等の購買に関しては、グリーン購入を促進し、環境保全の分野において事務用品等の購買に関しては、グリーン購入を促進し、環境保全の分野において事務用品等の購買に関しては、グリーン購入を促進し、環境保全の分野において

　も社会に貢献する。　も社会に貢献する。　も社会に貢献する。　も社会に貢献する。

⑤⑤⑤⑤ 自社製品の設計に関しては、省エネルギー型の製品設計となるように取組む。自社製品の設計に関しては、省エネルギー型の製品設計となるように取組む。自社製品の設計に関しては、省エネルギー型の製品設計となるように取組む。自社製品の設計に関しては、省エネルギー型の製品設計となるように取組む。

⑥⑥⑥⑥ 事業活動に関わる環境関連法規、規制を遵守する。事業活動に関わる環境関連法規、規制を遵守する。事業活動に関わる環境関連法規、規制を遵守する。事業活動に関わる環境関連法規、規制を遵守する。

⑦ 環境活動レポートを公表する等、特に地域住民の皆様との環境コミュニケーショ⑦ 環境活動レポートを公表する等、特に地域住民の皆様との環境コミュニケーショ⑦ 環境活動レポートを公表する等、特に地域住民の皆様との環境コミュニケーショ⑦ 環境活動レポートを公表する等、特に地域住民の皆様との環境コミュニケーショ

　ンに積極的に取組む。　ンに積極的に取組む。　ンに積極的に取組む。　ンに積極的に取組む。

２０１９年４月１日　　改訂２０１９年４月１日　　改訂２０１９年４月１日　　改訂２０１９年４月１日　　改訂
高知スチロール株式会社高知スチロール株式会社高知スチロール株式会社高知スチロール株式会社

代表取締役社長　木村　裕二代表取締役社長　木村　裕二代表取締役社長　木村　裕二代表取締役社長　木村　裕二



5.5.5.5. 環境経営活動への取組みの全体概要環境経営活動への取組みの全体概要環境経営活動への取組みの全体概要環境経営活動への取組みの全体概要

　当社は、「2017年度版エコアクション21ガイドライン」をもとに環境負荷の自己チェックを行い
環境経営目標の達成状況を評価し、改善に取組んでいます。

＜全体概要＞＜全体概要＞＜全体概要＞＜全体概要＞
〇CO2排出量については目標値を未達となりました。
〇燃料使用量の削減については、金型メンテナンスの推進、蒸気漏れ対策などをおこないました。
〇電力使用量の削減については、エアー漏れの対策、エアーコンプレッサーのメンテナンスなどを行いました。
〇工場の3Sを進め廃棄物の分別に努め再資源化率の向上を図りました。
〇環境美化活動については、コロナの影響で近隣の清掃活動のみの実施となりました。

 ＜高知スチロール株式会社の物質フロー＞（2021年度） ＜高知スチロール株式会社の物質フロー＞（2021年度） ＜高知スチロール株式会社の物質フロー＞（2021年度） ＜高知スチロール株式会社の物質フロー＞（2021年度）

　　　　　　　4.高知スチロール㈱環境管理実施体制図　　　　　　　4.高知スチロール㈱環境管理実施体制図　　　　　　　4.高知スチロール㈱環境管理実施体制図　　　　　　　4.高知スチロール㈱環境管理実施体制図

代表者（社長）

環境管理責任者 環境事務局

環境安全衛
生委員会

製造本部管理部 技術部
社長付

山田工場広見工場

製造 業務 製造 業務

高知スチロール㈱高知スチロール㈱高知スチロール㈱高知スチロール㈱

の事業活動の事業活動の事業活動の事業活動

＜OUTPUT＜INPUT>

燃料燃料燃料燃料：：：： 1111，，，，007kl007kl007kl007kl

電力電力電力電力：：：： 1,2221,2221,2221,222千ｋ千ｋ千ｋ千ｋWhWhWhWh

用水：用水：用水：用水： 111111111111千千千千

COCOCOCO2222：：：： 3333，，，，325t325t325t325t----COCOCOCO2222

排水：排水：排水：排水： 111111111111千㎥千㎥千㎥千㎥

廃棄物：廃棄物：廃棄物：廃棄物： 41414141 ｔｔｔｔ



6.環境経営目標（1.中長期目標）6.環境経営目標（1.中長期目標）6.環境経営目標（1.中長期目標）6.環境経営目標（1.中長期目標）

中長期目標（全社）

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

実績（基準年） 目標 目標 目標 目標

CO2排出量 ｔ-CO2 3,371 3,183 3,251 3,261 3,274

用水使用量 千㎥ 150 148 147 145 144

一般廃棄物排出量 ｔ 5.00 4.95 4.90 4.85 4.80

産業廃棄物排出量 ｔ 40.0 39.5 39.1 38.7 38.3

廃棄物再資源化率 ％ 88.7 89.0 90.5 91.4 92.3

グリーン購入率 ％ 51.5 52.0 52.6 53.1 53.6
環境負荷の少ない資材の
販売（断熱材）

枚 1,451 1,500 1,550 1,600 1,700

中長期目標（本社・山田工場）

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

実績（基準年） 目標 目標 目標 目標

CO2排出量 ｔ-CO2 2,094 2,001 2,036 2,048 2,058

用水使用量 千㎥ 124.8 123 122 121 120

一般廃棄物排出量 ｔ 4.00 3.96 3.92 3.88 3.84

産業廃棄物排出量 ｔ 27.0 26.7 26.4 26.2 25.9

廃棄物再資源化率 ％ 89.2 90.1 91.0 91.8 92.8

グリーン購入率 ％ 57.1 57.6 58.2 58.8 59.3
環境負荷の少ない資材
の販売（断熱材）

枚 1,451 1,500 1,550 1,600 1,700

中長期目標（広見工場）

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

実績（基準年） 目標 目標 目標 目標

CO2排出量 ｔ-CO2 1,277 1,182 1,215 1,213 1,216

用水使用量 千㎥ 25.2 25.0 24.8 24.2 23.8

一般廃棄物排出量 ｔ 1.00 0.99 0.98 0.97 0.96

産業廃棄物排出量 ｔ 13.0 12.8 12.7 12.5 12.4

廃棄物再資源化率 ％ 87.6 88.5 89.3 90.2 91.0

グリーン購入率 ％ 28.3 28.5 28.8 29.1 29.4
環境負荷の少ない資材
の販売（断熱材）

枚 - - - - -

*1.電力のCO2発生量については電気事業者別のCO2排出係数（2019年度実績）
（2021年度1月7日公表）のテプコカスタマーサービスの実排出係数（0.508㎏-CO2/ｋWh）を使用した。
*2.グリーン購入量は、製品購入金額全体に対する環境商品の購入金額割合（％）
*3.環境負荷の少ない資材の販売（断熱材）の目標が基準年を下回るのは、大口の販売がなくなったため。

項目 単位

項目 単位

項目 単位



（2.単年度目標）（2.単年度目標）（2.単年度目標）（2.単年度目標）

（全社）
2020年度 2021年度

実績（基準年） 目標
CO2排出量 t-CO2 3,371 3,183

用水使用量 千㎥ 150 148

一般廃棄物排出量 ｔ 5.0 5.0

産業廃棄物排出量 ｔ 40.0 39.5

廃棄物再資源化率 ％ 88.7 89.0

グリーン購入率 ％ 51.5 52.0
環境負荷の少ない資材
の販売（断熱材）

枚 1,451 1,500

（本社・山田工場）
2020年度 2021年度

実績（基準年） 目標
CO2排出量 t-CO2 2,094 2,001

用水使用量 千㎥ 125 123

一般廃棄物排出量 ｔ 4.0 4.0

産業廃棄物排出量 ｔ 27.0 26.7

廃棄物再資源化率 ％ 89.2 90.1

グリーン購入率 ％ 57.1 57.6
環境負荷の少ない資材
の販売（断熱材）

枚 1,451 1,500

（広見工場）
2020年度 2021年度

実績（基準年） 目標
CO2排出量 t-CO2 1,277 1,182

用水使用量 千㎥ 25.2 25.0

一般廃棄物排出量 ｔ 1.0 1.0

産業廃棄物排出量 ｔ 13.0 12.8

廃棄物再資源化率 ％ 87.6 88.5

グリーン購入率 ％ 28.3 28.5

*1.電力のCO2発生量については電気事業者別のCO2排出係数（2019年度実績）
（2021年度1月7日公表）のテプコカスタマーサービスの実排出係数（0.508㎏-CO2/ｋWh）を使用した。
*2.グリーン購入量は、製品購入金額全体に対する環境商品の購入金額割合（％）

項目 単位

項目 単位

項目 単位



実績（全社）

2020年度

（基準年） 目標 評価
CO2排出量（基準年生
産量換算排出量）

ｔ-CO2 3,371 3,183 3,371 （ 3,552 ） 105.9 （ 105.4 ） ×　（×）

用水使用量 千㎥ 150 148 111 75.0 〇

一般廃棄物排出量 ｔ 5.0 5.0 5.4 109.1 ×

産業廃棄物排出量 ｔ 40.0 39.5 36.0 91.1 〇

廃棄物再資源化率 ％ 88.7 89.0 83.5 93.8 ×

グリーン購入率 ％ 51.5 52.0 56.0 107.7 〇
環境負荷の少ない資
材の販売（断熱材）

枚 1,451 1,500 1,353 90.2 ×

実績（本社・山田工場）

2020年度

実績（基準年） 目標 評価
CO2排出量（基準年生
産量換算排出量）

ｔ-CO2 2,094 2,001 2,155 （ 2,281 ） 107.7 （ 108.9 ） ×　（×）

用水使用量 千㎥ 125 123 89 72.4 〇

一般廃棄物排出量 ｔ 4.0 4.0 4.5 113.6 ×

産業廃棄物排出量 ｔ 27.0 26.7 20.1 75.3 〇

廃棄物再資源化率 ％ 89.2 90.1 81.9 90.9 ×

グリーン購入率 ％ 57.1 57.6 74.3 129.0 〇
環境負荷の少ない資
材の販売（断熱材）

枚 1,451 1,500 1,353 90.2 ×

実績（広見工場）

2020年度

実績（基準年） 目標 評価
CO2排出量（基準年生
産量換算排出量）

ｔ-CO2 1,277 1,182 1,216 （ 1,249 ） 102.9 （ 105.9 ） ×　（×）

用水使用量 千㎥ 25.2 25.0 22.0 88.0 〇

一般廃棄物排出量 ｔ 1.0 1.0 0.9 90.9 〇

産業廃棄物排出量 ｔ 13.0 12.8 15.9 124.2 ×

廃棄物再資源化率 ％ 87.6 88.5 85.7 96.8 ×

グリーン購入率 ％ 28.3 28.5 22.1 77.5 ×
*1.電力のCO2発生量については電気事業者別のCO2排出係数（2019年度実績）
（2021年度1月7日公表）のテプコカスタマーサービスの実排出係数（0.508㎏-CO2/ｋWh）を使用した。
*2.グリーン購入量は、製品購入金額全体に対する環境商品の購入金額割合（％）
*3.達成度　　　 　　　　　：達成率＝（実績値/目標値）×100　（％）　
*4.評価　　　　　　　　　　：達成　〇、未達成　×　等で記載するか、「達成」、「未達成」等の言葉で記載する。

過去3年間の実績（全社）

CO2排出量 ｔ-CO2 2,935 3,371 3,371

用水使用量 千㎥ 138 150 111

一般廃棄物排出量 ｔ 4.2 5.0 5.4

産業廃棄物排出量 ｔ 27.3 40.0 36.0

廃棄物再資源化率 ％ 86.0 88.7 83.5

グリーン購入率 ％ 65.7 51.5 56.0

環境負荷の少ない資
材の販売（断熱材）

枚 3,282 1,451 1,353

項目

2021年度
項目 単位

実績 達成度（％）

単位
実績 達成度（％）

2021年度

7.2021年度の実績7.2021年度の実績7.2021年度の実績7.2021年度の実績

項目 単位
2021年度

実績 達成度（％）

項目 単位 2019年 2020年 2021年 前年比　％

108.7

93.2

100.0

74.0

108.0

90.0

94.1



8.取り組み内容と結果8.取り組み内容と結果8.取り組み内容と結果8.取り組み内容と結果

2021年度の目標を達成させるため以下の事項につき生産現場の管理を徹底させることに重点をおき計画しました。

1 金型整備の徹底

2 蒸気漏れ・エアー漏れ対策の実施（パッキン・Oリング・ホースの交換）

3 平均ショット数の管理、向上

4 プレートヒーターの定期洗浄

5 エアー機器の能力テストとメンテナンスの実施

6 小型ボイラー更新

7 照明のこまめな消灯

8 こまめな止水の実施

9 成型機用冷却水の使用量の削減

10 ミスコピーの削減、裏紙の再利用

11 廃棄物の分別を行う

12 グリーン購入の推進

これらの事項について取り組みを実施しましたが、前項の実績内容となりました。

・

・ 用水使用量に対しては、目標の25％減となりました。

・ 産業廃棄物は目標を達成しましたが、一般廃棄物・再資源化率では未達となりました。

・ グリーン購入率は、環境に配慮した物品への購入推進を継続し目標を達成しました。

・

二酸化炭素排出量は、燃料・電気などの使用量の管理を徹底して行いましたが、目標に
対し同一生産量換算比較で6.7％増、対前年では5.4％増となりました。

環境負荷の少ない資材の販売では、目標を未達となりました。



9.次年度の環境経営目標9.次年度の環境経営目標9.次年度の環境経営目標9.次年度の環境経営目標

単年度目標（全社）
2021年度 2022年度

実績（基準年） 目標
CO2排出量 ｔ-CO2 3,325 3,259
用水使用量 千㎥ 111 110
一般廃棄物排出量 ｔ 5.4 5.3
産業廃棄物排出量 ｔ 36.0 35.6
廃棄物再資源化率 ％ 83.5 84.3
グリーン購入率 ％ 56.0 56.6

単年度目標（本社・山田工場）
2021年度 2022年度

実績（基準年） 目標

CO2排出量 ｔ-CO2 2,127 2,099
用水使用量 千㎥ 88 87
一般廃棄物排出量 ｔ 4.5 4.4
産業廃棄物排出量 ｔ 20.1 19.9
廃棄物再資源化率 ％ 81.9 82.7
グリーン購入率 ％ 74.3 75.1

単年度目標（広見工場）
2021年度 2022年度

実績（基準年） 目標
CO2排出量 ｔ-CO2 1,198 1,160
用水使用量 千㎥ 22.8 22.6
一般廃棄物排出量 ｔ 0.91 0.90
産業廃棄物排出量 ｔ 15.9 15.7
廃棄物再資源化率 ％ 85.7 86.6
グリーン購入率 ％ 22.0 22.3
*1.電力のCO2発生量については電気事業者別のCO2排出係数（2020年度実績）
（2022年度1月7日公表）のテプコカスタマーサービスの実排出係数（0.407㎏-CO2/ｋWh）を使用した。
*2.グリーン購入量は、製品購入金額全体に対する環境商品の購入金額割合（％）

次年度の取り組内容
１.金型整備の実施

2.蒸気・エアー漏れのチェック及び修理の実施

3.蒸気配管・ドレン配管の保温を実施

4.高効率ボイラーの導入

5.高効率の真空ポンプへの交換

6.照明のこまめな消灯

7.冷却水の使用量の見直し及びこまめな止水

8.廃棄物の削減と再資源化の推進

9.グリーン購入の推進

項目 単位

次年度も二酸化炭素削減のため、燃料・電気の削減に取り組みます。燃料は、金型の整備を中
心に蒸気漏対策・保温などを行います。電気は、高効率機器の導入を進めます。冷却水の使用
量見直しを行い節水を進めます。廃棄物の削減についても分別を行い再資源化を進めます。グ
リーン購入推進はカタログなどを使い積極的の進めていきます。

項目 単位

項目 単位



10.環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無10.環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無10.環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無10.環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

（１）環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果

（法規）（法規）（法規）（法規）
法規名 適用条項 具体的内容 点検頻度

測定時期 山田工場 広見工場 山田工場 広見工場 山田工場 広見工場

廃棄の処理及び清掃に関する 第３条 事業者の責務 必要時

法律 門脇 上田 〇 〇 4月1日 4月2日

第１２条 産業廃棄物の事業者の処理 必要時

産業廃棄物の委託契約（廃棄物処理契約書の内容確認） 年1回 門脇 上田 〇 〇 4月1日 4月2日

※１ ①委託する産業廃棄物の種類・数量 （遵守状況確認時）

・産業廃棄物の性状、荷姿 ②委託者が受託者に支払う料金

・通常保管状況下での腐敗、揮発等、性状変化の情報 ③受託者の許可の事業の範囲

・他の廃棄物との混合等により生ずる支障 ④委託契約の有効期間（名前・法変更時など見直し）

・日本工業規格C0950号に規定する含有マークの表示が ⑤適正処理のため必要な情報※1

　ある場合は、その表示に関する事項 ⑥委託契約の有効期間中に当該廃棄物に係る前号の情報

・その他取り扱う際に注意すべき事項 （上記5の事）に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項

⑦受託業務終了時の委託者への報告に関する事項

⑧委託契約解除時の未処理廃棄物の取り扱い

第１２条の三 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付 廃棄物排出時 門脇 上田 〇 〇 4月1日 4月2日

第１２条の三 マニフェスト交付状況報告書の作成及び 年１回 門脇 上田 〇 〇

７項 都道府県知事（高知県知事）への提出 毎年６月末

第１４条 期限切れ３ケ月前 門脇 上田 〇 〇 4月1日 4月2日

第１４条の一　１２項 産業廃棄物処理基準による収集運搬、処分

大気汚染防止法 第６条 ばい煙発生施設（ボイラー）の設置届 必要時

第１６条 定期計測（硫黄酸化物、窒素酸化物、煤煙） 2回/年 三谷 濱田 〇 〇 4月1日 4月2日

第１７条 特定物質を多量に排出した場合、県知事への報告 必要時

騒音規制法 第５条 騒音規制基準の遵守 必要時

第６条 出力7.5kw以上の空気圧縮機・送風機等設置の届出 ２回/年

振動規制法 第５条 振動規制基準の遵守 必要時

第６条 出力7.5kw以上の空気圧縮機・送風機等設置の届出 必要時

資源の有効な利用の促進に 第４条 発泡スチロール容器・包装容器などのリサイクル 必要時

関する法律 高橋 上田 〇 〇 4月1日 4月2日

（リサイクル法）

第9条 指定可燃物　　指定数量以上で届出 月1回

（指定数量） 三谷 濱田 〇 〇 4月1日 4月2日

合成樹脂（スチレンビーズ）：3,000ｋｇ

合成樹脂（発泡スチロール）：20㎥

消防法 第１０条 ○指定数量以上の危険物貯蔵の消防長 必要時

への許可(事故時の場合、県への報告も必要） 三谷 和家 〇 〇 4月1日 4月2日

第１石油類 ｶﾞｿﾘﾝ：200ℓ

第２石油類 灯油、軽油：1,000ℓ

第３石油類 重油：2,000ℓ

第４石油類 潤滑油：6,000ℓ

ｷﾞﾔ油、ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ、ﾏｼﾝ油

第３１条 ○少量物危険物貯蔵の消防署への届出 必要時

（指定数量の１／５以上指定数量未満の 三谷 濱田 〇 〇 4月1日 4月2日

危険物貯蔵）

下水道法 第１０条 ○下水道に下水を流入させる為の排水管、 必要時 高橋 濱田 〇 〇 4月1日 4月2日

排水渠等の設置

水質汚濁防止法 第５条 〇特定施設の設置の届出 必要時 濱田 〇 〇 4月1日 4月2日

第７条 〇特定施設の構造等の変更の届出 必要時 濱田 〇 〇 4月1日 4月2日

第１２条 〇事業所排出口における排水基準に適合しない 必要時 濱田 〇 〇 4月1日 4月2日

排出水の排出制限

第１４条 〇排出水の汚染状態の測定等 PHは常時 濱田 〇 〇 4月1日 4月2日

PH（5.8～8.6） その他は1回/年

COD（160ｍｇ/ｌ日間平均120ｍｇ/ｌ以下）

BOD（160ｍｇ/ｌ日間平均120ｍｇ/ｌ以下）

土壌汚染対策法 第4条 3000m2以上の土地の掘削その他の土地の形質の変更 必要時 三谷 濱田 〇 〇 4月1日 4月2日

フロン排出抑制法 第５条 ○指定製品及び特定製品の管理者の責務 三谷 上田 〇 〇 4月1日 4月2日

指定製品の使用に努める。 必要時

特定製品に使用されるフロンの管理の適正化に努力

3ヶ月に1回

(2)環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

2021年4月1日～2022年3月31日までの間、環境関連法規等への違反、訴訟及び環境に関する外部からの苦情・要望等はありませんでした。

遵守状況 確認日担当者

（簡易点検）

当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環
境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場
所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県
知事に届け出なければならない。

事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理

産業廃棄物収集運搬業の都道府県知事の許可（５年毎に更新）



10.環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無10.環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無10.環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無10.環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無
（１）環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果

（条例）（条例）（条例）（条例）
法規名 適用条項 具体的内容 点検頻度

測定時期 山田工場 広見工場山田工場広見工場 山田工場 広見工場

高知県環境基本条例 第６条 ○事業者の責務 必要時 三谷

公害防止、自然環境保全、廃棄物の適正処理

高知県清流保全条例 第２条 ○事業者の清流保全の努力 必要時 三谷

愛媛県公害防止条例 第３条 ○事業者の責務 必要時 濱田

香美市火災予防条例 第３１条 ○少量物危険物貯蔵の消防署への届出 必要時 三谷

（指定数量の１／５以上指定数量未満の

危険物貯蔵）

第６条 ○事業者の責務 必要時 濱田

鬼北町環境保全協定書 １条～９条 必要時 濱田

(2)環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

2021年4月1日～2022年3月31日までの間、環境関連法規等への違反、訴訟及び環境に関する外部からの苦情・要望等はありませんでした。

11.代表者による全体評価と見直しの結果11.代表者による全体評価と見直しの結果11.代表者による全体評価と見直しの結果11.代表者による全体評価と見直しの結果

　2021年度は、ＣＯ2排出量・廃棄物再資源化率・環境負荷の少ない資材（断熱材）の販売
で目標未達となっています。
電力及び燃料原単位を改善することは、ＣＯ2排出量削減に直結し、会社のコストダウン、ひ
いては収益改善に繋がるものです。
2022年度は、活動の基盤である従業員の意識向上を図って全員が協力し、スピード感を
持って取組みを進めて下さい。

担当者 遵守状況 確認日

○ 4月1日

○ 4月1日

○ 4月2日
ばい煙、汚水、廃棄物等の処理等公害を防止に努力

○ 4月1日

鬼北町四万十川流域の河川
をきれいにする条例

○ 4月2日廃棄物及び事業排水を適正に処理し、ふるさとの河川
の水質浄化に努力

水質汚濁防止対策、廃棄物処理、悪臭防止対策、騒
音防止対策（60㏈以下）、災害防止対策の努力

○ 4月2日


