
富山大扇工業株式会社

(対象期間

2021年度 環境経営レポー ト
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□ごあいさつ

富山大扇工業株式会社は、医薬品、化粧品等のプラスティック容器包装事業
を通じて、日々豊かな生活作りに貢献してまいります。
そして豊かな生活作りへの貢献の一環として、事業活動のあらゆる側面にお
いて、常に地球環境保全を意識し、また環境整備の改善に向けて、取り組み
を進めてまいります。

富山大扇工業株式会社

代表取締役社長 含田昭男

□環 境 経 営 方 針

当社はプラスチック製品ものづ<り 事業活動を通じて、『経営理念・組織目
的』として掲げる 3つの理念 1.人を大切に、2.豊かな価値の創造、そし
て 3、 社会への貢献の中、3.の『地球環境の安全と保全に貢献 し、社会の
発展に貢献 します。』の実行を通して、地球環境の保全への貢献、持続可能
型 (サステすブル)社会の実現に、全員参加で自主的・積極的 。継続的に改
善を取り組んでいきます。

1.環境関連法規制等を順守します。

2.電力量の削減等の省エネ活動を通 じて、二酸化炭素排出量の抑制に取り組みます。

3.常 |こ生産の合理化に努めながら、省資源・ 分別 リサイクルの徹底を進めながら

廃棄物削減 を推進 していきます。

4.地 域の環境保全 を意識 し、水使用量の効率化に努めます。

5.化学物質の適正管理に努めます。

6.物品のグリーン購入やグリーン調達に努め、持続可能型社会形成へ取り組みます。

7.製品からサービスまで事業活動全体を通じて地球環境の保全、環境負荷低減

に配慮致 します。

制定日 :2021年 4月 1日

富山大扇工業株式会社
代表取締役社長  合田昭男



□組織の概要

(1)名称及び代表者名

富山大扇工業株式会社

代表取締役 合田 昭男

(2)所在地

本 社 富山県中新川郡上市町広野新 269

(3)環境管理責任者氏名及 び担当者連絡先

責任者  合田 由佳

担当者  岡  仁志

(4)事業内容

プラスチック製品の製造

主要製品 :医薬品・化粧品容器

(5)事業の規模

6 9億円

(6)事業年度 4月 1日～3月 31日

本社

67従業員
κア
でう

3,349

TEL:076-473-0336
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□認証・ 登録の対象組織・活動

登録事業者名 :    富山大扇工業株式会社

対象事業所 :     本社・ 工場

対象外 :      なし

活動 :        プラスチック製品の製造
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様式 6-01(6.実施体制の構築)

富山大扇工業株式会社 実施体制図及び役割・責任・権限表

2021年 9月 1日

代表者

環境管理

責任者

環境事務局

生産管理0 生産技術部 品質管理部 管理部製造部

・プローG ■肛壼
=塁

■

役割・責任
=権

限

代表者 (社長 ) ・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、設備、費用、時間、技能、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・見直し及び全従業員へ周知
・環境経営 目標・環境経営計画書を承認
・代表者による全体の評価と見直しを実施
・環境活動レポートの承認

環境管理責任者 ・環頂雇営ラステムの再葉、:面籠

'7管

理
~

・環境関連法規等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
・環境活動の取組結果を代表者へ報告
・環境経営レポートの確認

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、幹部ミーティングの事務局
・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チエックの実施
・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成
・環境活動の実績集計
・環境関連法規等取りまとめ表の作成及び最新版管理
・環境関連法規等取りまとめ表に基づく連守評価の実施
・環境関連の外部コミュニケーションの窓ロ
・環境経営レポートの作成、公開 (事務所に備付けと地域事務局への送付 )

幹部ミーティング 境経営計画の審議
・環境活動実績の確認・評価

部門長 ・自部門における環境方針の周知
‐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活動計画の実施及び達成状況の報告
・自部門に必要な手順書の作成及び手順書による実施
・自部門の想定される事故及び緊急事態への対応のための手順書作成

試行・訓練を実施、記録の作成
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

全従業員 =環扇羅琶ラ面 Z5画層71:頭乃員丙ラヌ顧三ア蘊
「
房:あ画夏西西百覺

・決められたことを守り、自主的・稽極的に環境活動へ参加

[型:三正」



□主な環境負荷の実績

項  目 2019 2021

二酸化炭素総排出量 kg~C02 1,12001 718,080 1.027.329

廃棄物排出量 44.731 81,537 61,641

一般廃棄物排出量 11.539 10995 13.459

産業廃棄物排出量 33,192 70.542

総排水目
．ｒ 899 507 480

※電力の二酸化炭素排出量換算値             
°497 kg― C02/kWh

※一般廃棄物 何 燃物)については2016年より業者による弓1取りを閂始
※二酸化炭素排出量にはLPGを含む

□環境経営目標及びその実績

年 度

項 目

基準値

(基準度)

2021 2022年
(目標)

2023年
(目 標)(目標 ) (実績 )

電力による二酸化炭素削減
kg―C02

基準年比

1,370.614

2014`千

1,123,901

82%

792,830

58%

1,110,195

81%

1,096,489

80%

自動車燃料による二酸化炭素削減
kg―C02

基準年比

3,770

2014年

3.619

96%

325

9%

3,581

95%

3.544

94%

上記二酸化炭素排出奎合計 kg―C02 1,374,381 1.127.520 793,155 1,100033

廃プラの削減
kg

基準年比

76.182

2014年

72.373

95%

48.182

63%

71.611

94%

70,849

93%

水道水の削減
襦

基準年比

1,254

2014年

1,179

94%

480

3896

1,166

93%

1,154

92%

グリーン購入の推進
% 50% 54% 53% 55%

化学物質の削減 維持・管理で推進

製品・サービスヘの環境配慮 数値曰標は設定せず行動目標

2020
1

1単
位

48.482
1

1峰

|に

「

~~~

1,113,776



□環境活動計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容
数値目標 :○達成 ×末達成

活動 :◎よくてきた ○まあまあできた △あまりできなかつた X全くできなかつた

取り組み計画 達成状況 取組結果とその評価、次年度の取組内容

電力による二酸化炭素削減
数値日標 今年度の削減目標 基準年度比82%に対し、58%の削減

を達成しました。組立室の照明をLにD化する対応が終了し
たこと、こまめな消灯を年間を通して社員へ呼びかけでき
たことが効果を上げたものと思われます。また、組立ライ
ン主力製品の省力化も実施し増産に寄与しました。次年度
へ向けては、設備機械の更新、省力化について引き続き検
討をすすめたいと考えます。

節電呼びかけ継続 (全社員へ通達)

組立室蛍光灯→ヒEE)化検討

設備機械の更新、省力化検討

0

0

O

数値日標
'年

度の自動車燃料削減による二酸化炭素排出量削減の目
標 基準年度比95%に対して、実績は9%と大幅な削減
になりました。オンライン会議の活用により出張機会を減
らしたことが大きな寄与になつたと考えられます。今後も
継続していきます。

・ オンライン会議 の活用による出張機会の低減

走,記録による車両使用管理の徹底

・タイヤ●用状況の適正化 (給油時の空気圧のチェック)

0

0

・ 3加速、急減速運転の防止徹底 ○

自動車燃料による二酸化炭素削減

廃プラの削減

水道水の削減

数値目標 今年の日標 対基準年度 94%に 対して、実績63%を達成し

ました。節水への啓もうが奏功しました。次年度も引き続き全社
的に節水に取組みます.

節水 シールの貼 り付けとポスター掲示

・水道使用量の見える化による意識の徹底

O

O

グリーン購入の推進
数値目標 グリーン購入推進は継続しています.今年度は 目標50%にメ,

して54%まで達成しました。次年度も50%の 日標達成できる
よう51き 続き推進活動を継続していきます。購入時での環境配慮型資材 の可能性確認

(事務用品 グリーン購入比率面上 )

0

製品・ サービスヘの環境配慮

化学物質の適正管理

5S活動の推進

数値目標 年度を通 して 5S活動を実施 しま した。次年度 も活動を継続 して

いくこともに .推進委員以外 の一般社員も積極的に取り組めるよ

うな啓蒙活動 を
`]い

ます .
・ 工場内 5Sパ トロール 活動推進 O

数値自標 O 今年度の廃プラ削減活動は、日標 対基準年度比95%に
対して、実績は63%を達成しました。 |」 サイクルは継続
0,に行えましたが、排出量の原因となる不良ロスの削減は
まだできていないため、次年度も大きな課題となります。
次年度も改善アイテムを実行して継続0,に 不良ロス削減に
取り組みます。

・ ,帯 留廃 フラステ ィック 類の処分促進 △

・ 分別収実の徹底 (有償引取 り分の増加 )継続 ○

△

数1直目標

・ 在庫の的確な把握 と数量管理の徹底

・ 工数管理の徹底と工数削減への蒼」意工夫

・ 配送効率の向上

原料、資材の入荷曜日を決めて、まとめて入荷させることにより
.■業効率の改善を推進しました。また、組立ラインの工数削減
を推進して1日 の生産数を増加させることに成功しました。

数値目標

・ SDS640品 自の確認 とリスクアセスメン ト実施 O

640品 目のSDSシ ート確認.1リ スクフセスメント

の適正管理に努めました .

しヽ 質

匡

・ 工程品質改善 |こ よる不良 ロスの低減

O

0

1   0



適用される法規制 適用される事項 (施設・物資・ 事業活動等 )

廃棄物処理法 一般廃棄物、産業廃棄物 (金属クで、廃プラ、廃ガラス、廃油等)

騒音・ 振動規制法 空圧機

フロン排出抑制法 業務用空調機、冷′東機

消防法

□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

環境関連法規制等の道守状況の評価の結果、環境関連法規制等は違守されていました。

なお、違反、訴訟等も過去 3年間ありませんでした .

□代表者による全体の評価と見直し

地球温暖化対策、地球環境保全への取り組みは、企業にとっても事業継続できる

大前提の一つである。

2021年度現在までの活動評価

① 機器の更新時には省エネを考慮し選定していく (継続)

② 環境保全への取り組みについて社員全員が共通認識のもと推進 (継続)

③ 活動計画に対しPDCAを活かす (継続)

目標の見直し :植栽伐採の一般廃棄物は、目標管理の対象外とする

□代表者のコメント

日々生産活動において切磋琢磨しながらコスト改善に努めております

この改善活動を継続することにより結果、電力低減、不用品の削減など

環境に配慮した経営、継続を行うことができます

また、タト部環境も激しい変動期でもあり取り残されないよう

環境に関する法令の遵守、あらゆるリスクを回避しながら

環境と経営を融合した継続改善を実践していきます

指定可燃物・危険物の保管


