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1．　組織の概要と活動の対象範囲 1ページ

1）　　事業所名及び代表者氏名

　　　　三光金型株式会社

　　　　代表取締役社長　　　増田　良平

2）　　所在地

　　　　第1（本社）工場：　　愛知県　みよし市　三好町　半野木　1番地130

　　　（代表）電話：　0561-34-1505 （代表）FAX：　0561-34-3533

　　　　第2工場：　愛知県　みよし市　三好町　半野木　1番地40

　　　電話：　0561-34-1550 FAX：　0561-34-1566

　　　　第3工場：　愛知県　みよし市　三好町　半野木　1番地143

3）　　環境管理責任者の氏名及び連絡先

　　　　環境管理責任者：　　代表取締役　 増田 良平

　　　　連絡先：　電話　0561-34-1505 FAX：　0561-34-3533

　　　　E-mail：　　r.masuda@sanko-mold.co.jp

4）　　事業活動の内容

　　　　樹脂射出成形用金型の設計、製作、販売及び樹脂成形品の製造、販売

　　　　第1（本社）工場：　　愛知県　みよし市　三好町　半野木　1番地130

敷地面積： 従業員数： 39名

　　　　第2工場：　愛知県　みよし市　三好町　半野木　1番地40

敷地面積： 従業員数： 24名

　　　　第3工場：　愛知県　みよし市　三好町　半野木　1番地143

敷地面積：

5）　　事業の規模

　　　　法人設立年月日：　　1972年　2月　8日

　　　　資本金　　　　　　：　　1,750万円

　　　　売上高　　　　　　：　　11億 300万円　（第50期　2020年10月1日～2021年9月30日）

　　　　従業員数　　　　：　　　78名　（2021年9月30日現在）

　　　　敷地面積　　　　：　　　3，123.53㎡

6）　　活動の対象範囲

　　　　全社：「第1（本社）工場・第2工場・第3工場」

従業員数：　12名　

1,382.26㎡

1,084.82㎡

656.45㎡



2．　実施体制図 2ページ

　　

　

担当者

・　環境方針の策定

代表取締役社長 ・　環境管理責任者の任命

増田 ・　資源（人員・設備・費用等）の準備

・　代表者による全体の評価と見直し

・　法規制全体の状況確認

・　外部からの苦情等の受付対応窓口

・　環境活動レポートの作成

・　環境関連文署及び記録の作成・管理等

・　社内の法規制の維持・遵守・教育・届け出等の対応

・　環境活動計画の実施状況の確認

・　部門内の法規制の維持・遵守の確認

・　部門内の法規制の維持・遵守

　

注1：　2019年10月1日の組織改編に伴い、実施体制図も変更致しました。
注2：　海外統括部（4名）は、除外します。
注3：　2020年3月19日　見直し実施

代表者

環境管理責任者 増田

社員数：　78名　　　2021年9月30日現在
（パート・派遣・実習生含む・海外勤務者は除外）

役割・責任・権限

・　環境経営システム構築・運用・維持と経営会議への状況報告

・　環境方針の理解と環境への取組の重要性の理解

・　決められた事を守り、自主的・積極的に環境活動へ参加する。

増田・安藤

全社員 全社員

経営会議
経営会議
メンバー

・　部門における経営方針の展開と、品質目標実行計画書の実行

事務局

代表者

代表取締役社長 増田 良平

環境管理責任者 増田 良平

EA21 事務局 増田 良平

経営会議

増田社長・中嶋取締役・竹内部長・

松原部長・増田部長・後藤GM

営業部
竹内部長 他2名

製造部
増田社長（兼務） 他51名

品質技術部
松原部長 他18名

総務部
増田部長 他3名
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　　弊社は、社是「信頼される　信頼できる　人と会社づくり」に基き、

　環境に影響する業務がある事を認識して、環境経営システムの

　構築及び運用をすることにより、自主的且つ積極的に環境への

　取組みを推進し、環境経営を継続的に改善します。

実施致します。

　　

②　分別の徹底・リサイクルの推進に努め、廃棄物排出量を

　　削減します。

③　節水に努め、水の使用量を削減します。

　　３．　　本方針を全従業員に、朝礼や掲示物等により周知徹底し、

　活動を展開致します。 

三光金型株式会社

代表取締役　　増田良平

2020年10月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　（第50期　2020年10月1日～2021年9月30日）

3.　環　境　経　営　方　針 

①　省エネルギーに取組み、二酸化炭素排出量を削減します。

　　１．　　環境関連法規制や、当社が約束したその他の要求事項を

　遵守致します。

　　２．　　次の事項について、具体的な環境目標及び環境活動計画を定め



4．　　環境目標項目とその実績値
4ページ

第50期　2020年10月1日～2021年9月30日の環境目標項目とその実績値

上段第49期
実績指数値

上段第50期
実績指数値

下段第49期
実績数値

下段第50期
実績数値

1,241.51 1,193.30

790,842.94 818,602.43

2,500.91 2,407.15

1,593,082 1,651,305

8.47 6.60

5,397.33 4,524.72

11.99 12.29

7,636.08 8,432.08

1.39 1.41

104.34 109.71

1.33 1.20

850 820

10.89 12.04

6,937 8,260.0

22.69 13.12

14,000 9,000

33.20 29.29

21,150 20,090

5.89 8.63

1,260 1,700

19.25 18.43

4,120 3,630

15.01 15.86

1,126 1,237

注：1　　指数計算方法：　実績数値÷原単位（期間社内生産高）　第49期：637百万円　第50期：686百万円
　　　　　但し、水使用量・LPガス使用量の原単位は、社員数（78名）です。

廃
棄
物
の
削
減

節
水 ×

廃油（金型課）
実績数値
単位kg 5.83 148.04 ×

金属くず（金型課）
実績数値
単位kg 19.06 96.68

89.09 〇

〇

注：2　　二酸化炭素排出量係数は、2017出光昭和シェル（現、出光興産株式会社）、中部電力ミライズ株式会社発表の係数　0.476kg-CO2/kwhを使用。

注：3　　廃油・金属くずの原単位は、金型課の売上：　49期：214百万円　50期：197百万円

〇

水使用量
実績数値
単位㎥ 14.86 106.70

廃棄プラスティック（フレコン回収）
　実績数値

単位kg 32.87

10.78

産業廃棄物（コンテナー回収物）
実績数値
単位kg 22.46 58.40

111.69 ×

×

ガソリン使用量
実績数値

単位リットル 8.39 78.63 〇

×

木製パレット：
木製バイオマス燃料用

実績数値
単位kg 1.32 90.48 〇

可燃ゴミ排出量（焼却処理）
実績数値
単位kg

〇

電力使用量
実績数値
単位kWh 2,475.90 97.22 〇

環境目標項目 単位

第50期
目標指数

値（第49期の
1％減）

達成判定：
数字100以上
は　未達成

目標指数値
と実績の評価

二
酸
化
炭
素
排
出
量
削
減

二酸化炭素排出量
実績数値

単位kg-CO2 1,229.10 97.09

軽油使用量
実績数値

単位リットル 11.87 103.57

ＬＰガス使用量
実績数字
単位kg 1.38 102.12



5．　環境活動計画 5ページ

　　　　第50期　2020年10月1日～2021年9月30日の環境活動計画

環境活動項目 取り組み内容 担当部署

①　社内の冷暖房温度管理の徹底

（室温　夏季28℃　冬季20℃　目安温度）

②　エアコンフィルターの清掃

（3回/年連休前　実施）

③　不要な照明の消灯

（昼休み・離席時・夜間等）

①　分別・仕分け回収の徹底

（可燃物・不燃物・再資源品・産廃等）

②　コピー用紙の削減

（コピー裏紙利用・ペーパーレス会議の推進）

①　節水活動

（節水表示）

LPガス使用量の削減 ①給湯器への設定明示 全社

注1：　＊付きは、チェックシートが有ります。

水使用量の削減 全社

全社＊

電力使用量の削減

全社＊

全社＊

全社＊

④　エアー漏れ（圧縮空気）の
点検（点検表記載項目）と修理

製造部

ガソリン・軽油使用量の削減
①　エコドライブの推進・不良低減・
生産計画の精度向上（遅延解消）

廃棄物の削減

全社

全社



6ページ

6．　環境活動計画の取組結果とその評価、今後の取組

電力使用量の削減 担当部署 実施結果 評価及び今後の取組

①　冷暖房温度管理の徹底 事務所はできている。　継続実施。

（夏季28℃　冬季20℃　目安温度） 窓の遮熱対策の実施

②　エアコンフィルターの清掃

（3回/年　実施）

③　不要な照明の消灯

（昼休み・離席時等）

ガソリン・軽油使用量の削減 担当部署 実施結果 評価

①　エコドライブの推進

（対象車…自家用車1台・バン4台・
トラック3台）

LPガス使用量の削減 担当部署 実施結果 評価

①設定温度表示 全社 × もう少し温度を下げる必要有

廃棄物の削減 担当部署 実施結果 評価

①　分別・仕分け回収の徹底

（可燃物・不燃物・再資源品・産廃等）

②　コピー用紙の削減

（コピー裏紙利用・ペーパーレス会議の推進）

水使用量の削減 担当部署 実施結果 評価

①　節水対策も実施

（節水表示）

その他 担当部署 実施結果 評価

①　緊急事態への対応 全社 〇 2021年10月4日にて避難訓練実施

②　外部からのクレーム
（騒音・振動・その他）

総務 ◎ クレームは無し。　継続実施

　＊　実施結果　　◎　良くできた　　○　できた　　△　　あまりできなかった　　×　できなかった

可燃物、不燃物についての分別表示が明確
でない。

全社 ×

第50期　2020年10月1日～2021年9月30日

水漏れ箇所の点検実施が必要

裏紙利用はできているが、ペーパーレス会議
の推進を実施

×

△

全社

全社

全社 △

④　エアー漏れ（圧縮空気）の
点検（点検表記載項目）と修理

製造部

全社

全社

エコドライブの推進及びトラックの更新

できている。　継続実施

第3工場昼休み・第1・3工場夜間稼働時に
課題あり・・・「ルールの明確化と遵守」で対応

よくできている。　継続実施。

〇

×

◎

×全社
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　　第50期　2020年10月1日～2021年9月30日の環境中期目標

第50期実績
指数（上段）

第50期
実績数値
（下段）

第51期
1％削減値

（下段）

第52期
1.5％削減値

（下段）

第53期
2％削減値

（下段）

1,193.30 1,181.37 1,175.40 1,169.43

818,602.43 810,416.40 806,323.39 802,230.38

2,407.15 2,383.08 2,371.04 2,359.01

1,651,305.00 1,634,791.95 1,626,535.43 1,618,278.90

6.60 6.53 6.50 6.46

4,524.72 4,479.47 4,456.85 4,434.23

12.29 12.17 12.11 12.05

8,432.08 8,347.76 8,305.60 8,263.44

1.41 1.39 1.39 1.38

109.71 108.61 108.06 107.52

1.20 1.18 1.18 1.17

820 812 808 804

12.04 11.92 11.86 11.80

8,260.0 8,177 8,136 8,095

13.12 12.99 12.92 12.86

9,000 8,910 8,865 8,820

29.29 28.99 28.85 28.70

20,090 19,889 19,789 19,688

8.63 8.54 8.50 8.46

1,700 1,683 1,675 1,666

18.43 18.24 18.15 18.06

3,630 3,594 3,576 3,557

15.86 15.70 15.62 15.54

1,237 1,225 1,218 1,212

注：1　　指数計算方法：　実績数値÷原単位（期間社内生産高）　第49期：637百万円　　第50期：686百万円

　　　　　但し、水使用量・LPガス使用量の原単位は、社員数（78名）です。

注：3　　廃油・金属くず使用量の原単位は、金型課の売上：　第49期：214百万円　第50期：210百万円

注：2　　二酸化炭素排出量係数は、2017出光昭和シェル（現、出光興産株式会社）、中部電力ミライズ株式会社発表の係数　0.476kg-CO2/kwhを使用。

水使用量の削減 全社 ㎥/社員数

金属くず（金型課） 金型課
kg/

金型課売上
百万円×100

廃油（金型課） 金型課
kg/

金型課売上
百万円×100

kg/
売上百万円

×100

二
酸
化
炭
素
排
出
量
削
減

kg/
売上百万円

×100

可燃ゴミ排出量（焼却処理） 成形課
kg/

売上百万円
×100

木製パレット：
木製バイオマス燃料用

成形課

廃
棄
物
の
削
減

産業廃棄物（コンテナー回収物）
成形課
金型課

kg/
売上百万円

×100

廃棄プラスティック（フレコン回収） 成形課

節
水

電力使用量の削減 kWh/
売上百万円

ガソリン使用量の削減 リットル/
売上百万円

二酸化炭素排出量の削減

全社

kg-CO2/
売上百万円

軽油使用量の削減 リットル/
売上百万円

LPガス使用量 kg/人数
（75名）

7.　環境中期目標　

目標項目 担当部署
指数の

計算単位

目標指数数値（上段）
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マニフェスト交付

されない場合は30日以内の知事への報告
産業廃棄物管理票交付等状況報告書を知事へ提出
（毎年3/31分迄を6月末迄）
特定施設の届出
規制基準の遵守義務
（2017年3月末にて、金型工場移転）

特定施設の届出
規制基準の遵守義務
（2017年3月末にて、金型工場移転）

自動車リサイクル法
（リース車を除く）

＜備考＞

　1）　当社に適用される環境関連法規等の遵守状態を確認・評価した結果、違反、訴訟等はございません。

　2）　関係当局からの違反等の指摘は過去3年間、ございませんでした。 

消防法

社内へ告知済み　○

フロン排出抑制法

自動車の回収処理

ＰＣリサイクル法 PCの回収処理（パソコン本体・モニタ）

業務用エアコン等の定期点検の実施

消防用設備（特殊消防用設備等）設置届出（消防法第17の3の2）

処理業者に送付　○

期間中の処理なし　○

点検・管理リストにて
点検実施済み　〇

消防へ届出　〇

騒音規制法

振動規制法

2019年7月25日
みよし市環境課へ

更新版を届出提出・
受理済み

○

2019年7月25日
みよし市環境課へ

更新版を届出提出・
受理済み

○

家電リサイクル法

県民の生活環境
保全に関する条例

自動車を運転する者は、アイドリングストップを実践する。

期間中の処理なし　○指定家電の回収処理（テレビ・冷蔵庫　他）

8．環境関連法規の遵守状況の確認・評価結果と違反、訴訟等の有無　

法の基準・規制値
遵守評価

○　適合　×不適合

廃棄収集運搬・処理業者
との契約書・許可証
コピーを入手済み。
マニフェスト綴り有。

.保管表示・・・表示済み
届出：202１年4月7日

届出・４月7日受理済み
○

保管基準　60㎝×60㎝以上表示、飛散・浸透防止・衛生管理

Ｂ2,D,E票の保管（５年間）,D票90日,E票180日以内に送付

環境関連法

廃棄物の処理及び
清掃に関する法

第50期　2020年10月1日～2021年9月30日

定期的な産廃収集運搬・処理業者との契約書及び許可証
写しの確認・保管（原本は経理にて保管する）
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　第50期（2020年10月1日～2021年9月30日）も弊社基本理念の1つとして、エコアクション21活動

（基本理念6：環境経営を推し進める）を実施致しました。

第50期実績から見ると、少しずつ結果が出ているところもあるが、なかなか思った結果とならない部分がある。

全社的に動くことを考えると、もっと会社として大きく環境経営というものを推し進める必要性を感じた。

2021年は2020年と比べ生産量が少し増えたところもあるが、まだまだ苦しい状況が続いており、

部品一つあたりのエネルギーを有効に消費しているとは思えない状況である。

今後は、生産量（部品1個当たり）とCO²排出量を比較するような指標が必要と感じた為、

来期に関しては、そのような指標を作成することとする。

環境目標項目の実績値による結果と反省

1）　二酸化炭素排出量・・・前年比：-2.91％　で達成

　　　　実績排出量数値では上昇しているが、社内加工高が上昇している為、評価は「〇」となった。
　　　　太陽光発電の効果も大きいと思われる

2）　電力使用量・・・前年比：　-2.78％で達成

　　　　二酸化炭素排出量と同じ
　　　　今後の改善実施箇所　：　一部LED化ができる場所あり、AIR圧力設定変更、AIR漏れ箇所修理、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　窓の遮熱対策、冷却水送りポンプの最適化

3）　木製パレット廃棄量（バイオマス燃料）・・・前年比：-9.52％で達成
　　　
　　　特になし

4）　可燃ゴミ排出量・・・前年比：　＋11.69％　で未達

図面の償却が増加したものと思われる。今後はペーパーレス化の推進を進めていく

5）　産業廃棄物（コンテナー回収物）・・・前年比：　-35.06％　で達成

　　前年に大量に廃却したので、今期は少なったと思われる

6）　廃プラスティック（フレコン回収）・・・前年比：　-4.05％　で達成

　　　粉砕機購入により、リサイクル使用増の為、減少
　　　まだ、リターン材使用可能な製品がある為、積極的に設備投資を実施予定

7）　軽油使用量・・・前年比＋3.57％で未達

　　　型の配送が増えたことによると思われる

8）　LPガス使用量・・・前年比+2.12％で未達

自己チェック表によると11月～4月、特に1月～3月のLPガス使用量が増えており、
手洗い等で寒いのでお湯を使用していると思われます。不必要に温かいお湯を出していないか給湯器へ
明示をする

9）　廃油・・・前年比 +48.04％　で未達

　　 設備メンテナンスに伴い

10） 水使用量・・・前年比 +6.7％　で未達

　　水漏れがときどき起こったことが起因していると思われる

第50期は少しづつ改善が実施されてきた。また、お客様からの要求に答える為、

カーボンニュートラル 2030年までに工場のCO²排出量20％削減を目指し、活動を実施

エコアクション21のデータ、活動を十分に有効活用をし、目標達成に向け、環境経営の継続的改善を

実施して参ります。

上記を踏まえ51期についての【環境経営方針】にカーボンニュートラルに向けた数値を設定しました。

【実施体制】の変更はございませんが、担当レベルでの変更有。

三光金型株式会社 代表取締役　　増田良平

9．　代表者の全体評価と見直し結果

2021年11月13日


