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〇名称及び代表者

名称：町田レジン工業株式会社　 代表者：中丸　朗彦

〇所在地

〒194-0035　東京都　町田市　忠生1-13-5

℡：042-791-0256

Fax：042-791-0232

e-mail：mrkk.co.jp

〇環境責任者

製造品質管理担当リーダー：清水　芳将

〇事業内容

繊維強化プラスチックの成形・加工・製造メーカー

・FRP（Fiber Reinforced Plastics)＝強化プラスチックは、ガラス繊維を樹脂で強化した複合材です。

軽い・強い・錆びない・腐らない・形状設計の自由度が高いと言った特徴があり、様々な可能性を秘ています。

弊社では、主にコニカルレーダードーム、各種アンテナカバーの制作を行っております。

〇事業規模

創業：1965年5月1日　　資本金：2000万円

○環境年度

期首：5月　末期：4月

〇対象範囲

認証・登録範囲：全組織、全活動を対象とする。

　　　　　　　　　　FRP製品（ﾚﾄﾞｰﾑ・製品ｶﾊﾞｰ類）の設計及び製造　

工場延面積 1385㎡ 1385㎡ 1385㎡ 1385㎡

敷地面積 1795㎡ 1795㎡ 1795㎡ 1795㎡

従業員 15人 13人 13人 14人

売上高 1億6600 1億4500 1億5000 1億3000

活動規模 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

組織の概要及び対象範囲
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１，基本理念

　資源に限りがある地球に生まれた我々は、環境保全が21世紀に共通する人類の課題である事を認識し

FRP（繊維強化プラスチック）設計・製造を行う企業として、地球環境の保全に努めます。

2､環境方針

① 町田レジン工業は、環境に与える影響を的確にとらえながら『ｴｺｱｸｼｮﾝ21（EA２１）』遵守し

基本方針→環境方針→目標結果の定期的な見直しと継続的改善を行います。

② 環境関連の法律・規制・条例及び当社が受け入れを決めた基準を遵守致します。

③ 当社の環境方針は、全社員に周知するために教育を行います。

④ 当社が環境に与える影響の中で、次の項目を重点活動目標として推進いたします。

・水・電気・燃料等、資源やエネルギーの使用量を低減し、二酸化炭素の削減に努めます。

・産業廃棄物の排出量を削減し、分別を徹底し、再資源化を推進致します。

・化学物質等の管理を徹底し、排出及び流出を予防するとともに、環境負担の低減に努めます。

・環境改善に有益な購買品の活用、購入を推進致します。

2015年　5月　1日

町田レジン工業株式会社

代表取締役　中丸　朗彦

環境経営方針
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○組織体制図

①事務局として、環境管理責任者を補佐し、EA21に関する実務全般を所管する

②環境活動レポートの作成

①環境方針の制定

②環境活動の全体評価と見直し

③管理責任者の任命

④EA21の構築・運用・維持に必要な経営諸資源を準備する

　　（人材・資金・機器設備・技術・機能を含む）

⑤ 経営における課題とチャンスを明確にする

①EA21システムの確立、実施推進

②環境目標・活動計画の起案・運用管理

③環境取組み結果の代表者への報告

④環境関連法規等の取りまとめ、遵守状況の確認

⑤教育・訓練の実施

⑥環境関連文書及び記録の作成・整理

①活動の推進/実施

②問題点の是正・予防処置

作成日：2022年5月14日

作成者：清水　芳将

環境管理責任者

部門責任者

部門責任者：大瀧　昂

役職 責任及び権限

EA21事務局

代表取締役

環境管理実施体制

EA２１事務局総務

代表取締役：中丸　朗彦

環境管理責任者：清水　芳将
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〇環境経営目標

購入電力の排出係数：0.474（kg-CO2/Kwh）

・目標数値は、21年度までは18年度実績からの削減目標でしたが、22年度より前年比の0.2％削減を目標に

　設定しています。（21年度は18年度実績の0.1％を削減目標数値としています）

〇環境経営目標に対する実績

購入電力の排出係数：0.474（kg-CO2/Kwh）

・化学物質に関しては、現状維持として適正管理する。

・【適正管理化学物質の使用量等報告書】を町田市へ1回/年報告している。

・【産業廃棄物管理票交付等状況報告書】を東京都へ1回/年報告している。(2021年度分より）

・実績の評価については、別紙2021年度　環境経営計画書に記載

※¹化学物質使用量の算出方法が2020年度まで間違っていたので、21年度より新規に目標数値を設定しました

総使用量の値に、間違いが有りました。

作成日：2022年5月14日

作成者：清水　芳将

化学物質使用量の管理（ｽﾁﾚﾝ） （kg） 7,884 6,500 ※¹目標達成

節水 （㎥） 333 273 目標達成

産業廃棄物の削減 処理費用（\） 491,787 362,880
目標達成

（kg） 15,399 11,340

一般廃棄物の削減 処理費用（\） 397,904 297,500
目標達成

（㎥） 47 35

電力によるCO₂の削減

（kg-CO₂）

42,736 40.282 目標達成

化石燃料によるCO₂の削減 18,708 24.428 未達成

上記のCO₂排出量の合計 61,444 64,710 未達成

項目 単位 21年度目標 21年度実績 コメント及び結果

332

化学物質使用量の管理（ｽﾁﾚﾝ） （kg) 7,900 7,884 7,868 7,853

節水 （㎥） 333 333 332

489,822

(kg) 15,430 15,399 15,368 15,338

産業廃棄物の削減 処理費用（\） 492,772 491,787 490,803

（㎥） 47.00 47.00 46.91 46.81

61,199

一般廃棄物の削減 処理費用（\） 398,701 397,904 397,108 396,314

42,566

化石燃料によるCO₂の削減 18,746 18,708 18,671 18,633

電力によるCO₂の削減

（kg-CO₂）

42,822 42,736 42,651

上記のCO₂排出量の合計 61,568 61,444 61,321

環境経営目標及び実績

項目 単位 2018年度実績 2021年度 2022年度 2023年度
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ｴｱｺﾝ温度の設定注意

PC機器類の未使用時の電源OFF 不具合時は業者に依頼

ﾌﾟﾘﾝﾀｰｶｰﾄﾘｯｼﾞの回収・ﾘｻｲｸﾙを継続 継続的に確認

社用車運転時のｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ 定期点検

ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞを意識づける（ふんわりｱｸｾﾙeスタート）

空気圧の点検及び不要な物は極力積まない

燃費管理 タコメータ確認

社用車HV化 購入済み

電力使用量をグラフにし掲示（活動をアピール） 掲示

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ・真空装置などのﾊﾞﾙﾌﾞ類や配管漏れなどの確認整備を行う 定期点検

2工場作業環境の改善（工場内に熱がこもる）大型換気導入 点検

2工場窓ガラスに日除けﾌｨﾙﾑの施工（暑さ対策） 常時追加予定

ｴｱｺﾝの簡易点検（1回/3ヵ月） 点検確認

省エネ蛍光灯器具の導入検討（事務所・食堂・ｳﾚﾀﾝ室） 検討中

ｺﾋﾟｰ用紙は必要に応じて再生紙を利用する 検査表・製作図面等に使用

仕様上問題の無い社内文書は、裏紙ｺﾋﾟｰを使う

仕様上問題の無いｺﾋﾟｰは両面印刷を行う

廃棄物の分別の徹底（一般・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ） ｺﾝﾃﾅに分別ポスター掲示

整品使用材料の必要量を把握し、材料過多を防止する 材料発注（継続）

新規材料調査も随時行う 継続考察中

スチレンの管理：作業基準書通りの使用量か確認 町田市に使用量の報告

ｳｫｰﾀｰﾌﾞｰｽ内の清掃 年2回実施

ｳｫｰﾀｰﾌﾞｰｽ内脱臭装置の定期的メンテナンス 定期的に交換

各ﾄｲﾚ箇所にポスターを掲示し節水を呼び掛け実施 掲示継続

定期的に水道明細を確認し、破損などによる異常な使用量になって 定期的明細確認

いないかチェックする

水使用量（上水・下水道）削減

〇

継続
〇

✕

廃棄物及び材料の削減

〇

継続

△

△

〇

〇

△

〇

〇

〇

△ 設置

事務所・現場共通

〇 継続

現場

〇

継続△

〇

二酸化炭素削減（購入電力・重油・灯油・軽油・ガソリン・LPG）

事務所

〇

継続

〇

〇

〇

〇

〇

環境経営取り組み計画　2021年5月～2022年4月

取組み計画 取組結果 評価 備考
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ｴｱｺﾝ温度の設定注意

PC機器類の未使用時の電源OFF

ﾌﾟﾘﾝﾀｰｶｰﾄﾘｯｼﾞの回収・ﾘｻｲｸﾙを継続

社用車運転時のｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ

ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞを意識づける（ふんわりｱｸｾﾙeスタート）

空気圧の点検及び不要な物は極力積まない

燃費管理

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ・真空装置などのﾊﾞﾙﾌﾞ類や配管漏れなどの確認整備を行う

スポットクーラー清掃

ｴｱｺﾝの簡易点検（1回/3ヵ月）

省エネ蛍光灯器具の導入検討（事務所・食堂・ｳﾚﾀﾝ室）

ｺﾋﾟｰ用紙は必要に応じて再生紙を利用する

仕様上問題の無い社内文書は、裏紙ｺﾋﾟｰを使う

仕様上問題の無いｺﾋﾟｰは両面印刷を行う

廃棄物の分別の徹底（一般・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）

整品使用材料の必要量を把握し、材料過多を防止する

新規材料調査も随時行う

スチレンの管理：作業基準書通りの使用量か確認

ｳｫｰﾀｰﾌﾞｰｽ内の清掃

ｳｫｰﾀｰﾌﾞｰｽ内脱臭装置の定期的メンテナンス

梱包ｳﾚﾀﾝの再使用化

廃棄ダンボールを処理施設にて廃棄

各ﾄｲﾚ箇所にポスターを掲示し節水を呼び掛け実施

定期的に水道明細を確認し、破損などによる異常な使用量になって

いないかチェックする

業者に依頼

現場全員

笹原・清水

水使用量（上水・下水道）削減

清水・恵良

全社員

恵良・塩野

笹原・宮崎・清水

全社員

全社員

事務所・現場共通

清水

中丸・笹原・清水

廃棄物及び材料の削減

事務所全員

恵良・塩野

中丸・笹原・清水

現場

宮崎・谷川

現場全員

取組み計画 担当

二酸化炭素削減（購入電力・重油・灯油・軽油・ガソリン・LPG）

事務所

事務所全員

次年度環境経営計画　2022年5月～2023年4月
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環境保全の為このシステムを見直し 全国的に広がる新型コロナウィルスの発生に伴

より最適化できるよう改善をしていきます。 い少なからず職場の働く環境への影響や関

心は高まっています。

環境システムの維持、管理、改善は、企業

の必要不可欠な課題で有ると思います。

全体的には、削減方向に向かっている点は 本年度の実績の中で、産業廃棄物の増加は

評価できるともいます。 昨年度より進めている未使用成形型の廃棄

更なる、削減を目指し、成形方法の変更に 処分のためと思われます。今年度はほぼ終

よる数値の削減を目指していきます。 了しているため通常廃棄処理量に戻ると思

います。

また、新規成型方法の導入による端材部分

の削減による廃棄物及び余分な樹脂など材

料使用量の低減にも期待します。

環境関連法規の取りまとめと遵守評価の確認表 年々厳しくなる環境関連法案の監視をお願

を参照してください。 いします。

環境に関わる苦情・要望はありませんでした 継続的に監視して下さい。

〇システム見直しの可否

作成日2022年5月14日

作成者：中丸　朗彦

適切

環境システムの構築

内容

代表者による全体評価と見直しの結果

環境関連法規制

環境目標

代表者による評価・見直し報告内容報告項目

見直しの必要性

方針内容

外部からの苦情

システムの運用性

環境法規の遵守

適正

継続的運用

適正だが継続的改善を促進

継続的遵守

外部からの苦情 対策方法

環境システムの構築

環境目標及び

環境関連法規

継続的監視

実施体制 体制

環境経営計画

目標値の設定及び
環境経営計画について

項目

環境方針
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担　当 評価日 確認者

笹　原 2022.5.14

環境管理責任者

環境管理責任者

環境管理
責任者

2022.5.14

環境管理
責任者

2022.5.14

改訂履歴 ：2017.4.10　フロン排出抑制法 承認者 作成者

2020.9.14：町田市廃棄物条例・悪臭防止法

適正処理の責務（処理期限延長）

6/30日迄に知事に提出PCBの保管・届出

項　目 備　考

第111条

適正管理化学物質報告 59種類の化学物質年100㎏使用事業所報告義務

化学物質適正管理指針に基づき、化学物質方法書を作成

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

第7条

労働安全衛生法

施行令第6条18

施行令第6条22

特定化学物質作業主任者

有機溶剤作業主任者

消防法

第13条

第17条

第17条3の3

危険物取扱者

消防設備等の設置・維持

消防設備等の点検・報告

規制基準の遵守

事故時の処置

（ｽﾁﾚﾝ・ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝが該当）

点検結果報告等（1回/半年点検、1回/3年消防署に報告）

労働安全衛生上の労働者の衛生の確保にも配慮する。

環境管理責任者

作成日：2022年5月14日

2022.5.14

2022.5.14

2022.5.14

2022.5.14

H21年6/11日

環
境
管
理
責
任
者

環境管理
責任者

環境管理
責任者

笹　原

笹　原修了番号：第92343

環境管理責任者

環境管理責任者

環境管理責任者

危険物屋内貯蔵所（2倍）

PCB特別処置法
第3条

管理責任者の選任（東京都は要網で選任届必要）

第12条の2第5項

2022.5.14

ｽﾁﾚﾝ使用量等
　町田市へ提出

必要な場合は事業者に依頼

許可業者に委託、委託契約書（5年保存）

危険物の保安を監督するものの選任

有機溶剤による身体的被害防止の指揮・監督を行う。

有機溶剤作業主任者の中から選任する

応急処置を講じ復旧する。市長に通報する。

事業系一般廃棄物の処理は許可業者に委託、委託契約書

フロン排出抑制法

悪臭防止法

特管産廃の処理委託

第110条

産業廃棄物管理票

特管産廃排出事業者帳簿を備え5年保存

化学物質管理方法書の作成
東京都環境確保条例

町田市廃棄物条例

6/30日迄に知事に提出

環境現象・関係法令

第12条第5項 産業廃棄物の処理委託

第12条第2項 産業廃棄物の保管基準

廃棄物処理法

特管産廃の保管基準

条　項

第12条の２第14項 帳簿

第12条の2第2項

順守条項・努力義務（一部の例）

保管場所の掲示（60×60）

飛散、流出防止等

許可業者に委託、委託契約書（5年保存）

保管場所の掲示（60×60）

飛散、流出防止等

第27条 事業系廃棄物の処理

第12条の３第7項 産廃管理票交付等状況報告書

中　丸 清　水

環境関連法規の取りまとめと遵守評価の確認表

廃棄物・リサイクル関連法令

化学物質・その他の法律

遵守状況の確認及び評価結果
法律違反の有無

2022年5月14日　環境関連法規等の取りまとめ一覧をもとに自ら遵守状況のチェック
をした結果、要求事項が確実に守られ、過去３年間違反はありません。

訴訟の有無 訴訟は有りませんでした。

必要な場合は事業者に依頼

ｽﾁﾚﾝは特定悪臭物質

事故時、苦情発生時

事務用ｴｱｺﾝ定格7.5Kw未満：1回/3ヵ月簡易点検

点検記録の保管

第10条

 内　　　　　容 過去３年から現在までの結果

第12条の2第8項 特管産廃管理責任者

第8条

PCBの適正処理

ﾏﾆﾌｪｽﾄの発行、管理、5年保存（A票とも）第12条の３
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