
令和4年　12月　1日　作成

≪ご挨拶≫

　当社、宝産業株式会社は昭和36年3月創業以来、軽石の採掘販売を経て、現在

の主力商品である「培養土」のメーカーとして歩んで参りました。

　私たちの経営理念は「お客様本位の研究開発を推進し、地球環境に配慮した、

安全で専門性の高い製品とサービスを提供することにより社会に広く貢献し、全

社員の幸せを目指す」です。これを永続的に実現していく為にはこの「エコアク

ション21」の取り組みが必要不可欠であると考えております。

　当社の基本方針の一つである「常に改革意識を持ち、創意工夫をこらす」これ

を実践しながら、全社一丸となって環境目標に挑み続けていきたいと思います。

　ご高覧の上、ご指導を賜りながら、また次の私たちの環境活動に生かしていけ

ればと存じます。

宝産業株式会社

代表取締役社長

三浦　武史
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　　　当社は現在の主力商品である「山砂・火山砂利｣「農業・園芸用土｣「焼成砂｣の

1)当社独自の環境マネジメントシステムを構築し、それを継続的に運用します。

　そして、その運用状況を定期的に評価し、常により適切なものに改善・進化

　させます。

2)環境活動に関連する法規制と当社が同意できるその他要求事項等を遵守します。

3)環境活動に関する目的と目標を定め、全社員に周知し、その達成に向けて厳格

　に行動します。

4)環境方針はホームページ上で公表し、社外の方々に向け開示します。

1)エネルギー(LPG、ガソリン、軽油、灯油、電気)の使用量を削減します。

　(二酸化炭素排出量を削減)

2)事業活動で排出される廃棄物を削減し、適正管理を行い、更にリサイクル促進

　も積極的に行います。

3)水は有効に利用し、節水活動に努め、使用量を削減します。

4)工場排気の監視を行い、大気汚染防止法に基づく排出基準を順守します。

5)備品、消耗品等についてグリーン購入を推進します。

6)場内外の美化活動を推進します。

7)環境性能を高めた自社製品の提供に努め、更に環境の変化に対応出来る

  自社製品の開発を推進します。

宝産業株式会社

代表取締役社長　三浦 武史

１．環境方針

　　　することを宣言し、自然環境と共生していけるものづくりを目指します。

〔主な具体的行動〕

〔基本理念〕

　　　開発・製造・販売活動に於いて、環境負荷の低減を実現する為、最大限の努力を

〔行動指針〕

2018年9月21日



1．　事業所及び代表者名

宝産業　株式会社

代表取締役社長　三浦 武史

2．所在地

　〒370-3607　群馬県北群馬郡吉岡町小倉827-119

3．環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

代表責任者　　　：　代表取締役社長　　三浦 武史

環境管理責任者　：　品質管理GL 　　　 石田 晃一

担当　　　　　　：　同上

TEL　：　0279-54-7777

FAX　：　0279-54-9663

4．対象範囲

宝産業株式会社　全組織・全活動

5．レポートの対象期間

2021年1月～12月(12ヶ月)の活動の取組みを評価をしております。

6．事業の内容

水稲育苗培土の製造、園芸用土・アクアリウム用土の製造販売、山砂・火山砂利の採掘販売

7．事業規模

２．事業活動の概要

活動規模 単位
2019年
（59期）

2020年
（60期）

主要製品生産量

従業員数

延べ床面積

t

人

㎡

109,460

26

82,249

26

49,954

2021年
（61期）

72,507

26

61,60261,602
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3．EA21管理推進体制図 三浦 石田
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役割・責任・権限

2019年12月31日

代表取締役社長　三浦　武史

環境管理兼監査責任者　品質管理G　Gリーダー　石田　晃一
担当グループ：　品質管理グループ

EA21推進チーム

環境委員会 藤村 和男　加子 謙一　浅田 由紀子　西條 光良　細野 貴史　石田 晃一　上村　靖

事務局 浅田 由紀子　

組織風土活性化チーム 飯島 淳(リーダー)　宇田 真也　細川 信也 　岩井 康雄

安全衛生推進チーム 角田 正樹(リーダー)　都丸 忠正

水稲培土グループ
生産工場

水稲培土グループ
包装工場

園芸グループ
焼砂工場

園芸グループ
園芸床土工場

山砂グループ 機械工務グループ 品質管理グループ総務グループ 営業開発グループ

            星野  輝

最高責任者(社長)

①代表者として環境経営全般に関して責任と権限を持つ。
②環境方針を策定し、全従業員に周知する。
③環境管理責任者をはじめ、必要な責任者を任命する。
④エコアクション21の構築・運用･維持に必要な経営諸資源（人材・資金・機器　・設
備・技術・技能を含む）を積極的に準備する。
⑤EA21の全体の取組状況に関し評価、見直しを実施する。

組織風土活性化チーム

①エコアクション21の活動を行う上での土台である組織風土を活性化する。具体的に
は、三浦社長の基本方針である「常に改革意識を持ち、創意工夫する」を実践してい
く。

②安全衛生推進チームの活動をバックアップする。例えば、パソコンでの資料作成の
方法等に関して彼らを指導する。

環境管理責任者

①エコアクション21の構築と運用を円滑に行い、最高責任者による見直しのための情
報として、構築･運用に関する情報を最高責任者に提供する。
②EA21文章類の作成をする。
③EA21推進チームのリーダーとしてEMS全般の舵取りを行い、実行を推進する。
④環境法令の遵守状況の確認を行う。

安全衛生推進チーム
安全衛生教育の企画運営を行う。例えば、安全衛生を推進する為に資料を作成・掲
示したり、外部講師による講習会の開催等を行う。

環境委員会 環境目標の設定、環境活動計画の策定及び進捗管理について協議する。

全従業員
①環境方針及び環境目標を十分に理解する。

②他部署と連携しながら環境目標を達成できるよう努める。

事務局 年に1回、環境への負荷の自己チェックを行う。

部門長
①自部の環境活動計画の達成と実績の把握を行う。
②環境方針や環境目標、環境活動計画を部門全員に周知する。
③自部門に関連する法規制等を遵守するよう指導する。



当社に於ける58期(2015年1月1日～2015年12月31日)環境負荷実績を把握し、

59期～61期迄の目標を下記の通り定め活動を開始しました。

1．主要な環境目標と環境負荷・実績

58期(2018
年)

62期

実績 目標 実績 目標

①重機の省エネ運転

②製品の水分の適正管理

③暖房やエアコンの使用を控える。

④原料の適正な調整

⑤生産計画の精度向上

⑥工場での故障やトラブルの低減

空気比を適正に管理する(水稲培土工場、焼砂

工場)

①コンベア等の生産器具の摩耗防止

⓶破袋やシール不良の防止

③品質不良の防止

④破損した生産器具の再利用

・紙ごみの分別回収とリサイクル化

①検査機関による検査(年二回)の実施。

②基準の遵守

適合品目の購入を心掛ける。

適合品目の購入を心掛ける。

＊購入電力の排出係数は、0.00を使用しています。

＊61期  2021年1月～12月(12ヶ月)の活動の取組みを評価をしております。

2018年実績
以下

○

③ロータリキル
ンの熱効率の維

持

⑥大気汚染防止
法に基づく工場
排気の監視と遵

守

0.443

⑤一般廃棄物排
出量の削減(g/t)

19.4
2018年実績

以下 16.3

2018年実績
以下

基準年と同
様

2018年実績
以下

定期検査の
実施及び基
準の遵守

0.324

４．環境目標とその実績

2018年実績
に対して5%

削減

工場等で節水を心がける。

27.6

環境活動計画
実施事項

次年度の
目標

2018年実績
以下

今年度目標基準値

61期

33.7
2021年度実
績に対して
1％削減

環境目標

2018年実績
以下

①単位生産量当
たり二酸化炭素
排出量の削減

(kg/t)

0.020

②単位生産量当
たり水使用量の

削減(ｍ
3
/t)

基準年と同
様

⑦グリーン購入
の促進

－
グリーン購
入法適合品

の購入
○

④産業廃棄物排
出量の削減(㎏

/t)

0.0139

－
適切な空気
比の維持

・紙類の再利用

－

⑧場内外の美化
活動等の推進

－
場内外の除

草作業
○

基準年と同
様

年 2016 2017 2018 2019 2020 2021

排出係数 0.53
0.53(66%)
0.026(34%)

0.026 0.026
0.00(13%)
0.026(87%)

0.00

総量(kg-CO2) 33,675,912 3,199,970 2,854,826 2,781,216 2,805,017 2,626,278

温室効果ガス 総量の推移



＊61期  2021年1月～12月(12ヶ月)の活動の取組みを評価をしております。

1．二酸化炭素排出量(原単位)の削減

　『目標』

2018年実績に対し、5%削減

目標の達成状況：18.2％減 〇

生産性の維持と空気比の管理をメインに取り組む。

2．水使用量(原単位)の削減

　『目標』

目標の達成状況：45.2％増 ×

水の再利用を中心に今期と同様の取り組みを継続していく。

3．本業に関する目標

　『目標』

　適切な空気比の維持

　目標の達成状況：　 〇

キルン内の空気比を定期的に測定し、適正な範囲に収まるよう努める。

4．産業廃棄物排出量(原単位)の削減

　『目標』

目標の達成状況：27.0％減 〇

5．一般廃棄物排出量(原単位)の削減

　『目標』

目標の達成状況：15.9％減 〇

①休憩室で紙類を分別し、リサイクルに回す。

②個人ゴミは持ち帰る。

③必要でないDMやカタログ等は受け取らない。

④出来るだけ紙類を電子化する。

6．大気汚染防止法の遵守 検査機関によるばい煙検査を漏れなく定期的に実施している。

　『目標』 ばいじん、SOX、NOXは基準値内に入っており問題はない。

工場排気の監視と遵守

〇

引き続き工場排気を監視し、基準値を継続的に遵守でき

るようにする。

7．グリーン購入法の促進 適合品のカタログから購入するよう心掛けている。

　『目標』

適合品の購入を心がける。

〇

ガイドライン改正に伴い、グリーン購入法の促進を目標に入れるべき

ことが義務付けられた。その点を踏まえ、適合品の購入をより一層推

進していく。

5ページ

次年度への取組内容

次年度への取組内容

次年度への取組内容

次年度への取組内容

次年度への取組内容

次年度への取組内容

次年度への取組内容

2018年実績に対して27.0%削減し、目標を達成することができた。廃酸が
99㎏、廃油が200㎏増加したものの、廃プラが21%(7975㎏)減少したこと
や生産量増加(約1万1千トン)による希釈効果により目標を達成できた。

   2018年実績以下

目標の達成状況：　

目標の達成状況：　

園芸培土工場で使用する原料(カナダ産ピートモス)の含水率が低下し、
その分を加水により補わざるを得ず、45.1%の大幅な増加につながった。
しかし、2022年の9月より、含水率の高いリトアニア産ピートモスを使用
し始めたため、9月以降、水使用量は減少すると思われる。

培土工場では空気比は2.1(水稲培土)および3.2(水稲培土以外)、焼砂工
場においては2.1で適切に管理されている。

製品不良による製品の解袋防止、検査で使用するイオン交換水(廃酸の
元)や廃油等を減らす。

5．環境活動計画の取組みと評価

活動計画・達成状況 環境活動計画の取組み結果の評価

2018年実績に対して18.3%減で目標(5%削減)を達成した。CO２排出量は
228548kg減少した。その減少の寄与度は、LPGが89％(204352㎏減)と最も
高く、電力は8.6％(19646㎏減)、軽油は2.4％(5394㎏減)であった。
また、2021年より99.9%の電力が関西電力(排出係数0)より供給されてお
り、2018年時点での排出係数は0.026(出光グリーンパワー)であった。排
出係数変更によりCO2が20369㎏削減されたため、排出係数変更による寄
与度は約9％、それに対して活動による寄与度は約91％と考えられる。

※適切な空気比の維持：①水稲培土2.3以下　その他3.5以下(培土工場)　⓶2.8以下(焼砂工場)
　                     いずれも年間平均値

⑤段ボールを納入業者に引き取ってもらう。

   2018年実績以下

   2018年実績以下

2018年実績に対して16.0%削減し、目標を達成することができた。段ボー
ルが500㎏増えたが、家庭用可燃、新聞紙、事務系紙の排出量がそれぞれ
220㎏、107㎏、224㎏減少したことや生産量の増加(約1万1千トン)による
希釈効果により目標を達成できた。



(代表者による全体評価と見直しの結果)

環境活動の実施例について補足説明致します。

生産性向上及び省エネの観点で今期も以下の機械を導入致しました。

新型ホイールローダー

新型フォークリフト

来期の機械導入予定は以下の通り

①フォークリフト　②フォークショベル　③バックホー　④コンプレッサー(スクリュー式)

環境配慮型商品の開発

環境方針・環境目標・環境活動計画・環境経営システムについての変更の必要性

将来、自社の業況やエネルギー環境の変化により、どのエネルギーを採用していくか、またどの様に使っていくか等も変
化していくものと考えますが、現状において「CO2排出係数 0 の電力」を採用していることは当社の環境保全に対する強
い思いの表れと位置づけています。その思いが取引先様や当社社員にも認識してもらえることを期待します。

6．環境活動計画の取組みと評価

今期は中期環境目標の最終年(3年目)となります。水使用量以外、全ての項目で目標が達成できた事は高く評価できると
思います。社員の日常的な行動の中でもEA21を意識出来ている成果と考えます。

水使用量の削減目標が未達成であった事は残念です。しかし一方で当社製品の殆どが自然由来の原料からなり、常にコン
ディションの異なる複数のものを組み合わせ、物性及び性能面で均一な製品に加工していかねばならない難しさが有り、
その点で生産性或いは環境対応が計算通りにはならない事が有るのも事実です。今後も今回の様な「水分値」のみなら
ず、生産性悪化につながる様な原料のコンディションについては関係各社にも継続的な指導と協力要請を繰り返しなが
ら、改善改良に繋げていく所存です。

令和3年12月17日に地域プラットフォーム構築事業の省エネルギー診断を受けました。一般社団法人環境省エネ研究所様
に依頼をしました。コンプレッサーの取り扱いや設置方法(取付部材含め)についてのご指導・ご提案が中心となりまし
た。具体的には以下の通り。来期中に改善を進めていきます。

生産量増加に伴う、場内での原料・製品の移動頻度の高まりに対応し、新型機種の増車を実施した。燃費性能と生産性の
向上が実現出来る。

①吐出圧力の低減

②排気ファンのインバーター化(水稲培土工場)

③エア漏れの低減

④排気ファンとダクトのメンテナンス(焼砂工場)

2021年12月、従来機種のアーム亀裂対策として導入した。バケット重量を従来仕様より10％軽量化した。バケットの補強
を薄肉化し生産されたものを使用する。新型バケットの装着効果を確認し、不具合等が確認されなければ今回のバケット
を当社の標準仕様としていくものです。新型機種本体の燃費及び作業性能の向上のみならず、バケット軽量化による燃費
の向上と故障による停車時間の長期化が回避出来るメリットも享受できます。

2021年実績をベースに2024年までの3ケ年計画を策定します。厳しい目標設定になりますが2021年実績に対しCO2削減5％
を目指します。当社の基本方針である「全社員が常に改革意識を持ち、創意工夫をこらす」の精神で実現していきたいと
思います。

開発中のバイオスティミュラント製品の利活用については継続中です。4月から技術顧問も参画しましたので現開発部門
と協力体制のもと、新しい製品が生み出されることを大いに期待しております。



1．当社に適用となる主な環境関連法規

大気汚染防止法

公害防止組織法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

高圧ガス保安法

消防法

浄化槽法

騒音規制法

振動規制法

2．環境関連法規への違反、訴訟等の有無

2022年1月25日の環境関連法規遵守状況の確認において、環境関連法規への

違反はありません。

遵守状況

遵法

法規制等の名称 規制内容

以下の基準値の遵守等

ダスト濃度0.2g/m
3
N

硫黄酸化物2.3m
3
N/h

窒素酸化物230cm
3
/m

3
N

遵法

①廃棄物の適正処理
②マニフェストの発行及
び保存
③マニフェストに関する
報告書の提出等

遵法

遵法
①保安教育の実施
②帳簿の記載及び保存等

遵法

7．環境関連法規制の遵守

公害防止管理者(大気)及
び
公害防止統括者を選任
し、
組織的に公害の防止に取
り組む。

遵法

遵法

遵法

指定数量以上の軽油タン
ク
及びパレットの届け出及
び

第2種区域の規制値の遵守

第1種区域の規制値の遵守

年1回の法定検査の実施


