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1 取組の対象組織・活動

① 事業者名及び代表者名

三和産業株式会社

代表取締役　　桒名　宏幸

② 所在地

本社 〒520－3242　　　滋賀県湖南市菩提寺２０７１－３

③ 環境保全関係の責任者及び担当者連絡先（電話番号等）

環境管理責任者　生産設備課：桒名　純也

連絡先： TEL：0748-74-1330　　FAX：0748-74-1691

 mail： info@sanwa-shiga.co.jp

④ 事業活動の内容（認証・登録範囲）

コンクリート製品及びコンクリート２次製品製造業

　日本産業規格表示認定工場

　日本下水道協会認定工場

　滋賀県リサイクル製品認定

⑤ 事業の規模

単位 2021年

万円 2,750

万円 61,712

名 25

ｍ2 1,260

ｍ2 5,572

ｍ2 285

従業員数は2019年4月1日現在数です

＊当社の事業年度は7月21日から翌年7月20日です。

⑥ 過去3年間の環境負荷の実績

項目

Kg-CO2 890,507 771,767 728,303

Kg-CO2/百万円 1,443 1,251 1,180

ｔ 320.1 175.6 98.8

㎏ 2,904 2,496 2,322

廃棄物の排出量

化学物質の使用量

活動規模

売上高

従業員数

事務所床面積

工場面積

資本金

2021年

駐車場面積

単位 2019年

二酸化炭素の排出量

○

2020年

二酸化炭素排出量原単位

認証・登録

年度

1

tel:07〇〇-△△△-□□□□　　FAX:0〇〇-△△△-□□□□
mailto:info@sanwa-shiga.co.jp


㎥ 770 786 763

＊環境取組対象期間は毎年4月1日から翌年3月31日です。

⑦ EA2１実施体制組織図

ＥＡ２１事務局

総務経理部 工場部門

代表取締役

環境管理責任者

＊LPGの使用量は極微量の為使用量の管理は行いません。（目標設定なし）

＊排出係数は、関西電力の2016年度の調整後排出係数0.493(kg-CO2/kWh)を2018
年から2020年の3ヶ年間固定する

水の使用量、排水量

内　　　　　　容
①環境経営システムに関する全ての責任と運用についての権限を持つ。

②環境経営システムの構築・運用・管理に必要な資源を用意する。

(資源には、人材、設備、費用、時間、専門的な技能、技術を含む。)

※全従業員は、当社に構築された環境経営システムを理解し、策定された環境方針の下、環境目標の達成に
向けて、環境活動計画に基づき、一致協力して環境取組を行う。

役割、責任及び権限一覧
担　　当

環境管理責任者

各部門長及び
工事現場代理人

ＥＡ２１事務局

③環境管理責任者を任命する。

④環境方針の策定・見直し及び従業員への周知を行なう。

⑤代表者による全体の評価と見直しを実施する。

①環境経営システムを構築し、実施し、管理する。

②作成された環境への負荷及び取組の自己チェックを確認し承認する。

③法規制等の遵守状況をチェックする。

④環境方針及び自己チェック等に基づき環境目標を設定し、作成された環境活動計画を確認し承認する。

⑤環境活動の取組状況を確認し、環境目標の達成状況を評価する。

代表取締役

⑦内部コミュニケーションの運営管理。

⑧従業員に対する教育訓練の実施。

⑨特定された緊急事態に対する項目の手順書作成、テスト・訓練・記録。

⑥問題点の是正、予防処置に対する指示と改善や見直しに必要な処置を行なう。

⑦環境活動の取組結果を代表者へ報告する。

⑧ＥＡ２１に関する運用管理の体制を構築し、各責任者を任命する。

①責任範囲の環境目標及び環境活動計画の実施とＥＡ２１事務局への達成状況の報告。

②責任範囲の問題点の発見、是正、予防処置。

①環境経営システム運営のすべての事務を行なう。

②環境への負荷及び取組の自己チェックを作成し、環境管理責任者へ報告する。

③「環境関連法規等の取りまとめ及び遵守状況チェックリスト」を作成し、環境管理責任者へ報告する。

④環境活動計画並びに運用手順書を作成し、実施達成状況を集計し、環境管理責任者へ報告する。

⑤文書及び記録の管理保管。

⑥外部コミュニケーションの窓口。
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1．

2．

① 二酸化炭素排出量削減の推進

　
事業所での電気使用量や車両及び燃料の使用量を削減し、二酸化炭素排出
量の削減に努めます。

② 廃棄物排出量削減の推進

事業活動に伴う廃棄物に関して、分別を積極的に実施することによりリサ
イクルを推進し、削減に努めます。

③ 総排水量削減の推進

事業所から排出する水の汚染、汚濁を防止するとともに、節水に努め、水
の使用量を削減します。

④

⑤

⑥

3．

制定日：2015/12/1

改訂日：2018/4/1

代表取締役　桒名宏幸

この環境経営方針は全従業員に周知、徹底します。

三和産業株式会社

環境経営方針

環境理念
　私たちは、環境を配慮した持続可能な『ものづくり』を実現するために、お客様
を第一に、社会に必要な製品を提供するとともに『琵琶湖』の豊かで美しい自然環
境との共存も最重要課題と認識し、自然環境・生物多様性の保存といった様々な共
有財産を、製品を通じて社会に貢献致します。

行動指針
　当社は、コンクリート製品の製造会社であり、事業活動において環境への影響を
理解し、環境経営を最優先課題と位置づけ、全社で、エコアクション21環境経営シ
ステムを構築・運用し、継続的改善と汚染の予防に努め、以下の事項について自主
的、積極的に取り組みます。

環境関連法規制等を遵守します。

当社は、次の環境活動を計画的に取組み実施します。

環境に配慮した製品を顧客に積極的に提案・拡販に努めます。

地域の環境活動等の社会貢献を推進します。

化学物質の適正管理に努めます。
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3 環境経営目標とその実績

次年度 中長期

2022年 2023年

単位 （実績） （目標）
（実績）

削減率は対基準年比
（目標） （目標）

％ 100% 96% 96% 95% 94%

消費量 311,010 308,024 297,478 295,460 292,349

（kwh/百万円） 539.0 482.1

(kg-CO₂) 153,328 151,856 146,657 145,662 144,128

％ 100% 97% 102% 95% 94%

消費量 9,733 9,639 9,915 9,246 9,149

（ℓ/百万円） 16.9 16.1

(kg-CO₂) 22,597 22,378 23,019 21,467 21,241

％ 100% 97% 104% 95% 94%

消費量 11,559 11,447 12,067 10,981 10,866

（ℓ/百万円） 20.0 19.6

(kg-CO₂) 29,895 29,605 31,209 28,400 28,101

％ 100% 97% 136% 95% 94%

消費量 885 876 1,205 841 832

（ℓ/百万円） 1.5 2.0

(kg-CO₂) 2,205 2,184 3,003 2,095 2,073

％ 100% 97% 93% 95% 94%

消費量 208,000 205,982 193,500 197,600 195,520

（ℓ/百万円） 360.5 313.6

(kg-CO₂) 563,603 558,136 524,313 535,423 529,787

100% 97% 94% 95% 94%

(kg-CO₂） 771,628 764,159 728,201 733,047 725,331

(kg-CO₂/百万円）) 1,337 1,180

％ 103%

(%/年) 97.5% 95% 100% 95% 95%

％ 100% 97% 86% 95% 94%

(㎥/年) 888 880 763 844 835

(㎥/百万円）) 1.54 1.24

% ー 100%

(%/年) 100 100 100 100

ー ー

(㎏) 2,496 ー 2,322 ー ー

% 100%

(%/年) ー 100 100 100 100

％ 100%

(回以上/年) ー 9 9 10 11

売上高 百万円 577 617 － －

目標の説明や補足事項

1

2

3

4

5

6

7

9

上記の目標のほか、作業場の環境及び品質安全向上ために３Ｓ活動（整理、整頓、清掃）に取り組む

分別及びリサイク
ルの推進
（単位：％)

環境配慮製品の提
案・拡販の100％
実施（単位：％）

地域の美化活動に
参加する。
（単位：回）

購入電力の排出係数は0.493kg-CO₂/kWh（関西電力2016年度調整後排出係数）を使用した。

化学物質の適正管理に努めます

事業活動に伴う廃棄物に関
して、分別を積極的に実施
することによりリサイクル
を推進し、削減に努めま
す。

濁水防止の100%適
正監視
（単位：％）

事業所から排出する水の汚
染、汚濁を防止するととも
に、節水に努め、水の使用
量を削減します。

環境に配慮した製品を顧客
に積極的に提案・拡販に努
めます。

地域の環境活動等の社会貢
献を推進します。

化学物質の適正管理に努め
ます。

化学物質の適正管
理

地域の環境美化活動を通じて、社会貢献を推進する

表中の売上高原単位は各年度の売上高百万円当たりの消費量、発生量、使用量である。

事業所利用水の節
水(単位:㎥)

水使用量については、事務所敷地内における水使用量の削減について実施すると共に濁水監視する

廃棄物排出量は、事業活動からの廃棄物に対しての総排出量で管理する

環境配慮商品の提案・拡販に努めるについては、生産過程で溶融スラグの使用、事務所LED化、工場の電動リフトの使用、営業車やトラックのHV車や低燃費車の使用によ
り、提案・拡販を100％実施する

　エコアクション２１には２０１５年から取組みしています。２０２０年度の実績を基準値として、２０２１年から２０２３年までの環境経営目標
を下記の通り設定し、環境活動に取り組んでいます。　尚、このレポートでは、２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの運用実績につ
いて取りまとめました。

環境経営方針 取組項目

事業所での電気使用量や車
両及び燃料の使用量を削減
し、二酸化炭素排出量の削
減に努めます。

ガソリン消費量の
削減
（単位：L)

重油消費量の削減
（単位：L)

軽油消費量の削減
（単位：L)

灯油消費量の削減
（単位：L)

二酸化炭素排出量
の削減

2020年度(基準年） 2021年（取組年）

電力消費量の削減
（kWh）
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4 環境経営活動計画

取組の紹介

環境管理部
桒名純也

① 循環使用の徹底
② 水を流しながらの洗い物はしない　　　　　　　　　　③
ホース先にストッパーを付ける

事業所利用水
の節水(単位:
㎥)

総務経理部
檜垣紀子

濁水防止の
100%適正監視
（単位：％）

① 濁水防止の適正監視する

① 環境配慮商品の提案・拡販は、生産過程で溶融スラグの使
用、事務所LED化、工場の電動リフトの使用、営業車やトラック
のHV車や低燃費車の使用により、提案・拡販を100％実施する

環境経営活動計画の内容

① 不用時の消灯
② 機械設備・OA機器などのスイッチオフ
③ エアコンの温度管理（夏季28℃±１℃）
④ エアコンの時間限定使用

責任部門・担当者

工場部
北田等

事業所での電気使用量
や車両及び燃料の使用
量を削減し、二酸化炭
素排出量の削減に努め
ます。 工場部

北田等

環境経営方針 取組項目

灯油消費量の
削減
（単位：L)

① ストーブの温度管理（冬季2０℃±１℃）　　　　　　　         ② 時間限定使用

ガソリン消費
量の削減
（単位：L)

廃棄物
① 使用済みコピー用紙を再利用する
② 無駄な資機材を購入しない
③ 廃棄物を分別し、リユース・リサイクルを徹底する

① 不要積載物の有無、タイヤ空気圧の確認
② 暖機運転・アイドリングストップ
③ 環境に配慮した稼働
④ 環境に配慮した整備

電力消費量の
削減
（kWh）

事業活動に伴う廃棄物
に関して、分別を積極
的に実施することによ
りリサイクルを推進
し、削減に努めます。

分別及びリサ
イクルの推進
（単位：％)

環境管理部
桒名純也

環境管理部
桒名純也

環境管理部
桒名純也

３．各目標達成手段を実践して、二酸化炭素の排出の削減に取り組む

軽油消費量の
削減
（単位：L)

５．節水に取り組み使用量の削減に取り組む。また毎日の濁水監視の徹底を図る

重油消費量の
削減
（単位：L)

① 負荷に応じたﾎﾞｲﾗｰの効率的な稼働　　　　　　　　　　　　　　　　　② ボイラー温度管理

事業所から排出する水
の汚染、汚濁を防止す
るとともに、節水に努
め、水の使用量を削減
します。

地域の環境活動等の社
会貢献を推進します。

環境に配慮した製品を
顧客に積極的に提案・
拡販に努めます。

営業部
和田満彦

化学物質の適正管理に
努めます。

化学物質の適
正管理

①A重油(メチルナフタレン含有）の漏洩防止

環境配慮製品
の提案・拡販
の100％実施
（単位：％）

１．エコアクション21に取組を始めて5年目を迎え、各取組項目について全社を挙げて取り組む

２．社内の実施体制が確立しているので、各人の役割・責任・権限を全うして活動に取り組む

４．廃棄物排出量は、事業活動からの廃棄物の分別・再資源化に努め総排出量の削減に取り組む

７．環境配慮商品の提案・拡販に努めるについては、生産過程で溶融スラグの使用、事務所LED化、工場の電動リフトの使
用、営業車やトラックのHV車や低燃費車の使用により、提案・拡販を100％実施しているとした。

地域の美化活
動に参加す
る。
（単位：回）

① 地域の清掃活動に参加する。草刈り等

６．化学物質の適正管理に努めます
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5 環境経営活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

（目標）
（実績）

削減率は対基準年
比

％ 96% 96%

消費量 308,024 297,478

(kg-CO₂) 151,856 146,657

％ 97% 102%

消費量 9,639 9,915

(kg-CO₂) 22,378 23,019

％ 97% 104%

消費量 11,447 12,067

(kg-CO₂) 29,605 31,209

％ 97% 136%

消費量 876 1,205

(kg-CO₂) 2,184 3,003

％ 97% 93%

消費量 205,982 193,500

(kg-CO₂) 558,136 524,313

％ 97% 94%

(kg-CO₂） 764,159 728,201

％ 103%

(%/年) 95% 100%

％ 97% 86%

(㎥/年) 880 763

% 100%

(%/年) 100 100

ー

(㎏) ー 2,322

% 100%

(%/年) 100 100

件数 100%

(件/年) 9 9

次年度の取組内容

1

2 廃棄物は分別を実施して削減に努める

3 水使用量の削減では、工場の使用量削減に努めるると共に、濁水監視を実施する

4 環境配慮商品（ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品）の提案・拡販に努める

5 環境美化活動は計画通り実施する

6

地域の美化活動に
参加する。

（単位：回）

分別及びリサイク
ルの推進

（単位：％)

環境管理部
桒名純也

担当責任者

総務経理部
檜垣紀子

環境管理部
桒名純也

灯油消費量の削減
（単位：L)

電力消費量の削減
（kWh）

ガソリン消費量の
削減

（単位：L)

事業所での電気使用量や
車両及び燃料の使用量を
削減し、二酸化炭素排出
量の削減に努めます。

電力量は全体では達成できたが、
外気温度が高い時期や稼働の多い
時期は未達となった。前年比4％削
減となった

ガソリン、軽油、灯油は未達と
なり、重油のみ目標達成、気温
が高い時期に未達の月があっ
た。重油は１～3月ボイラー使
用を見直した結果、重油では売
上高原単位では2％削減となっ
た

コンクリートがらは作業標準、製
造工程、機械設備の改良、見直し
を行った。産業廃棄物は分別を徹
底

事務所内エコパッキンへ交換、
ストッパー交換し、短時間でも
止水をし使用時の調整を行った
売上高原単位では13％削減と
なった

濁水監視の実施をし、清掃、予
防修理、清掃を行った。

重油消費量の削減
（単位：L)

環境管理部
桒名純也

濁水防止の100%適
正監視

（単位：％）

事業活動に伴う廃棄物に関
して、分別を積極的に実施
することによりリサイクル
を推進し、削減に努めま
す。

取組の評価

工場部
北田等

地域の清掃活動を行い、社会貢
献に努めた。

環境目標の達成取組みと共に、作業場の環境及び品質安全向上ために３Ｓ活動（整理、整頓、清掃）に取組み、意識を持っ
て全員で実践していきたい。

軽油消費量の削減
（単位：L)

取組項目

地域の環境活動等の社会
貢献を推進します。

営業部
和田満彦

工場部
北田等

単位環境経営方針

2021年（取組年）

環境配慮製品の提
案・拡販の100％
実施（単位：％）

二酸化炭素排出量
の削減

事業所から排出する水の
汚染、汚濁を防止すると
ともに、節水に努め、水
の使用量を削減します。

事業所利用水の節
水(単位:㎥)

環境に配慮した製品を顧
客に積極的に提案・拡販
に努めます。

生産過程で溶融スラグの使用、
工場の電動リフト使用頻度促
進、事務所、工場LED化、営業
車やトラックのHV車や低燃費車
の使用などの取組を100％実施
した。

化学物質の適正管理に努
めます。

化学物質の適正管
理 A重油の漏洩はなかった。

二酸化炭素排出量削減取り組みでは、設備機器の効率的な稼働、車輌のｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟやｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ等の目標達成手段を実施
する

環境管理部
桒名純也
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　環境関連法規への違反、訴訟はありません。又、過去３年間に関係当局からの

違反等の指摘はありません。

　適用される法規制等と遵守状況

遵守評価

適正処理

水質汚濁防止法 適正処理

大気汚染防止法 適正処理

遵守

遵守

遵守

遵守

自動車リサイクル法 遵守

遵守

遵守

遵守

適正処理

7 代表者による全体の評価と見直し・指示

2021年度は、生産量で2,310t/年と、ほぼ昨年度と同等の生産量であった。このため各項目で大き
な変化は見られないが、実績を比較すると、電力にて最大需要電力の低減に現場の努力の跡が見ら
れた。本年度より営業担当が一人増えその結果ガソリンの使用量が増えている。工場内のリフトの
電動化も進んでいるが、自社トラックの利用頻度が上がり軽油の使用量が多くなっているが。小配
達が増えている結果である。ハイブリッド車・電動車などの利用をより進めたい。蒸気ボイラーの
CO2削減のため、２本をガス化に変更、残る2本もガス化に向け検討をしCO2削減にに努力する。
2,050年にカーボンニュートラルがこの日本でも宣言され、当社でもCO2削減がより一層望まれてい
る。この様ななか、当社では、CO2吸収型コンクリート製品の開発に取り組んでおり、試験練りな
ど主要基礎試験などを終えいよいよ実施される年度となった。SDGsの７～１２の目標達成に向け小
さい会社ながら達成に向け全社一丸となり取り組んでいきたい。
取組に問題はなく、環境経営方針、環境経営目標・計画、実施体制の変更は必要ない。

廃棄物処理法

該当する要求事項法規制等の名称

注：適用される法規制等と遵守状況は、環境関連法規等の遵守状況のチェック結果に基づき記載します。

化学物質管理法 第1種、第2種指定化学物質の把握及び届出

騒音規制法

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

一般廃棄物の分別、収集、排出

対象危険物保管の届出

振動規制法

第1種特定製品の簡易点検の実施と記録の保存、廃棄時の適正な処理

資源有効利用促進法 資源の有効利用

フロン排出抑制法

家電リサイクル法 特定家庭用機器の廃棄時の適正な処理

使用済み自動車の適正な処理

地域ごみ出しルール

対象特定施設の届出、規制値の遵守

対象特定施設の届出、規制値の遵守

対象特定施設の届出、規制値の遵守

対象特定施設の届出、規制値の遵守

一般廃棄物及び産業廃棄物の管理、排出
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