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2021年度　環境経営レポート
【レポートの対象期間：2021年2月1日～2022年1月31日】

タマムラデリカ株式会社

タマムラデリカ株式会社は1991年創業以来、食品製造業として歩んで参りました。

大手CVS専用工場として「調理麺」「惣菜」等のデイリー商品を群馬県、栃木県、茨城県、埼

玉県の北関東地域に365日供給しております。

安心、安全で美味しい商品を時代の変化やお客様のニーズに対応しながら提供し続ける事で 信

頼される企業を目指しております。

企業規模も年々拡大の一途を辿り、企業として益々社会的責任と環境配慮が問われていく事は

必然であり、社会の公器としてしっかり対応していく事を義務として取り組んで参ります。

この様な社会情勢の中、当グループでも2015年より取り組みを開始したEA21活動は地球環

境に優しい企業活動として大きな役割を担っており、グループ4工場全てがEA21認証工場と

して 現在に至っております。

継続した活動と検証無くして成長はないと考えており「環境経営レポート」は一年間の集大成

であり自工場の成長の証と認識しております。

以下、取り組みをまとめましたので我々の活動内容をご高覧の上、ご指導頂きました後、引き
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１． タマムラデリカグループの事業活動及び製品がかかわる環境側面を常に意識し、　

環境汚染の予防を推進するとともに、環境経営システムの継続的改善を図ります。

２． タマムラデリカグループのすべての事業活動および製品がかかわる

環境関連法規、規制、および協定等を遵守し、環境保全を図ります。

３． 環境改善重点テーマ

①食品廃棄物の排出量削減及び再資源化率の向上

⇒食品リサイクルの取り組み、食品の有効利用の取り組み

②エネルギー利用の合理化の推進と、低炭素社会の実現に向けた多角的取り組み

⇒多角的取り組みの一例

１）生産機器の排出熱利用

２）ヒートポンプの活用

３）高効率機器の導入

４）バイオマスエネルギーの活用

③水資源の有効活用および排水水質の維持管理

④地域の環境改善の推進

⑤環境関係法規の遵守

➅廃棄の削減

４． 年間計画に基づき、環境経営システムの見直しおよび維持向上に努めます。

５． 環境教育を通して、全従業員への環境経営方針の理解と周知徹底を行い、

環境保全の意識の高揚を図ります。

６． この環境経営方針は、社内外にも公表いたします。

１． フードロスへの取組み

２． 地域貢献活動

３． 次世代の人財育成と業務の標準化

２０２１年　２月　１日

タマムラデリカ株式会社

常務　取締役

髙橋　康之

〔２０２１年度方針〕

タマムラデリカ株式会社 環境経営方針

タマムラデリカ株式会社の「環境経営方針」は、
当社グループの全工場を含めた全社展開として適用する。

〔基本理念〕
タマムラデリカグループは、「食」を基本とする企業として

「健康的な生活」・「食資源の有効活用」・「環境保全」の三点を
我々の重要課題であると認識し、自然の恵みを活かし、
すべての人々がおいしく食べて、健康に暮らしていける

持続可能な社会の構築に貢献し、日本の食卓を豊かにしていきます。

〔基本方針〕



1．　事業所及び代表者名

タマムラデリカ株式会社

代表取締役社長　小島　尚之

2．所在地

本社：〒370-1104　群馬県佐波郡玉村町上福島 611-1

3．環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

代表責任者 ： 常務取締役 髙橋　康之

環境管理責任者 ： 飯尾　友朗

ＥＡ２１事務局 ： 寺山　浩永

石島　千菜美

関　   裕行

TEL　：0270-65-0711

FAX　：　0270-65-1170

4．対象範囲

タマムラデリカ株式会社

☆本社工場

☆第二工場

☆美野里工場

☆佐野田沼工場

全組織及び全活動

5．事業の内容

コンビニエンスストア向けの調理麵・軽食・惣菜等の開発・製造

6．事業規模

本社工場・第二工場・美野里工場・佐野田沼工場の合算

食

百万円

人

㎡

主な環境負荷実績

単位

kg-CO2

kg

㎥
t

2019年度より食品廃棄物は廃棄物排出量に含めています。

10,785,563

1,819,919

534,844

製品売上

従業員数

環境への負荷

①二酸化炭素排出量

延べ床面積

10,704

818

15701.66

554,565 562,963

11,047,612 11,712,193

②廃棄物排出量

③排水量

④食品廃棄物（100％リサイクル） 1650.14 1456.71 1294.10

2,201,485 1,995,147

２．タマムラデリカ株式会社　事業活動の規模（2021年度）

2020年

41,222,702

2021年

39,950,941

2019年

43,242,462

単位活動規模

生産高

11,275

988

15701.66

10,980

914

15701.66

2021年2019年 2020年



2021年度　タマムラデリカ株式会社　エコアクション21推進組織図 （2021年　2月   1日作成） 承認 作成
（2021年　5月   1日改訂）

2021.02.01 2021.02.01

リーダー：宮本　昌宏 リーダー：閑野　勉 リーダー： リーダー：
サブリーダー ：服部　淳哉 サブリーダー ：幡山　栄一 サブリーダー ： サブリーダー ：
メンバー：石島　千菜美 メンバー：石島　千菜美 メンバー： メンバー：
メンバー：金井塚　良 メンバー：金井塚　良 メンバー： メンバー：
メンバー：須藤　克典 メンバー：石澤　恵 メンバー： メンバー：佐藤　大作
メンバー：天田　杏奈 メンバー：南雲　竜馬 メンバー： メンバー：朝比奈　輝明
メンバー：野田　ゆい メンバー：西田　大介 メンバー： メンバー：
メンバー：山崎　秋晴 メンバー：田中島　利家 メンバー：
メンバー：早坂　勇紀 メンバー：田波　孝太 メンバー：

メンバー：伊藤　裕輔 メンバー：
メンバー：
メンバー：

代表者 【常務取締役　髙橋　康之】

エネルギー管理 【エネルギー管理士取得者　岡住　昌則　】

企画推進員 ①エネルギー管理に関する中長期計画をグループ全体へ発信、実施状況を確認する

②佐野田沼工場のエネルギー管理員を兼務

内部監査員 エコアクション21食品関連業者向けガイドライン2017年版をもとに内部監査を実施する

各工場のＥＡ２１ＰＰチームリーダーが内部監査チェックシートで監査を実施、環境管理責任者へ報告する

環境管理責任者 【EA21本部　飯尾　友朗】

工場管理責任者 【本社工場：小賀野　祐介】【第二工場：小賀野　祐介】【佐野田沼工場： 山下　誠史】【美野里工場：伊藤　隆雄】

本部事務局 【寺山　浩永】

本部事務局 【石島　千菜美】　【関　裕行】

工場事務局 【本社工場：宮本　昌宏】【第二工場：閑野　勉】【佐野田沼工場：田所　進一】【美野里工場：関　裕行】

EAサークル エネルギーと廃棄物に関する管理データをもとに小集団活動で改善を実践する

構成メンバーは工場管理責任者の兼務可

従業員 環境経営方針を理解し、部門の環境活動計画に従って活動する

工場事務局として工場管理責任者を補佐しエコアクション21に関する実務全般を所管する
構成メンバーは経理部門社員が必須、工場管理責任者の兼務可
年2回（2月と10月）法規制一覧表に基づき法規制遵守状況を確認する

①環境管理責任者をはじめ、必要な責任者を任命する。該当責任者には、現在の責務に関わりなく兼任で責任と権限を明示する

②エコアクション21の運用･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）を準備する

③環境経営方針を制定する

④エコアクション21の運用に関する情報を収集し環境経営方針・環境経営目標をはじめシステム全体の見直しを行い必要に応じ
改訂を指示する

①エコアクション21に関する経営諸資源の合理的･効果的な運用を図り目的を達成するために環境管理をする

②エコアクション21の運用を円滑に行い代表者による見直しのための情報として運用に関する情報を代表者に提供する

環境に関する社内教育訓練資料を作成、適時見直しを行い各工場事務局へ配信する

本部事務局として環境管理責任者を補佐しエコアクション21に関する実務全般を所管する

環境に関する社内教育訓練資料を作成、適時見直しを行い各工場事務局へ配信する

本部事務局としてエネルギー管理企画推進員と環境管理責任者を補佐しエコアクション21に関するデータ全般を所管する

飯田　稜也
渡辺　まどか
菊澤　歩夢
ブイ　ティ　トゥイ

職名 役割

戸室　浩之
石井　翔大
里見　奈々子 宇佐美　尚輝
佐藤　留奈

片山　操 雁部　麻美
細野　愛乃 佐藤　あゆみ（事）
寺山　浩永 齋藤　哲也

EAサークル EAサークル EAサークル EAサークル
田所　進一 関　裕行

【美野里工場】
工場長

伊藤　隆雄
工場長代理
山本　塁

 エネルギー管理員
荻原　勇一

（工場管理責任者）
小賀野　祐介

（工場管理責任者）
小賀野　祐介

（工場管理責任者）
山下　誠史

（工場管理責任者）
伊藤　隆雄

【環境管理責任者】
飯尾　友朗

【本部事務局】
寺山　浩永（佐野田沼工場）
石島　千菜美（本社工場）
関　裕行（美野里工場）

【本社工場】
執行役員工場長
小賀野　祐介
工場長代理
亀井　隆志

【第二工場】
執行役員工場長
小賀野　祐介
工場長代理
摩庭　直哉

【佐野田沼工場】
執行役員工場長

山下　誠史
工場長代理

田中　大介・篠崎　勇
エネルギー管理員

岡住　昌則（兼務）

髙
橋

飯
尾

EA21
本部

【代表者】
常務取締役
髙橋　康之

内部監査員
【エネルギー管理企画推進員】
（エネルギー管理士取得者）

岡住　昌則



1．　事業所及び代表者名

タマムラデリカ株式会社　本社工場

代表取締役社長　小島　尚之

2．所在地

〒370-1104　群馬県佐波郡玉村町上福島 611-1

3．環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

TEL ：

FAX ：

4．対象範囲

タマムラデリカ株式会社　本社工場　全組織及び全活動

5．事業の内容

コンビニエンスストア向けの調理麵・軽食・惣菜等の開発・製造

6．事業規模

（本社工場）

食

百万円

人

㎡

本社工場　事業活動の規模（2021年度）

代表責任者　　 常務　取締役 髙橋　康之

工場管理責任者 執行役員工場長 小賀野　祐介

活動規模 単位 2019年 2020年 2021年

工場事務局 生産管理課長 宮本　昌宏

0270-65-0711

0270-65-1170

生産高 11,867,895 11,033,502 11,751,110

製品売上 2,999 3,022 3,180

従業員数 249 350 337

延べ床面積 3,531 3,531 3,531



当社に於ける2021/2/1～2022/1/31の環境負荷実績を把握し、

2018年～2021年迄の目標を下記の通り定め活動を開始しました。

1．環境目標とその実績

＊購入電力の排出係数は、0.474〔平成28年度実績・平成29年12月21日公表〕を使用しています。

＊2021年の実績は、2021年2月～2022年１月の一年間です。

2018年 2024年

実績 目標 目標値 実績 目標

２．主な環境負荷実績

＊2021年の実績は、2021年2月～2022年１月の一年間です。

2021年

3,571,079

170,959

161,101

275.45

＊②第二工場の事業系一般廃棄物は本社工場に集約

④食品廃棄物（100％リサイクル）（t） 363.66 258.34

②廃棄物排出量(kg) 499,243 584,420

③排水量（㎥） 154,135 142,449

—

環境への負荷 2019年 2020年

①二酸化炭素排出量（kg-CO2) 3,468,419 3,472,712

⑦地域の環境改
善の推進・製品
に関する項目

— — — —

地域の美化活動の日と工場の美化活
動の日を合わせて行った。コロナの
関係で一緒には行えなかったが統一
感はあった。

取扱量の
把握

⑥再生利用等の
実施（肥料化へ
食品リサイク
ル：NDF）

100
維持向上
（80％
以上）

— —

リサイクル率100％の実績。排出量
が多い。冷凍検体の分解や、プラ区
分、区分けについて力をいれ、従業
員一同意識が向上した。小麦類廃棄
物の飼料化の取組を継続して行って
いる。

維持向上
（80％
以上）

⑤化学物質・毒
物劇物取扱及び
管理の徹底

—
取扱量の

把握
— —

取り扱い商品の把握を行い一覧表作
成済。入手したＳＤＳの整理とファ
イリングも実施済みであり、新規の
商品のメンテナンスも実施し継続し
て行う。

2019年度に
対して3％減

④グリーン購入
比率の向上(％)

—
購入率
47％

— —

事務所・会議室などの机、いす購入
時に意識して購入をしたが、把握に
は至らなかった。

購入率47％

③売上高100万
円当たりの排水

量の削減(㎥)
53.43

2018年
実績に

対して2％
削減

52.36 42.83

排水は目標数値に対し3.46%削減を
達成した。茹で麺機の入れ替え効果
が大きく、効率の良い結果に繋がっ
ている

2019年度に
対して3％減

②売上高100万
円当たりの廃棄

物
排出量の削減
(kg/百万円)

265.1

2018年
実績に

対して2％
削減

259.82 126.43

2019年11月より小麦類廃棄物の飼
料化を取組み、継続できている。
今後、食品残渣の減量対策（減量
機）をテスト運用行った。また従業
員のゴミの分別の意識も向上してい
る。

2019年度に
対して3％減

①売上高100万
円当たりの二酸
化炭素排出量の
削減(kg-CO2/

百万円)

1171

2018年
実績に

対して2％
削減

1147.9 1122.9

工場の増設を行い、それに伴い新規の麺を茹でる茹釜を

2基交換した。

電力量は新しい部屋が増えた分、特に第2工場から仕分

けを移設した為

増加となった。

重油は上記の新しい釜の新設により良化する予定だった

が悪化している。製造品目の増加によって釜の使い分け

が必須になり、多品種になるほど使用する釜数が増加

し、効率が悪化している。

ガソリン・軽油は仕分け室の移管により第2工場から本

社工場に商品を移動するように変更された為、荷量が減

り、工場間の往復の回数が削減されている

本社工場　環境目標とその実績

環境目標

基準値 今年度目標
中長期の目標
（3年後）

2021年

目標の達成状況



＊2021年2月～2022年１月までの活動の取組みと評価をしております。

1．二酸化炭素排出量の削減

➀茹で釜蒸気入れ時間管理

②製麺加水タンク冷水⇒常温へ

④旧空調の入れ替え

⑤気化式冷風機の導入

⑥目標達成状況・活動進捗状況確認

2．廃棄物排出量の削減

①分別強化　廃プラに食品混入を撲滅

②紙・手袋混入の撲滅

③分別強化（汚プラ・きれいな有価プラ）

④鉄クズの分別（アルミ・ＳＵＳ・鉄）

⑤目標達成状況・活動進捗状況確認

3．排水量の削減

①節水への取り組み

②節水表示

③目標達成状況・活動推進状況確認

4．グリーン購入比率の向上

①購入品の調査

②グリーン購入品の選定

③グリーン購入品の決定

5．化学物質・毒物劇物取扱及び管理の徹底

①取扱商品の把握

②購入量の把握

③ＳＤＳの入手

④取扱商品一覧表の作成

6. 再生利用等の実施率

（肥料化へ食品リサイクル：ＮＤＦ）

①冷凍サンプルの適切処理（再生利用化）

②区分・区分け、分別の徹底

7.　地域の環境改善の推進・

製品に関する項目再生利用等の実施率

①工場敷地内の清掃

②工場敷地外の清掃

③地域ボランティアへの参加

④地産地消の推進

工場内使用備品について優先し推奨していく。

本社工場　環境活動計画の取組みと評価

環境活動計画 環境活動計画の取組結果とその評価
1ヶ所に掛かる電力は設備機器を入れ替える事で省電力化
は進んだが、増築、改築での設備機器導入によりｵｰﾊﾞｰ。
2022年4月に全ての増改築が終了し、途中からではある
が基準年とできる。ガソリン軽油については評価通り。重
油については製造品多品種化で全種の大型機器の小時間か
らの使用を余儀なくされた事と使用開始～終了までの徹底
管理が必要。

③製品保管庫空調稼働台数制限※時期に応じて

活動取り組みの結果がでており評価として大きい。

次年度の取組内容
継続徹底はもちろん更なる削減可能な取り組みに期待。

評価は結果通り。

次年度の取組内容
更には日々の時間毎の管理を徹底していく事で、無駄の削
減を目指す。

毒物劇物の扱いについては定期的に運用方法等の教育を実
施の事。

期待通りですので、継続できるように。

次年度の取組内容
排出量自体の削減へも取り組むことを期待します。

集団での活動は今後厳しいが、小集団での実施や個々で美
化意識を持たせ、工場内外への環境改善・維持に務める
事。



工場の増築を行いました。 地域の環境美化活動を行いました

2021年度トピックス
本社工場

エコキャップ運動を通年で行っています

ゴミの減容機を使用して、ごみの排出を抑える取り組みを開始しました

昨年同時期に比較して

約３０００個多くエコ

キャップを交換しています。

昨年は目標の３万個に届き

ませんでしたが今年は達成

見込みです。



1．当社に適用となる主な環境関連法規

2022年2月1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。

尚、関係当局よりの違反等の指摘は過去3年間ありません。

環境関連法規制の遵守

本社工場　代表者による全体の評価と見直し

（代表者）：常務取締役　髙橋　康之　2022年7月1日

本社工場については本社・第二工場増改築工事中で場内が不完全な製造体制の
中、目標数値を達成した事は評価。
数値改善の牽引力となったのはエネルギー管理士の日々の実務(呼びかけ、掲示物)
と排水処理方法の見直し等によるものが大きい、又、増改築による仕分け場所移
管は工場間横持費(軽油代)削減に繋がった。
反面、従業員個々の環境に対する意識向上に課題が残る。
2022年は増改築工事が終了し各種空調機も高効率機に刷新した効果が期待出来
る。

（工場長）：執行役員工場長　小賀野　祐介　2022年7月1日

工場の増改築工事が終了し、機器類も刷新されたが、電気、重油など工場のサイズが大
きくなった分今まで以上に使用してしまっている物もある。より一層従業員の意識の向
上が求められているる。ごみの減容機など新たな取り組みも行っているので、効果に期
待している

法規制等の名称 遵守事項 遵守状況

大気汚染防止法 ばい煙発生施設の届出・管理 遵法

水質汚濁防止法 特定施設の届出・管理 遵法

騒音規制法 騒音特定施設の届出・管理 遵法

振動規制法 特定施設設置の届出・管理 遵法

浄化槽法 保守点検実施、法定検査実施 遵法

廃棄物処理法

委託基準（契約書・許可証）、
マニフェスト交付・
保存及び交付状況報告
水銀使用製品産業廃棄物の管理

遵法

消防法 届出・貯油施設の定期点検 遵法

PRTR法 使用量・購入量の把握 遵法

毒物及び劇物取締法
施錠管理、使用量把握、貯蔵場所
の表示、漏、流出の防止

遵法

群馬県の生活環境を保全する条例 特定施設の届出・管理 遵法

玉村町公害防止協定 公害の防止 遵法

水道法 定期検査実施 遵法

省エネ法 措置の実践 遵法

フロン排出抑制法 簡易・定期点検 遵法

食品リサイクル法 発生抑制・再利用・熱回収・減量 遵法

容器包装リサイクル法 再商品化・帳簿保存・表示 遵法

2．環境関連法規への違反、訴訟等の有無



1．　事業所及び代表者名

タマムラデリカ株式会社　第二工場

代表取締役社長　小島　尚之

2．所在地

〒370-1104　群馬県佐波郡玉村町上福島 618-2

3．環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

TEL ：

FAX ：

4．対象範囲

タマムラデリカ株式会社　第二工場　全組織及び全活動

5．事業の内容

コンビニエンスストア向け軽食・惣菜等の開発・製造

6．事業規模

（第二工場）

食

百万円

人

㎡

第二工場　事業活動の規模（2021年度）

活動規模 単位 2019年 2020年 2021年

代表責任者　　 常務　取締役 髙橋　康之

工場管理責任者 執行役員工場長 小賀野　祐介

従業員数 151 220 176

延べ床面積 4,439.61 4,439.61 4,439.61

6,574,351

製品売上

工場事務局

0270-61-7888

0270-61-7889

製造課課長補佐

生産高 5,801,797 6,108,725

閑野　勉

1,464 1,405 1,492



当社に於ける2021/2/1～2022/1/31の環境負荷実績を把握し、

2018年～2021年迄の目標を下記の通り定め活動を開始しました。

1．環境目標とその実績

＊購入電力の排出係数は、0.474〔平成28年度実績・平成29年12月21日公表〕を使用しています。

＊2021年の実績は、2021年2月～2022年１月の一年間です。

2018年 2024年

実績 目標 目標値 実績 目標

２．主な環境負荷実績

＊2021年の実績は、2021年2月～2022年１月の一年間です。

2021年

1,227,141

52,495

30,583

227.11

第二工場　環境目標とその実績

環境目標

基準値 今年度目標
中長期の目標
（3年後）

2021年

目標の達成状況

2019年度に
対して1％減

②売上高100万
円当たりの廃棄

物
排出量の削減
(kg/百万円)

253.3

2018年
度に対し

て
0.33%

252.5 187.36

売り上げが延びている中で、廃棄量は大幅に削減され

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　日々の朝礼

で資材課による、廃棄量の報告や廃棄量を削減するため

の手法を伝え、現場で実施することで従業員さん方の廃

棄に対する意識の向上につががり、結果が出せた。

本社応援の野菜が増えたので、ネギ下処理時の廃棄を少

なくするためのアドバイスをして、従業員さんの廃棄に

対する意識向上をしていく。 2019年度に
対して1％減

①売上高100万
円当たりの二酸
化炭素排出量の
削減(kg-CO2/

百万円)

822.3

2018年
度に対し

て
0.33%

819.6 822.54

電気・LPGともに、売り上げが延びたにも関わらず使用

量は減っている。　　　　　　　　　共有場所のLED蛍

光灯への変更、場内・天井裏蒸気漏れ箇所修理、室外機

への日よけ設置及び室外機フィン清掃の効果が出た。エ

コに関する認識向上につながっている。

まだまだ現場でドアの開放状態が目立っているので従業

員さんに朝礼やその場で教育して周知していく。

また事務所や共有場所はコロナ対策で、ドアを開放状態

にして作業をしているが部屋の人数制限や、時間での喚

起をするなどの検討をしていく。

2019年度に
対して1％減

④グリーン購入
比率の向上(％)

—

購入品リス
トによる

グリーン購
入の徹底

— —

・物品購入品を洗い出し、グリーン
購入適合品の調査をおこない、現状
把握できた。
・購入品が多いため、今後の活動は
購入金額の多いものを選定して調査
する。

購入品リストに
よるグリーン購
入の徹底

③売上高100万
円当たりの排水

量の削減(㎥)
28.99

2018年
度に対し

て
0.33%

28.89 20.51

排水量も基準年度目標に対して、大きく数値をクリアし

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アイテ

ム数、売り上げが延びている中で、従業員さん方の節水

に対する意識の向上が結果として出ている。　今後も節

水に対する意識が下がらないよう、定期的に現場の巡回

をして継続的に実施していく。

管理の徹底

⑥再生利用等の
実施（肥料化へ
食品リサイク
ル：NDF）

100%
維持向上
(８０％以

上)
— —

リサイクル率100％の実績。冷凍検
体の分解や、プラ区分、区分けにつ
いて力をいれ、従業員一同意識が向
上がさらに見られた。 維持向上

(８０％以上)

⑤化学物質・毒
物劇物取扱及び
管理の徹底

—
管理の徹

底
— —

一覧表の定期的な更新とＳＤＳの入
手→整備の継続、購入量の集計。薬
品の使用時の注意ポイントを落とし
込みを継続する。

—

環境への負荷 2019年 2020年

①二酸化炭素排出量（kg-CO2) 1,136,254 1,044,375

⑦地域の環境改
善の推進・製品
に関する項目

— — — —

・地域貢献として工場周辺のゴミ拾
い活動をした。自動販売機ゴミ箱に
エコキャップ回収箱の設置。活動を
年間を通してできており、従業員の
意識改革向上ができた。

②廃棄物排出量(kg) 343,392 257,671

③排水量（㎥） 41,368 32,210

＊②第二工場の事業系一般廃棄物は本社工場に集約

④食品廃棄物（100％リサイクル）（t） 223.83 200.65



＊2021年2月～2022年１月までの活動の取組みと評価をしております。

②電気･機器不要時の電源OFF推進

③各現場･共有エリアエアコン清掃

④目標達成状況･活動推進状況確認

製造数が増加したにもかかわらず、電気使用量については
目標達成できた点は高く評価できる。効果ができた取り組
みについては協力していただけた社員、従業員さんに見え
る形で伝えて上げて欲しい。

次年度の取組内容

第二工場　環境活動計画の取組みと評価

環境活動計画 環境活動計画の取組結果とその評価

1.二酸化炭素排出量の削減

①事務所省エネエアコン入替

2.廃棄物排出量の削減

①廃プラ･ダンボール紙等の分別

②電池ゴミの削減
　(充電池への切り替え)

自分たちがエコだと思っていても効果が出ていない取り組
みについては、しっかり分析して次に繋がる評価を行って
欲しい。自己満にならないように注意。

廃棄量の削減は年々良くなっている。こちらについても従
業員さんの協力なしでは達成できていない為、見える形で
フィードバックして欲しい。

次年度の取組内容

③電子マニフェストへの切替・確認

④目標達成状況･活動推進状況確認

3.排水量の削減

①毎月のメーターを確認する
　(漏水防止)

廃棄量の削減は会社のムダを無くす取り組みにもなってい
る為、来期についても積極的に取り組んで欲しい。更なる
効果を出す為には、なぜここまで削減することができたの
かについてしっかり分析することが重要と考えます。意識
だけなのか？

②節水表示(各現場・共有場所)
　従業員への周知

④目標達成状況･活動推進状況確認

4.グリーン購入の推進

①購入品の調査

排水量については大幅に目標を達成できている。節水の呼
びかけによる従業員さんの意識向上もあるが、清掃に使用
する洗剤をアルカリ電解水に変更したことで、濯ぎ水の大
幅な削減ができた可能性も考えられる。良く分析を。

引き続き、グリーン購入適合品で購入できるものは検討し
ていく。

②グリーン購入品の選定･決定

引き続き適切な管理をしていき、毒物及び劇物取締法に該
当しない洗剤に切り替えられないか検討していく。

①取扱い商品の把握

②購入品の把握

③ＳＤＳの入手

④取扱商品一覧表の作成

5.化学物質･毒物劇物
　　取扱及び管理の徹底

従業員さんに分別意識を持ってもらい、継続して再生利用
を行っていく。

７.地域の環境改善の推進
　　　　・製品に関する項目

①工場敷地内の清掃

②地産地消の推進

引き続き、地域と結び付けられる商品開発は取り組んでい
く。不定期で行っていたゴミ拾い活動を定期開催にするこ
とを検討して欲しい。コロナ禍の為、風評被害を想定した
やり方の工夫は必要。

　（廃プラ･生ゴミ･紙･手袋）

6.再生利用等の実施率

（堆肥化へ食品リサイクル：ＮＤＦ）

①分別･区分けの徹底



←室外機に日よけを設置。

↓遮熱塗装を実施。

2021年度トピックス

第二工場

↑工場外周の清掃実施（2021年4月25日）

↑工場外周の清掃実施（2021年9月20日）



1．当社に適用となる主な環境関連法規

2022年2月1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。

尚、関係当局よりの違反等の指摘は過去3年間ありません。

環境関連法規制の遵守

第二工場　代表者による全体の評価と見直し

（代表者）：常務取締役　髙橋　康之　2022年7月1日

本社・第二工場増改築工事により、期の途中ではあるが仕分け場が本社へ移設、仕分け
室空調運転時間が全て本社へ移管した事が電気量削減の大きな要因。
本社工場と隣接している為、諸所経費、施設を兼用利用している事もあり、今後、工場
間での環境取組について効果検証の棲み分けが必要となる。
惣菜工場は季節変動による受注増減幅が比較的少ない環境であり、調理麵工場に比べ従
業員の増減も少ない。
従って、受注数の増減に左右されない、安定的な取組が可能。
効果検証が見えやすい環境である為、2022年は増改築工事後の具体的費用対効果を検
証していく。

（工場長）：執行役員工場長　小賀野　祐介　2022年7月1日

昨年に引き続き、原材料廃棄削減に関しては従業員の方々の協力もあり、成果は出ていると思う
が、
電気量など使用エネルギーの削減に関しては、従業員さんの認識も含め、活動としては不足して
いた。
工場内の掲示なども見られたが、有効に活用されていたかは疑問。実績や現状を常に更新して発
信し、
より目標意識を高めることが、今後の結果に繋がる。

法規制等の名称 遵守事項 遵守状況

水質汚濁防止法 特定施設の届出・管理 遵法

騒音規制法 特定施設の届出・管理 遵法

振動規制法 特定施設の届出・管理管理 遵法

玉村町公害防止協定 公害の防止 遵法

浄化槽法 保守点検実施、法定検査実施 遵法
消防法 特定施設の届出・管理 遵法

PRTR法 使用量・購入量の把握 遵法

毒物及び劇物取締法
施錠管理、使用量把握、貯蔵場所
の表示、漏、流出の防止

遵法

水道法 定期検査実施 遵法
フロン排出抑制法 簡易・定期点検 遵法

食品リサイクル法 発生抑制・再利用・熱回収・減量 遵法

容器包装リサイクル法 再商品化・帳簿保存・表示 遵法

廃棄物処理法

委託基準（契約書・許可証）、
マニフェスト交付・
保存及び交付状況報告
水銀使用製品産業廃棄物の管理

遵法

労働安全衛生法 健康診断の実施 遵法

2．環境関連法規への違反、訴訟等の有無



1．　事業所及び代表者名

タマムラデリカ株式会社　美野里工場

代表取締役社長　小島　尚之

2．所在地

〒319-0136　茨城県小美玉市手堤198

3．環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

TEL　：　0299-36-7611

FAX　：　0299-36-7612

4．対象範囲

タマムラデリカ株式会社　美野里工場　全組織及び全活動

5．事業の内容

コンビニエンスストア向けの調理麵・軽食・惣菜等の開発・製造

6．事業規模

（美野里工場）

食

百万円

人

㎡

従業員数 285 211 317

延べ床面積 3169.85 3169.85 3169.85

生産高 12,499,773 11,826,542 11,296,053

製品売上 3,531 3,323 3,308

工場事務局 設備課主任 関　裕行

活動規模 単位 2019年 2020年 2021年

美野里工場　事業活動の規模（2021年度）

代表責任者　　 常務　取締役 髙橋　康之

工場管理責任者 工場長 伊藤　隆雄



当社に於ける2021/2/1～2022/1/31の環境負荷実績を把握し、

2018年～2021年迄の目標を下記の通り定め活動を開始しました。

1．環境目標とその実績

＊購入電力の排出係数は、0.474〔平成28年度実績・平成29年12月21日公表〕を使用しています。

＊2021年の実績は、2021年2月～2022年１月の一年間です。

2018年 2024年

実績 目標 目標値 実績 目標

２．主な環境負荷実績

＊2021年の実績は、2021年2月～2022年１月の一年間です。

2021年

2,992,689

988,990

205,870

②廃棄物排出量(kg) 750,730 727,080

③排水量（㎥） 181,687 186,226

—

環境への負荷 2019年 2020年

①二酸化炭素排出量（kg-CO2) 3,313,447 3,212,791

⑦地域の環境改
善の推進・製品
に関する項目

— — — —

敷地内外の清掃を計画通り行った。常陸秋そ
ば粉を使用しての商品開発・販売を行う。地
元キャベツや長ネギの使用により地域への貢
献も出来た。
フードロス対策として、食材寄付を月1回以
上行った。

取扱量の
把握

⑥再生利用等の
実施（肥料化へ
食品リサイク
ル：NDF）

—
持続向上
(８０％以

上)
— —

食品残渣の堆肥化リサイクル100％
と実施の継続、産業廃棄物の分別・
表示及び分別出来るよう置き場を設
置しているが、分別が不十分な所も
ある。

持続向上
(８０％以上)

⑤化学物質・毒
物劇物取扱及び
管理の徹底

—
取扱量の

把握
— —

新規の溶剤等を使用する際は必ず
SDSを入手し、化学物質の含有量に
ついて調査・確認と薬物に関する法
令確認をし、年間の入荷と在庫管理
を行う事で使用量の把握が出来た。

2019年度に
対して2％減

④グリーン購入
比率の向上(％)

— 現状把握 — — 現状把握

③売上高100万
円当たりの排水

量の削減(㎥)
44.0

2018年
度実績に
対して

５％削減

41.8 58.2

売上100万円当りの排水量は28.20%増え
ている。
工場内での節水に対する指導及び巡回は行っ
たが、現場では清掃時の垂れ流し等もあっ
た。また、昨年導入した反転釜で冷却槽が増
え冷水の使用量も増えた又、麺の品質改善に
冷水の使用量が増えた結果、目標未達となっ
た。

2019年度に
対して2％減

②売上高100万
円当たりの廃棄

物
排出量の削減
(kg/百万円)

221.6

2018年
度の実績
に対して
５％削減

210.6 212.0

廃棄物は計画比で-15.69%に削減で
きた。
過多製造撲滅に向けた会議を毎月
行っており、各現場への意識付けが
出来た。

2019年度に
対して2％減

①売上高100万
円当たりの二酸
化炭素排出量の

削減(kg-CO2/百

万円)

1043

2018年
度の実績
に対して
３％削減

1011.5 955.8

売り上げ100万円当たりの二酸化炭素排出量は－

5.83%に削減出来た。

電力…繁忙期のデマンド管理、未使用機械の電源の停

止、空調の日よけ、

　　　　2F空調へのハイブリッドファン取り付けな

ど、細かな切電に取り組んだ。

LPG…現場にて、作業終了後すぐにバルブを閉めるこ

とを徹底。

軽油…発電機の使用頻度を見直し、適正な台数を稼働さ

せたため削減。

ガソリン…実習生、特定技能の送迎により、社用車の運

用が増えたため。

美野里工場　環境目標とその実績

環境目標

基準値 今年度目標
中長期の目標
（3年後）

2021年

目標の達成状況



477.53④食品廃棄物（100％リサイクル）（t） 607.94 590.90



＊2021年2月～2022年１月までの活動の取組みと評価をしております。

1．二酸化炭素排出量の削減

①空調温度適正化・表示

②照明不要時のＯＦＦの推進

③エアコン清掃の実施

④エコドライブ推進

⑤社用車の点検・整備

⑥電力、ガソリン量の集計

2．廃棄物排出量の削減

①分別ルールの徹底

②廃棄物置場の整備

③廃棄物排出量の集計

④裏紙廃棄ルールの徹底

3．排水量の削減

②節水表示

4．グリーン購入の推進

①購入品の調査

②グリーン購入品の選定

③グリーン購入品の決定

5．化学物質・毒物劇物

取扱及び管理の徹底

①取扱商品の把握

②購入量の把握

③SDSの入手

④取扱商品一覧表の作成

6．再生利用等の実施率

（肥料化へ食品リサイクル：NDF）

①分別・区分けの徹底

②専用置場の整備

7．地域の環境改善の推進・

製品に関する項目

①工場敷地内の清掃

②側溝の清掃

③地産地消の推進

リストを元に購入率を算出し検証を進める事。

引き続き継続する事。

分別管理を再度構築し継続する事。

常陸秋そばの拡大を進めること。小美玉市社会福祉協議会
への原材料寄付が定着してきているので改めて地域とのつ
ながりを進めること。

節水に関し取り組みが不足でした。従来の管理、取り組み
方法では新規設備等での節水の取り組みが効果が見られな
いと判断できました。①毎月のメータを確認する（漏水防止）

美野里工場　環境活動計画の取組みと評価

環境活動計画 環境活動計画の取組結果とその評価
節電の取り組みは空調中心に細かな取り組みを継続を進め
たことが削減効果が見られたと思います。チーム主体に現
場にて掲示物を使い、従業員さんにバルブ等の確認を行っ
ていることが、ecoに対し工場全体での取り組んでいる事
が確認されました。発電機を見直したことは大きく今後も
継続が望まれます。製造体制の変化にて送迎増のガソリン
の増加はルートや時間見直しにて改善が見込まれます。

過多製造抑制の取り組みと、フードロス対策にて効果が見
られました。麺の廃棄量が削減できて来たことが、大きい
です。サンプル作成の管理が重要であることが結果からわ
かります。廃棄物は時間帯別に踏み込んで管理できれば更
なる削減が期待できました。



・今年度も引き続きペレットボイラーの活用の継続。

・太陽光パネルの清掃、空調機のフィルターの清掃を実施致しました。

　　　4月15日空調清掃 5月20日太陽光パネル清掃

・定期的に場外清掃実施致しました。
4月15日場外清掃実施
8月19日場外清掃実施

・エコアクション21チームから、薬剤の取り扱いを全体会議にて社員に教育を実施致しました。
ポイントを絞って、薬剤の取り扱う時の着用するもの、薬剤の種類、使用する箇所など教育しました。

2021年度トピックス
美野里工場

CO2削減

地域貢献

薬剤取り扱い

茨城県産小麦ゆめかおり、

常陸秋そば、ローズポー

クを使用した商品の推奨

地産地消



1．当社に適用となる主な環境関連法規

2022年2月1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。

尚、関係当局よりの違反等の指摘は過去3年間ありません。

容器包装リサイクル法 再商品化・帳簿保存・表示 遵法

2．環境関連法規への違反、訴訟等の有無

フロン排出抑制法 簡易・定期点検 遵法

食品リサイクル法 発生抑制・再利用・熱回収・減量 遵法

水道法 定期検査実施 遵法

省エネ法 措置の実践 遵法

廃棄物処理法

委託基準（契約書・許可証）、マニ
フェスト交付・保存及び交付状況報
告                                          水
銀使用製品産業廃棄物の管理

遵法

毒物及び劇薬取締法
施錠管理、使用量把握、貯蔵場所
の表示、漏れ流出の防止

遵法

PRTR法 使用量・購入量の把握 遵法

消防法
危険物貯蔵取扱い届出、防火管理
者の届書、消防用設備等設置届
書、消防計画作成（変更）届書

遵法

水質汚濁防止法 特定施設の届出・管理、環境計量証明書 遵法

浄化槽法 保守点検実施、法定検査実施 遵法

法規制等の名称 遵守事項 遵守状況

騒音規制法 特定施設の届出・管理 遵法

環境関連法規制の遵守

美野里工場　代表者による全体の評価と見直し

（代表者）：常務取締役　髙橋　康之　2022年7月1日

本社・第二工場増改築工事により美野里工場も軽食原麺の移管、アイテムの入替
えがあり日中の原麺製造が激減したにも関わらず排水量が増加した事は要検証。
麺機の入替えが2022年4月に完了し麺製造に於けるロスが低減し廃棄物の排出に
ついて削減の期待が持てる、エネフューチャー、ペレットボイラー等の取組につ
いても単体検証が必要となるがEA21の責任者・担当者が曖昧で組織としては退
化した一年であった。
様々な取組は実施しているが検証にまで至っていない。
2022年度は改めて人材育成と組織の見直しを行う。

（工場長）：工場長　山本　塁　2022年7月1日　

2021年度は、メンバーも新たに加え、EA21チームとしてメンバーも増え活動の幅も広
がり、検証メンバーと実行メンバーと分け、取り組みが計画的に行えた。ペレットボイ
ラーの効果検証着実に効果を結果に残せ、環境活動も計画的に行えた。今後は引き続き、
ペレットボイラー検証の継続、新たな取り組みのエネフューチャーの検証、美野里工場に
おける工場経費の効果、社員1人１人への意識付けを進めていきたい。



1．　事業所及び代表者名

タマムラデリカ株式会社　佐野田沼工場

代表取締役社長　小島　尚之

2．所在地

〒327-0323　栃木県佐野市戸奈良町２５０４番地１

3．環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

TEL ：

FAX ：

4．対象範囲

タマムラデリカ株式会社　佐野田沼工場　全組織及び全活動

5．事業の内容

コンビニエンスストア向けの調理麵・軽食・惣菜等の開発・製造

6．事業規模

（佐野田沼工場）

食

百万円

人

㎡

佐野田沼工場　事業活動の規模（2021年度）

代表責任者　　 常務　取締役 髙橋　康之

工場管理責任者 執行役員製造部長 山下　誠史

活動規模 単位 2019年 2020年 2021年

工場事務局 システム課主任 田所　進一

0283-85-7711

0283-85-7117

生産高 13,072,997 12,253,933 10,329,427

製品売上 3,281 3,230 2,724

従業員数 133 133 158

延べ床面積 4561.20 4561.20 4561.20



当社に於ける2021/2/1～2022/1/31の環境負荷実績を把握し、

2018年～2021年迄の目標を下記の通り定め活動を開始しました。

1．環境目標とその実績

＊購入電力の排出係数は、0.474〔平成28年度実績・平成29年12月21日公表〕を使用しています。

＊2021年の実績は、2021年2月～2022年１月の一年間です。

2018年 2021年

実績 目標 目標値 実績 目標

２．主な環境負荷実績

＊2021年の実績は、2021年2月～2022年１月の一年間です。

2021年

2,994,654

607,475

165,409

314.01

佐野田沼工場　環境目標とその実績

環境目標

基準値 今年度目標
中長期の目標
（3年後）

2021年

目標の達成状況

2019年度に
対して2％減

②売上高100万
円当たりの廃棄

物
排出量の削減
(kg/百万円)

164.1
2018年
度に対し
て1％減

162.5 160.3

売り上げ１００万円当り廃棄物が
1.38％減少できている。ゴミの分別
を強化して３Ｒ活動に取り組み、物
を大切に使い、ごみを減らす。使え
る物は、繰り返し使う。ごみを資源
として再び利用する。を意識向上さ
せていく。

2019年度に
対して2％減

①売上高100万
円当たりの二酸
化炭素排出量の

削減(kg-CO2/百

万円)

953.7
2018年
度に対し
て1％減

944.2 1183.0

売り上げ１００万円当り二酸化炭素排出量が20.19％

増えている。2019年より焼きそば原麺を製造、Dライ

ン茹で釜冷媒装置、粉保管庫のエアコン導入により、電

気使用量が18.74％増えている。また、コロナ禍の影

響により繁忙期後半の製造が減少。近年、手の込んだ商

品が好まれる傾向にあり、フライヤーを使った商品など

が増えている。今後、省人化、効率化などを検討し設備

投資など行っていくため、電気使用量は増える可能性が

ある。３月にガスをLPGからLNGに切り替えをしてい

る。また、コロナ禍の影響もあり、商品を増やす可能性

もあるため、昨年同様にLNGの使用量が増える可能性

がある。

2019年度に
対して2％減

④グリーン購入
比率の向上(％)

— 現状把握 — —

・購入品が多いため、製品やサービスの購入

をする時に、必要かどうかをよく考えて、値

段や品質、利便性、デザインだけでなく環境

のことを考え、環境への負荷ができるだけ小

さいものをグリーン購入適合品で検討購入し

ていく。

現状把握

③売上高100万
円当たりの排水

量の削減(㎥)
54.6

2018年
度に対し
て1％減

54.0 60.0

売り上げ１００万円当り排水量が
10.06％増えている。従業員への節
水のアナウンス、現場水使用の基準
表示の作成を進め、水の使用量の過
多を未然防止する取組みを進めてい
く。

取扱量の
把握

⑥再生利用等の実
施（肥料化へ食品
リサイクル：
NDF）

—
維持向上
（80％
以上）

— —

・植物性残渣リサイクル率100％。
ゴミの分別ルールの徹底、各部署で
の朝礼のアナウンスにより従業員の
意識向上をしていく。

維持向上
（80％以上）

⑤化学物質・毒
物劇物取扱及び
管理の徹底

—
取扱量の

把握
— —

・年間を通して溶剤等の購入量が把握でき

た。

・今後SDS（安全データシート）を活用し

て、ばく露した際の応急措置、取扱方法、保

管方法などを教育浸透させていく。

—

環境への負荷 2019年 2020年

①二酸化炭素排出量（kg-CO2) 3,308,469 3,341,591

⑦地域の環境改
善の推進・製品
に関する項目

— — — —

・地域貢献として工場周辺のPPチーム中心と

したゴミ拾い活動をした。自動販売機ゴミ箱

にエコキャップ回収箱の設置し、ワクチン

キャップ活動を年間を通してできており、従

業員の意識改革向上ができた。

②廃棄物排出量(kg) 608,120 741,988

③排水量（㎥） 177,375 173,913

④食品廃棄物（100％リサイクル）（t） 454.71 406.82



＊2021年2月～2022年１月までの活動の取組みと評価をしております。

1．二酸化炭素排出量の削減

①空調温度適正化・表示

②照明不要時のＯＦＦの推進

③エアコン清掃の実施

④エコドライブ推進

⑤社用車の点検・整備

⑥電力、ガソリン量の集計

2．廃棄物排出量の削減

①分別ルールの徹底

②廃棄物置場の整備

③廃棄物排出量の集計

④裏紙廃棄ルールの徹底

3．排水量の削減

①毎月のメータの確認(漏水防止)

②節水推進(掲示板に表示)

③トイレの節水表示

4．グリーン購入の推進

①購入品の調査

②グリーン購入品の選定

③グリーン購入品の決定

5．化学物質・毒物劇物

①取扱商品の把握

②購入量の把握

③SDSの入手

④取扱商品一覧表の作成

6．再生利用等の実施率

（肥料化へ食品リサイクル：NDF）

①分別・区分けの徹底

②専用置場の整備

7．地域の環境改善の推進・

①工場敷地内の清掃

②側溝の清掃

③地域クリーン活動

現場での機械稼働時間の適正化が出来ていない、稼働開始
時間、使用しない時は速やかに運転停止をする。基本的な
事を再度周知させ改善を促す事を継続的に行い、習慣化さ
せて行きたい。

佐野田沼工場　環境活動計画の取組みと評価

環境活動計画 環境活動計画の取組結果とその評価
工場内で出来る取り組みとして、日々のムダが無いかを検
証していく。例をあげれば冷暖房の設定温度の確認、現場
での温水冷水の適正使用、垂れ流しが無いか、機械の稼働
タイミングが早すぎないか、製造していない時の機械稼働
状況を工場長や工場長代理が巡回確認、従業員へアナウン
ス、各部署長が管理し改善していく形にしたい。
更に環境目標や省エネ活動は見える化の取り組みとして、
会議体での発表機会も増やしていきたい。

フードロスの取り組みとして現場での過多製造、適正払い
出し、適正盛り付けを推進する事で原材料費の削減にもつ
ながる。
数字での結果が出ているので分別の徹底、リサイクルの推
進は継続していく。
活動の見える化としての掲示物、情報共有を行い、従業員
の意識向上を図っていく。

グループの取り組みもありゴミ袋の変更があった様に、今
後もグリーン適合品で運用出来る物は購入して行きたい。
グループ間での情報共有で水平展開していく。

仕組みとして、定着できている。引き続き、年間を通して
溶剤等の購入量の把握を行っていく。

取扱及び管理の徹底

引き続き、ゴミ分別ルールの徹底などに取り組みリサイク
ルを行っていく。排出量減少につながる取組を進める。

前年度に引き続き、ゴミ拾い活動、エコキャップ回収につ
いては、会社全体の取り組みとして実施できた。
地域・グループ工場を巻き込んだ展開を今後すすめたい。製品に関する項目



①ワクチンキャップ運動の取り組み
継続してきた２０２０～２０２１年の実績

②ガスをLPGから環境にやさしい都市ガスに変えました。

都市ガスはクリーンな天然ガスが原料です。都市ガスを燃やした場合にはSOｘ(硫黄酸化物)や
ばい塵の発生はゼロ。地球温暖化を招くCO2(二酸化炭素)や大気汚染・酸性雨の原因
となるＮＯｘ（窒素酸化物）の排出量も、石油や石炭に比べて３０％から４０％も少なく、
地球規模の環境保全に役立つエネルギーといえます。

※CO2（二酸化炭素）の熱量あたりの排出係数

2021年度トピックス（１）

佐野田沼工場



③今年度も地域の環境改善の推進として、
　PPチームが中心となって地域のクリーン活動をしました。

第１回 ２０２１年　３月１０日 第２回 ２０２１年 ５月１３日
第３回 ２０２１年１０月１９日

工場周辺のクリーン活動① 工場周辺のクリーン活動②

工場周辺のクリーン活動③ ごみの分別作業

④リサイクルペーパー運動 リサイクル率　55.3％

紙の購入重量 リサイクル重量
年間3103ｋｇ 年間1718ｋｇ

⑤とちぎSDGｓ推進企業登録

ＳＤＧｓ達成に向け意欲的な企業活動に取り組む企業等が
「環境」「社会」「経済」の３側面で宣言した内容について登録する制度です。

2021年度トピックス（２）

佐野田沼工場



1．当社に適用となる主な環境関連法規

2022年2月1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。

尚、関係当局よりの違反等の指摘は過去3年間ありません。

環境関連法規制の遵守

佐野田沼工場　代表者による全体の評価と見直し

（代表者）：常務取締役　髙橋　康之　202２年6月20日

2021年は受注数が減少した事で削減率は厳しい状況であったが従業員の環境に
対するモチベーションは高く、継続して工場一丸となっての取組は評価。
新工場長体制になっても環境に対する工場姿勢は高い状態を維持している。
懸案事項としてLPGからLＮＧへ切り替えた事でＣＯ2削減見込みであった。
結果は思わしくなかった為、2022年度は引き続き検証が必要(受注増減との因果
関係)。

（工場長）：　篠崎　勇　2022年6月20日

工場内で出来る取り組みとして、日々のムダが無いかを検証していく。
例をあげれば冷暖房の設定温度の確認、現場での温水冷水の適正使用、垂れ流しが無い
か、機械の稼働タイミングが早すぎないか、製造していない時の機械稼働状況を工場長や
工場長代理が巡回確認、従業員へアナウンス、各部署長が管理し改善していく形にした
い。
更に環境目標や省エネ活動は見える化の取り組みとして、会議体での発表機会も増やして
いきたい。

法規制等の名称 遵守事項 遵守状況

水質汚濁防止法 特定施設の届出・管理 遵法

騒音規制法 特定施設の届出・管理 遵法

振動規制法 特定施設の届出・管理 遵法

浄化槽法 保守点検実施、法定検査実施 遵法

廃棄物処理法

委託基準（契約書・許可証）、
マニフェスト交付・
保存及び交付状況報告
水銀使用製品産業廃棄物の管理

遵法

消防法 届出・貯油施設の定期点検 遵法

PRTR法 使用量・購入量の把握 遵法

毒物及び劇物取締法
施錠管理、使用量把握、貯蔵場所
の表示、漏、流出の防止

遵法

省エネ法 措置の実践 遵法

水道法 定期検査実施 遵法

フロン排出抑制法 簡易・定期点検 遵法

2．環境関連法規への違反、訴訟等の有無

食品リサイクル法 発生抑制・再利用・熱回収・減量 遵法



表彰状 EA21アワードカップの授与 審査結果

小美玉市社会福祉協議会と継続した取組を評価。茨城県とも『食品ロス削減に向けた関係者間の
意見交換会』に於いても取組事例としてオフィシャルに発表した事でタマムラデリカの社会貢献
度アピール大

エコアクション21年間表彰
【タマムラデリカEA21アワード2021】の表彰

2021年度トピックス

【目的】

【選考方法】

美野里工場
「フードロス対策」

【選考理由】

エコ活動表彰を公正かつ円滑に行うとともに、エコ活動の功績をたたえることで、 
活動に対する意欲向上、士気の高揚および活動の改善を促すことを目的とする。

タマムラデリカ株式会社に勤務するすべての従業員に適用し表彰対象はチーム単位とする。

表彰の対象工場および表彰方法は、表彰審査委員会で審査のうえ、最高責任者が決定する。

【第３回グランプリ】



1．当社に適用となる主な環境関連法規

2022年2月1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。

尚、関係当局よりの違反等の指摘は過去3年間ありません。

群馬県の生活環境を保全する条例 特定施設の届出・管理 遵法

玉村町公害防止協定 公害の防止 遵法

遵法

省エネ法 措置の実践 遵法

茨城県霞ケ浦水質保全条例 特定施設の届出・排水水質検査の実施 遵法

遵法

毒物及び劇物取締法

大気汚染防止法 ばい煙発生施設の届出・管理 遵法

フロン排出抑制法 簡易・定期点検 遵法

食品リサイクル法 発生抑制・再利用・熱回収・減量 遵法

容器包装リサイクル法 再商品化・帳簿保存・表示 遵法

水道法 定期検査実施

浄化槽法 保守点検実施、法定検査実施 遵法

施錠管理、使用量把握、貯蔵場所
の表示、漏、流出の防止

遵法

廃棄物処理法
委託基準（契約書・許可証）、
マニフェスト交付・
保存及び交付状況報告

遵法

消防法 特定施設の届出・管理管理 遵法

水銀使用製品産業廃棄物の管理
契約書、マニフェストに
排水銀の記載
排水銀専用の置き場

遵法

PRTR法 使用量・購入量の把握

騒音規制法 特定施設の届出・管理 遵法

振動規制法 特定施設の届出・管理 遵法

タマムラデリカ株式会社　代表者による全体の評価と見直し

タマムラデリカ株式会社　環境関連法規制の遵守

水質汚濁防止法 特定施設の届出・管理 遵法

髙橋　康之

タマムラデリカ株式会社　常務取締役

2022年7月1日

2021年を総括すると未だ、コロナ禍である事に変わりないが徐々にコロナとの共存が当たり前になりつつあると感じる。
世界的な異常気象、戦争によるエネルギー資源、食料の枯渇、今こそSDGs、EA21が人類、企業に求められる行為であ
り、義務であると思う。
その様な環境の中、弊社のEA21も認証頂き、7年目を迎え大きな節目に差し掛かっている。
一人一人の3Rの意識向上はもとより、運営している工場が大量調理、大量消費型である事からより一層の対策が必要で有
り、原材料調達から製造体制に至るまで地域で循環する仕組みを構築していかなければ持続可能な社会活動には繋がらな
い。
今まで以上に地産地消、地域循環型に重点を置いた企業活動環境を構築していく。
その様な状況の中、我々が所属している、日本デリカフーズ協同組合(NDF)並びに主たる取引先であるセブン・イレブン
ジャパンがGREEN　CHALLENGE2050という目標を掲げ、2030年まで具体的に実施する削減数値目標を提示され
た。
我が社もサプライチェーンの一角としてこの方針に則して工場目標を変化対応していく。
2021年に明確に数値的効果が確認された取り組みは
・本社工場の冷水供給装置の刷新、高効率機種導入による電力設備容量(150Kw)削減、及び事業系産業廃棄物と産廃との
分別による廃棄物の削減(29ｔ/年)。
佐野田沼工場のLPG⇒LNGへの転換によるCO2(同発熱量で15%)削減である。
2022年度は改めてNDFの定める基準年度に合わせた、目標数値設定とそれらを実現すべく、省エネ最適化診断の全工場受
診を実行し中長期的な削減計画を策定する。
工場での製造環境も変化しており、ダイバーシティに対応した環境整備、階層別教育の一環としてEA21も取り込んでい
く。

法規制等の名称 遵守事項 遵守状況


