
2021年度 環境経営レポート
（対象期間 2021年4月～2022年3月）

トルク工業株式会社

発行日：2022年6月30日



目 次

１．会社概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１頁

【1】名称及び代表者名 【2】所在地（認証・登録対象組織） 【3】環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

【4】事業活動内容（登録範囲） 【5】事業規模 【6】事業年度

２．環境マネジメントシステム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３頁

【1】ＥＡ２１環境経営組織図 【2】役割・責任及び権限

３．環境経営方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５頁

４．環境目標及びその実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６頁

５．環境経営計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８頁

（環境経営計画に基づき実施した取組内容、取組結果と、次年度の環境経営計画）

６．環境関連法規・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11頁

【1】順守義務のある法規関係 【2】責務（努力義務）のある法規関係

７．代表者による全体評価と見直しの結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16頁

トルク工業株式会社



１．会社概要

【１】名称及び代表者名

トルク工業株式会社

代表取締役社長 髙 橋 伸

【２】所在地（認証・登録対象組織）

●本社・工場 〒410-1305 静岡県駿東郡小山町湯船1157-10

●第二製造部 〒258-0028 神奈川県足柄上郡開成町金井島130-1

【３】環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

●環境管理責任者 管理部 部長 大舘 誠 TEL：0550-76-8300

●環境管理担当者 生産管理課 課長 小泉 潤 TEL：0550-76-8302

生産管理課 主任 山本 勇志

【４】事業活動内容（登録範囲）

●金属プレス製品製造・金型設計製作・樹脂成型製品製造・精密機器組立

トルク工業株式会社
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１．会社概要

【５】事業規模

【６】事業年度

４月～３月

トルク工業株式会社

年 度
単位

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

売上高 1,220 1,089 1,075 1,131 1,307 1,398 1,220 1,443 百万円

従業員数 84 79 73 79 98 95 97 93 人

延床面積 2,907 2,907 2,982 2,982 3,462 3,462 3,462 3,462 ㎡

２



２.環境マネジメントシステム

【１】ＥＡ２１環境経営組織図

トルク工業株式会社
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２.環境マネジメントシステム

【２】役割・責任及び権限

トルク工業株式会社

４

役割 責任及び権限

代表者

１．取組の対象組織・活動の明確化【要求事項１】
２．経営における課題とチャンスの明確化【要求事項２】
３．環境方針の作成、全従業員に周知【要求事項３】
４．実施体制の構築、役割、責任及び権限を定め従業員へ周知、経営資源用意【要求事項７】
５．代表者による全体の評価と見直し【要求事項１４】
６．環境活動レポート承認
７．その他

環境管理責任者
（ＥＡ２１事務局）

１．環境負荷と環境への取り組み状況の把握及び評価【要求事項４：事務局担当】
２．環境関連法規の取り纏め【要求事項５：事務局担当】
３．環境目標及び環境活動計画の策定【要求事項６】
４．環境経営システム全体の構築、運用、維持に関する状況を代表者に報告【要求事項７】
５．環境コミュニケーションの実施、苦情・要望等受付、対応【要求事項９】
６．環境関連文書及び記録の作成・管理【要求事項１２：事務局担当】
７．取組状況の確認及び問題の是正及び予防【要求事項１３】
８．環境活動レポートの作成・公表（事務局）、確認（環境管理責任者）
９．その他

部門責任者

１．教育・訓練の実施【要求事項８】
２．実施及び運営【要求事項１０】
３．環境上の緊急事態への準備及び対応【要求事項１１】
４．その他

全従業員 環境方針の理解と環境への取組みの重要性を自覚し、決められたことを守り、自主的・責任的に環境改善に取り組む



３．環境経営方針

【１】基本方針

私たちは、環境に対する企業の責任を自覚し、環境保全と企業活動のパフォーマンス向上を

共に実現するための取組みを、会社を挙げて推進します。

【２】活動指針

１ 当社の部品生産活動が与える環境負荷と取組みの成果を的確に把握し、以下に示す重要分野に対する環境活動を実施します。

①消費エネルギー（二酸化炭素排出量）の削減

②投入資源（有害化学物質等）の削減
③廃棄物の減量と再利用
④グリーン購入の推進
⑤工程内不良率の削減
⑥水使用量の削減

２ 環境経営目標を設定し、適切性維持のため、毎年見直しを行い、環境経営システムを継続的に改善するとともに、自主的、

積極的に環境への取組みを行い、継続的な環境負荷の削減に努めます。

３ 環境に関する法令や条例、その他規制を受ける事項を遵守します。

４ 従業員が環境経営方針を理解し、自らの役割を十分に認識し、本方針に沿って活動が行われるよう環境教育を進めます。

2019年 4月 1日改訂

トルク工業株式会社

代表取締役社長 髙 橋 伸

トルク工業株式会社
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４．環境目標及びその実績 トルク工業株式会社

6

環境経営方針
（キーワード）

環境経営目標項目
CO2
換算
計数

基準値 ２０２１年度

2019実績 目標（基準値比） 実績 達成度

1
消費エネルギの削減
（CO2排出量の削減）

電力使用量の削減（本社・工場） kwh 0.474 426,069.00 1%削減 421,808.31 425,996.00 ×

電力使用量の削減（第二製造部） kwh 0.474 100,304.00 1%削減 99,300.96 152,279.00 ×

灯油消費量の削減 ℓ 2.489 3,000.00 固定 3,000.00 2,200.00 ○

ＬＰガス消費量の削減 ℓ 2.999 46.60 1%削減 46.13 43.20 ○

ガソリン消費量の削減 ℓ 2.322 2,656.60 5%削減 2,523.77 2,073.96 ○

軽油消費量の削減 ℓ 2.619 5,755.23 1%削減 5,697.68 5,456.75 ○

計 ㎏ｰCO2 305,024.89 275,580.59 298,816.36 ×

2 投入資源の削減

コピー用紙使用量の削減 ㎏ － 559.07 1％削減 553.48 530.62 ○

段ボール使用量の削減 ㎏ － 1,005.40 1％削減 995.35 768.26 ○

プラスティック使用量の削減 ㎏ － 4,555.30 1％削減 4,509.75 2,869.83 ○

有害化学物質使用量の削減 ㎏ － 250.00 0％削減 250.00 250.00 ○

計 ㎏ 6,369.77 6,308.57 4,418.71 ○

3 廃棄物排出量の削減
一般産業廃棄物 ㎏ － 7,389.10 2％削減 7,682.32 7,251.41 ○

産業廃棄物 ㎏ － 24,868.00 2％削減 24,370.64 32,491.00 ×

4 グリーン購入の推進〈エコ事務用品等購入量／総事務用品等購入額〉 ％ － 67.94 5％増加 71.34 62.01 ×

5 工程内不良率の削減 ％ － 3.58 5％削減 3.40 4.54 ×

6 水使用量の削減〈水道使用量〉 ㎥ － 1,623.50 1％削減 1,607.27 1,622.00 ×

※①№1~6の環境経営目標項目は、削減量が目標値以上で達成「○」、未達で「×」と評価・達成度欄に記入する。
②購入電力のCO2排出係数は、国が公表した平成28年度の電気事業者別実排出係数の東京電力ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱排出係数0.474㎏-CO2を用いた。但し、本社・工場の基準値の排出係数は
0.539kg-CO2だった。

③灯油消費量の基準値については3,000ℓで固定値とする。



４．環境目標及びその実績 トルク工業株式会社
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項 目 基準年度
削 減 目 標

2021年度 2022年度 2023年度

電力 2019年度 基準年値△１％ 基準年値△２％ 基準年値△３％

灯油 2019年度 年間3,000ℓ固定 年間3,000ℓ固定 年間3,000ℓ固定

LPガス 2019年度 基準年値△１％ 基準年値△２％ 基準年値△３％

ガソリン 2019年度 基準年値△５％ 基準年値△１０％ 基準年値△１５％

軽油 2019年度 基準年値△１％ 基準年値△２％ 基準年値△３％

コピー用紙 2019年度 基準年値△１％ 基準年値△２％ 基準年値△３％

段ボール 2019年度 基準年値△１％ 基準年値△２％ 基準年値△３％

プラスティック 2019年度 基準年値△１％ 基準年値△２％ 基準年値△３％

有害化学物質 2019年度 基準年度値 基準年度値 基準年度値

一般産業廃棄物 2019年度 基準年値△２％ 基準年値△４％ 基準年値△６％

産業廃棄物 2019年度 基準年値△２％ 基準年値△４％ 基準年値△６％

グリーン購入率 2019年度 基準年値＋５％ 基準年値＋１０％ 基準年値＋１５％

工程な不良率 2019年度 基準年値△５％ 基準年値△１０％ 基準年値△１５％

水使用量 2019年度 基準年値△１％ 基準年値△２％ 基準年値△３％

中期環境経営目標



５．環境経営計画 トルク工業株式会社
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環境経営方針
（キーワード）

環境経営目標項目 具体的な活動内容 実施した取組み内容 評価 次年度環境経営計画
ＳＤＧｓ
の取組

1

消費エネルギ
の削減

CO2排出量削減

①電力使用量の削減

①エア漏れ補修：製造部門で実施 ①エアー漏れ４台補修 ○ ①エア漏れ機器発生都度改修、進捗管理

②空室消灯、不使用機器、休憩時間の
機器電源OFF

②毎月の節電パトロールの実施
トイレの感知式ＬＥＤ化

○
②不使用機器の電源OFF、不使用施設の消灯
毎月の節電パトロールの実施

③適正な室温管理【夏28℃・冬20℃】
③毎月の節電パトロールの実施
防寒着の貸与、ストーブ類の
使用制限

○
③適正な空調温度管理【夏26℃、冬22℃】
※生産管理のみ通年24℃
毎月の節電パトロールの実施

④Cool&WarmBizの推進
④ｳｫｰﾑﾋﾞｽﾞの取組みとし、防
寒着の全社員貸与

○ ④Ｃｏｏｌ＆ＷａｒｍＢｉｚの推進

⑤省エネ製品への買換え ⑤省エネ製品への更新 ○ ⑤省エネ製品への買換え

②灯油消費量の削減 ①定期購入量 3,000ℓ（11月～2月） ①購入量の定量化／週当たり200ℓ ○ ①定量購入 3,000ℓ以下（11月～2月）

③ＬＰガス消費量
の削減

①温水使用期間の設定（11月～2月）
①毎月の節電パトロールの実施
適正温度の確認、状況確認
使用期間等の設定見直し

○ ①温水使用期間の設定（11月～2月）

④自動車燃料消費量
の削減

①エコモードドライブの励行 ①継続中 ○ ①エコドライブの励行

②運行記録もよる燃料消費率管理
②燃料消費率の実績集計と
事後措置

○ ②運行記録による燃料消費率管理

③配送トラックの輸送倍増化検討、輸
送形態にあった車両選定

③継続中 ○ ③低燃費車両への更新

④配送トラックの輸送倍増化検討、輸送形
態にあった車両選定

環境経営計画と環境経営計画に基づき実施した取組内容、取組結果と評価、次年度の環境経営計画



５．環境経営計画 トルク工業株式会社
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環境経営方針
（キーワード）

環境経営目標項目 具体的な活動内容 実施した取組み内容 評価 次年度環境経営計画
ＳＤＧｓ
の取組

2 投入資源の削減

①コピー用紙使用量
の削減

①ペーパーレス化

①②③
コピー用紙使用量集計、掲示
物にて従業員に周知

○ ①ペーパーレスの推進

②両面、集約コピー活用 ○ ②両面、集約コピー活用

③裏紙再利用 ○ ③裏紙再利用

②段ボール使用量の削減

①再利用率の向上
①用途別使用量集計
使用量推移より再利用を検討

○ ①再利用率の向上

②通い箱の利用継続
②用途別使用量集計
適正サイズか、確認し使用

○ ②通い箱の利用継続

③プラスティック使用量
の削減

①再利用率の向上 ①継続中（リユース） ○ ①再利用率の向上

②通い箱の利用継続 ②継続中（通箱の継続利用） ○ ②通い箱の利用継続

④有害化学物質使用量
の削減

①作業標準の遵守 ①②
標準遵守チェック、日常点検
メンテナンスの実施

○ ①作業標準の遵守

②自動運転の遵守 ○ ②自動運転の遵守

3 廃棄物排出量の削減

①物品購入時は簡易包装、リサイ
クルしやすい物を選定

①継続中（ﾘﾃﾞｭｰｽ、ﾘｻｲｸﾙ） ○
①物品購入時は簡易包装、リサイ
クルしやすい物を選定

②使い捨て製品の使用・購入抑制 ②購入依頼時に問いかけ実施 ○ ②使い捨て製品の使用・購入抑制

③分別収集の徹底、３Ｒの推進 ③トレー容器のリユース ○ ③分別収集の徹底、３Ｒの推進

④ペーパレスの推進
④Ｅメール活用強化、ＦＡＸ使
用減

○ ④ペーパレスの推進



５．環境経営計画 トルク工業株式会社
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環境経営方針
（キーワード）

環境経営目標項目 具体的な活動内容 実施した取組み内容 評価 次年度環境経営計画
ＳＤＧｓ
の取組

4 グリーン購入の推進

①エコ事務・消耗品の購入推進 ①継続中 ○ ①エコ事務・消耗品の購入推進

②グリーン購入の実績管理 ②継続中 ②グリーン購入の実績管理

5 工程内不良率の削減

①全体不良率の累積管理 ①毎月、不良率の集計、報告 ○ ①全体不良率の累積管理

②工程内不良の発生原因調査、
未然防止対策の立案

②毎月、進捗状況報告 ○
②工程内不良の発生原因調査、
未然防止対策の立案

③巡回点検にて対策の実施を確認
③毎月、対策確認事項記録状況
の巡回点検を実施

○ ③巡回点検の実施

6 水使用量の削減

①クーリングタワーの設備管理 ①②
漏水チェック、漏水対策の有
効性の確認

○ ①クーリングタワーの設備管理

②異常使用量時の漏水点検 ○ ②異常使用量時の漏水点検

③節水器具の積極的購入 ③節水器具の導入無し ○ ③節水器具の積極的購入



６．環境関連法規 トルク工業株式会社
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法令名 条・項 遵守事項

本社 第二製造部

届出報告等 遵守評価 届出報告等 遵守評価

廃棄物処理法
静岡県産業廃棄物条例

法6-2
①一般廃棄物を適正に分別保管
②一般廃棄物の処理業の許可取得業者に運搬、処分を委託する

①実施済み
②許可書確認

①実施済み
②許可書確認

法12-2
規8-1～3

①廃棄物の飛散・流出・地下浸透しないよう保管
②保管場所には掲示板（60×60㎝以上）記載事項の表示及び掲示
③蛍光灯保管場所には水銀使用製品産業廃棄物の掲示、他との分離保管

①実施済み
②実施済み
③実施済み

①実施済み
②実施済み
③実施済み

法12-3～4
令6の2.3

①収集運搬、処分事業者と委託基準に従って二者間委託契約
②契約書の記載事項（含む許可証）確認、契約終了後５年間保管

収集運搬：2005.03.01
廃油 ：2011.10.01
木くず ：2008.09.01
廃プラ ：2007.01.11
水銀製品：2018.10.01

①②
契約書控確認

収集運搬：2005.03.01
廃油 ：2011.10.01
木くず ：2008.09.01
廃プラ ：2007.01.11
水銀製品：2018.10.01

①②
契約書控確認

法12の2.6
①特別管理産業廃棄物責任者（有資格者）を選任。
但し、廃バッテリーの有償引き渡しは除く。

①実施済み ①実施済み

法12-3
条8.10

①産業廃棄物管理票（マニュフェスト）の交付
・種類、運搬先、運搬車ごとに交付
・種類、数量、性状、運搬処分者名、最終処分地記載する

②マニュフェスト返送日の確認、記録、保管
交付したマニュフェストのB2、D票は90日（特管産廃は60日）以内、
E票は180日以内に返却されない場合、必要事項が記載されていない
場合或いは、虚偽の記載がある場合は30日以内に当該知事へ報告する。

③交付マニュフェスト（A・B2・D・E票）の5年間保管
④産業廃棄物管理票交付状況報告書の提出（毎年6月末迄）、保管
⑤産業廃棄物管理責任者の選任
⑥毎年１回定期に運搬及び処分委託業者をチェックシートを用いて、
実地確認をする。また、実地確認書類は5年間保管する。

⑦産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難であるという通知を受け
Ｂ2・Ｄ・Ｅ票が返送されていない場合は、適切な措置を講じ３０日
以内に当該知事へ講じた措置について報告

⑧産業廃棄物管理責任者の選任

①～③マニュフェスト控
え
④2021.06.24報告
⑥2021.08.03実施
但し、ｸﾘｰﾝﾈｯﾄﾜｰｸ及びｼﾞｬ
ﾊﾟﾝｳｴｽﾄについては、緊急
事態宣言発令による、新
型ｺﾛﾅ感染拡大地域への訪
問の禁止により中止、許
可証等書類確認のみ実施。

①～③
書類確認
④
報告写し確認
⑥CS確認
⑦報告なし
⑧選任済み

①マニュフェスト控え
④2021.06.24報告

①～③
書類確認
④
報告写し確認
⑦報告なし
⑧選任済み

【１】順守義務のある法規関係
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法令名 条・項 遵守事項
本社 第二製造部

届出報告等 遵守評価 届出報告等 遵守評価

PCB特別措置法 法10
低濃度PCB廃棄物の処理期限までに処理し、当該県知事へ報告する。
（低濃度は令和9年３月31日）

該当なし
高濃度：2016.09.24処分
低濃度：2019.01.22処分

実施済み
2基使用中

法8
PCB廃棄物の保管及び処理状況等の届出を毎年６月末日までに当該県
知事に提出し、写しを保管する。

該当なし 届出：2019.06.18 控え確認

家電リサイクル法 法6
料金を支払い、適切に引き渡す
特定家庭用機器廃棄物管理票の写しを１年間保管

実績なし 実績なし

自動車リサイクル法 法8 再資源化費用預託をし、廃車時は、適正に引き渡す 実績なし 実績なし

騒音・振動規制法
法5～8

①指定地域内での特定工場等に係る規制基準の遵守
②指定地域内で特定施設を設置（変更）30日前までに市町長に届出
但し、減らす場合は届出不要

③直近の届出の２倍以内の数の増加の場合は届出不要

新設：2004.09.01
変更：2021.02.19

(届出不要)
届出書確認

指定地域外

指定地域外

非該当静岡県生活環境条例 条50～69

神奈川県生活環境条例
条32

①騒音・振動に係る規制基準
②指定地域内で特定施設を設置（変更）30日前までに市町長に届出

非該当
新設：2013.01.21
変更：2021.06.16

届出書確認

PRTR法
法2～5

①該当指定化学物質の取扱量の把握
②該当条件時は、毎年6月30日までに、前年度の排出量を都道府県知事
経由で事業所所管大臣に届出

取扱量 250㎏
（R3.4.1～R4.3.31）

報告不要 非該当

御殿場・小山火災
予防条例

第10条

①該当危険物は、少量危険物倉庫（取扱所）にて貯蔵、取扱い。
②指定可燃物を指定数量の5分の1以上指定数量未満貯蔵及び取扱う場
合は、「少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い届出書」を消防長に２部
提出する。また、届出事項の変更又は廃止をしようとする場合も同
様に届出する。なお、廃止の場合は、「少量危険物指定可燃物貯
蔵取扱い廃止届出書」を消防長に２部提出する。

変更：2021.04.16 届出書確認 非該当

安全衛生規則 第95-6 ①有害物ばく露作業報告書を所管労働基準監督署長に報告 報告義務物質外 非該当 非該当

工場立地法
法6-1
法13-3

①特定工場の新設（変更）の届出
②特定工場の借り受け、地位を継承した届出

変更届：2018.01.31 届出書確認 非該当
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法令名 条・項 遵守事項
本社 第二製造部

届出報告等 遵守評価 届出報告等 遵守評価

公害防止管理者法 法4-3 法に定める資格を有する者から選任し、市町村長に届出（騒音・振動）
報告：2004.09.01
変更：2016.07.15

届出書確認 指定地域外

電気事業法・施行令 法106
PCB含有電気工作物を設置している又は、予備していることが判明した
場合は、各産業保安監督部へ届け出る。

該当なし 届出：2018.10.24 控え確認

水質汚濁防止法 法14-2

①洗浄溶液による事故等による漏洩、地下浸透防止の応急処置訓練を
年１回以上実施する。

②事故等発生の場合は、県知事へ届け出る。

訓練：2021.09.10
事故無し

確認 非該当

法5-1
条例35条

①規制基準を守るため、定期に水質検査を実施する。
②特定施設に変更が生じた場合は、当該町長へ届け出る。

新設：2018.09.21
検査：2021.09.13採取
結果：2021.09.24良好

届出書確認
検査結果確認

非該当

浄化槽法 法8～11
①浄化槽の保守点検及び清掃を年1回以上実施する
②毎年１回、指定検査機関の行う水質に関する検査を受ける

点検：5.7.9.11.1.3月
清掃：2022.01.11
法定点検：2022.03.28

報告書確認
点検：11.2月
清掃：2021.09.06
法定点検：2021.11.29

報告書確認

自動車NOx・PM法 法6.12

①対策地域（首都圏：東京、神奈川、埼玉、千葉）
②自動車NOｘ・PM法排ガス基準適合車の使用
③対象認定自動車２台

車両入替(2017.03.23)
有効期限
デュトロ：2022.03.21

車検証確認
２台

車両無し 非該当

フロン排出抑制法 法16

①該当機器について、定期に簡易点検を実施する。
（３ヵ月以内毎に１回）

②点検・整備の記録簿を備え、当該機器廃棄後３年保管する。

簡易点検表№1～3
（2021.04-2022.03）

点検表確認
簡易点検表№1～3
（2021.04-2022.03）

点検表確認

法19.19-3
法20-2
法37

当該機器を廃棄する場合は、第一種フロン類充填回収業者にフロン回収を
依頼し、フロン回収済み引取証明書３年間保管すると共に、廃棄物処理業
者へ証明書（写し）を交付する。ただし、充塡回収業者である廃棄物処理
業者等にフロン回収を依頼する場合交付しない。

回収依頼書兼委託確認書
交付（Ａ・Ｅ票保管）
フロン破壊証明書保管
（2021.02.08）
（2021.05.24）
（2021.07.09）

書類確認
回収証明書保管
（2021.07.19）

書類確認
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【２】責務（努力義務）のある法規関係

法令名 条・項 遵守事項

届出報告等 遵守評価 届出報告等 遵守評価

容器包装リサイクル法 法4 対象品目：カン、瓶、ペットボトル、その他プラスティック製容器包装 分別保管継続中 分別継続中 分別保管継続中 分別継続中

グリーン購入法 法5
①環境にやさしい原材料の利用
②エコ商品選択購入

推進購入継続中 継続中 推進購入継続中 継続中
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【３】環境法規等の違反の有無

当社に関連する環境関連法規等は11～14頁の通り、遵守状況について2022年3月に確認した結果、違反はありませんでした。

また、関連機関からの違反等の指摘、環境関連の訴訟も過去５年間ありません。
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【１】代表者による評価（経営的観点）

①環境経営システムが有効に機能しているか

法令順守は問題なく、外部からの苦情もなく、全員が自分の役割を理解して目標達成に向け努力をしており、環境経営システムが有効に
機能している

②環境への取組みが適切に実施されているか

環境目標項目
目標達
成状況

活動計画
実施状況

目標・活動計画実施状況の評価（達成の場合：目標設定方法や取組方法の問題点、次年度の方向性 未
達の場合：原因の明確化、次年度の目標や対応策）

消費エネルギーの削減

× ○

電気使用量については、第二製造部の稼働率向上に伴い目標に対して大幅に未達となった。本社では目標
には未達であるが、売上が103％と伸びている中、基準年と同レベルに抑えることが出来た。エコカーへ
の更新効果や管理部門のオンライン手続きの活用等で自動車の使用抑制が出来たこと等によりガソリン消
費量は大きく減少した。CO2排出量全体としては目標には未達であるものの２％程度の改善を達成した。

投入資源の削減
○ ○

売上が基準年に対し103％と増加しているが、納入荷姿の改善等により投入資源の削減を達成することが
出来た。

一般廃棄物排出量の削減
○ ○

産業廃棄物排出量の削減
× ○

樹脂廃材の有価買取が出来なくなったことにより増加したが、1月より有価買取が再開し、来期は改善で
きる見込み。

グリーン購入の推進
× ○

商品選定時にエコマーク商品を選ぶ意識付けの定着と、エコマーク商品を採用した場合のコストアップが
課題である。

工程内不良率の削減
× ○ 顧客品質要求の高まりに伴い不良率が増加した。工程の改善による品質改善が必要。

水使用量の削減
× ○ 熱処理設備冷却水の漏水対策が奏功した。
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【２】代表者による見直し（変更の必要性の有無、変更に必要な具体的指示事項）

①環境経営方針の変更の必要性・・・・・・・・・・・・・・・無し

②実施体制の変更の必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・無し

③環境目標及び環境活動計画の変更の必要性・・・・・・・・・有り

コロナ禍の影響を考慮し前年度は19年度の実績を基準値としてきたが、その影響も減少してきているため、次年度は21年度の実績を

基準として計画するべきと考える。

④環境経営システム等の変更の必要性・・・・・・・・・・・・無し

⑤総括

コロナ禍の影響からの回復の中、環境目標未達項目もあったが取組み成果が着実に現れている。

次年度も引き続き計画した活動を通じて目標達成を目指していく。

【３】前回の指示への取組結果

基準年を直近の2019年度へ変更し、目標設定をする。


