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事業所の概要 

 
 
 

(1) 事業所名及び代表者名 

 岡山薬品工業株式会社 

 代表取締役  諏訪 智彦 

 
 

(2) 所在地 

 本   社  〒701-2155 岡山県岡山市北区中原 551 番地 

 津山営業所  〒708-0013 岡山県津山市二宮 81 番地-2 

 
 

(3) 環境管理責任者氏名並びに連絡先 

 環境管理責任者 ： 総務部 宇治郷 圭子  

 TEL 086-275-0666 FAX 086-275-1584 
 URL http://www.okayaku.jp/ 
 
 

(4) 事業内容 

試薬・工業薬品の販売、理化学機器の販売、害虫予防駆除業務 

 
 

(5) 事業の規模 

 ■創 業 1947 年 12 月 2 日 ■床面積  1200 ㎡ 

 ■資本金 1,000 万円  ■従業員数 15 名 

 
 

(6) 対象範囲 

 岡山薬品工業 本社、津山営業所 
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組織図、環境経営システム 

 

 
 

環境経営システム役割・責任・権限表

役割・責任・権限

代表者 ▪ エコアクション２１に関する責任者

 ・諏訪 智彦 ▪ 環境方針の策定、見直し

▪ 環境経営システムの実施に必要な資源を用意する

▪ 環境管理責任者を任命する

▪ 取組状況を検証・評価し、改善等の指示を行う

環境管理責任者 ▪ 環境経営システムの構築、実施、管理を行う

・宇治郷 圭子 ▪ 環境活動レポートの確認、改善

▪ 状況を代表者に報告する

環境事務局 ▪ 環境管理責任者のサポート

・大谷 佳奈子 ▪ 環境活動レポートの作成

▪ 環境負荷の記録の管理、集計

▪ 外部コミュニケーションの窓口

▪ 社員に対する教育訓練等を実施する

推進担当者 ▪ 環境負荷の実績を記録

 ・松本 勇人 ▪ 環境活動計画に基づき、積極的な活動をする

 ・永井 まみ ▪ リーダーシップを取り、各従業員へ指導する

全従業員 ▪環境方針の理解と環境への取組の重要性を自覚

▪決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

担当

 
  

代表取締役

諏訪智彦

農業事業部
総務部

薬剤師
営業事業部環境衛生事業部

宇治郷圭子（環境管理責任者）

大谷佳奈子（EA21事務局）

松本勇人、永井まみ（推進担当者）
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環境経営方針 

 

[基本理念] 

岡山薬品工業の主な事業活動である試薬、工業薬品、理化学機器の販売及び

害虫駆除に係る事業活動は、直接環境に影響を及ぼすところが大きい。 

そこで岡山薬品工業は、技術的・経済的に可能な範囲で環境目的・目標を見

直し環境マネジメントシステムの継続的改善と汚染の予防に努め、関連する環

境の法規制及びその他の必要事項を遵守することを基本理念とする。 

 

[行動方針] 

1, 事業活動・製品・設備・サービスをたえず見直すことで、環境管理システム

の継続的改善を実行する。 

2, 地球温暖化の防止と資源の有効活用を推進するため、全従業員の創意と努

力で省エネルギー、省資源、取扱製品のリサイクル促進に努める。 

3, 事業活動で用いる化学物質を適切に管理する。 

4, 環境経営方針を周知徹底させるため、全従業員の意識の向上を図ると共に、

ユーザー、関連会社にも環境経営方針への理解と協力を要請する。 

5, 適用される、環境に関する法規制を遵守する。 

6, 全ての従業員へこの活動を周知し、全員参加で活動に取り組む。 

 

 

2016 年 11 月 24 日改定  

岡山薬品工業株式会社  

代表取締役  
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主な環境負荷の実績  

 

単位 2019年度 2020年度 2021年度

二酸化炭素排出量 kg-CO2 52387.4 50842.3 51724.5

産業廃棄物排出量 ㎥ 7.1㎥+8ﾊﾟﾚｯﾄ+13.53kg 7.7㎥ 10.0

水使用量 ㎥ 129.4 78.0 113.0

項目

 
 
 
 

環境経営目標及びその実績と中長期環境目標  

 
2021年度

実績値
2023年 2024年 2025年 2026年

基準値 目標値 実績値 目標値 目標値 目標値 目標値

kWh 23,282.0 23,282.0 29,158.0

基準年度比 - 100.0% 125.2%

L 17,100.7 16,929.7 16,808.8 16,929.7 16,929.7 16,929.7 16,929.7

基準年度比 - 99.0% 99.3% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0%

kg-CO2 51,724.5 51,207.2 53,935.8

基準年度比 - 99.0% 105.3%

㎥ 10.0 - 14.9

基準年度比 - ー

㎥ 113.0 111.8 134.0

基準年度比 - 99.0% 119.8%

2022年

廃棄物排出量 

水使用量

　　　　　　　 年度

 　項目

電力使用量

燃料使用量

（ガソリン＋軽油）

上記二酸化炭素

排出量合計

年間を通

した計測

年間を通

した計測

2023年の実測値をもとに

中長期目標を設定する※

2023年の実測値をもとに

中長期目標を設定する※

※2023年度末予定

 
数値は小数第二位以下四捨五入とする。 

電力の二酸化炭素排出係数：0.467kg-CO2/kWh（岡山電力 2021 年度実績、調整値)、 

0.542kg-CO2/kWh（中国電力 2021 年度実績、調整値） 

 
 

・2022 年度は感染症対策による消費エネルギー量増大の予測と、社屋改装による消費エネルギー量

変化の予測が困難なため、各種エネルギー消費量は基準値同等を目標とした。 

・2022 年度は新社屋改装工事実施のため、仮事務所にて二酸化炭素排出量計測を行った。 

・2023 年度より新社屋での営業活動が稼働する。環境が大きく変化するため、2023 年度は新社屋

での二酸化炭素排出量（実績値）を計測する年とする。また 2023 年度末に同年実績値を新たな基

準値として、2024～2026 年度中長期目標を設定する。 
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環境経営計画の取組結果とその評価   

 

達成状況：○達成　×未達成     取組評価：良好 Ａ /　十分　Ｂ /　不十分　Ｃ　

二酸化炭素排出量削減 単位 2022年度目標 2022年度実績 達成状況 取組評価

1 　　電力使用量 kWh 23,282.0 29,158.0 × C

2 　　燃料使用量 L 16,929.7 16,808.8 〇 A

3 廃棄物排出量 ㎥ ― 14.90 - B

4 水使用量 ㎥ 111.8 134.00 × C

5 化学物質の適正管理 〇 B

6 社員教育の充実 〇 A

薬剤の使用量を記録し、化学物質の使用量を計算・把握

勉強会6回/年実施、ヒヤリハット情報の共有4回/年実施

 
※電力の二酸化炭素排出係数 0.467kg-CO2/kWh(岡山電力 2021 年度実績、調整値)、0.542kg-CO2/kWh

（中国電力 2021 年度実績、調整値） 

 

１，【 電力使用量 】空調の適切な使用と感染症対策を両立させる。照明をこまめに消す 

コロナ感染症対策による換気と温度調整の両立に加え、仮事務所での営業によりエアコンの電

力消費が使用量を大きく占めていると予想され、電気使用量の増加はやむを得ない。来年度から

環境が変わるため、省エネルギーの空調と家電を使用し、電力使用量の削減に努めたい。 

 

２，【 燃料使用量 】安全運転と運行ルートの効率化 

安全運転と運行ルートの効率化を目指して活動した。車両のタイヤを最新グレードタイヤに交

換し、安全と燃費削減のための対策ができた。 

 

３，【 廃棄物排出量 】備品の排出量削減。廃棄物の分別について社内での啓蒙 

社屋改修にともなって社内の整理整頓のため、不用品の廃棄を行った。廃棄物が一時的に増加

したが継続の予定はなく、来年度は前年比削減が予想される。廃棄する上では分別を心掛け、可

能な限り備品の再利用を行った。 

 

４，【 水使用量 】感染症対策と節水との両立 

環境衛生事業部が好調な影響によって洗濯機など水を使用する機会が増えた。使用量が増加し

たが、コロナウイルス感染症対策のためにこまめな手洗いと消毒作業を心掛けおり、節水との両

立を模索している。 

 

５，【 化学物質の適正管理 】使用量の適切な管理の継続 

今後も使用薬剤の適正管理をおこなう。 
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６，【 社員教育の充実 】勉強会の実施。緊急避難訓練の精度向上 

「生産性向上」「業務の効率化」「安全安心な事業活動の維持」各カテゴリーとも積極的、継続

的に勉強会や設備更新を実施することができた（30 回以上/年）。 

勉強会については社長自らが講師を務めたりメーカー様より講師をお招きしたりなど、様々な

角度から継続して「学び」の機会を作ることができた。社員自身が講師となる勉強会を計画した

ことで、準備時間確保のための日常業務効率化やプレゼンのブラシュアップなどへの努力・工夫

する姿もみられ、講師側・受講側ともに実りある勉強会となった。 

 

＜ 勉強会の様子 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7，【 その他 】 

本社社屋・倉庫の改装に伴い、様々な設備更新を行った。 

防犯面 …… 出入口にオートロックドアと電子キー、玄関にインターホンの採用、 

屋外ライト・防犯カメラの増設 etc、 

防災面 …… 床上浸水を想定した間取りの採用、火災報知器の更新 etc 

労働安全面 …… 電動シャッターの採用、フォークリフトの更新 

         ガレージ設置による商品積載時の環境整備 etc 

 

＜ 更新設備の一例 ＞ 

 
  

↑防犯カメラ、インターホンの増設 

↑床上浸水時、2F への避難経路 ↑第３倉庫火災報知器の更新 



 

 

8 

環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果      

 

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りです。 

適用される法規制 該当項目 

廃棄物処理法 廃棄物 

毒物及び劇物取締法 毒物、劇物 

麻薬及び向精神薬取締法 特定麻薬原料 

消防法 危険物 

薬事法 医薬品、動物用医薬品、高度医療機器 

フロン排出抑制法 エアコン、冷蔵冷凍機器 

下水道法 下水道への放流 

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。 

また、関係当局から違反等の指摘は過去３年間ありませんでした。 

 
 

環境経営目標の内容及び次年度の計画  

1，2023 年度、新社屋での二酸化炭素排出量を計測し新たな基準値とする 

2022 年本社社屋改装による二酸化炭素排出量の変化を考慮し、2023 年度は新社屋にて

二酸化炭素排出量（実績値）を計測する年とする。 

 

2，2023 年度末、中長期環境目標設定（2024 年 10 月 1 日～2026 年 9 月 30 日） 

2023 年度実績値を新たな基準値として中長期目標（2024～2026 年度）を設定する。

なお設定時期は 2023 年度末とする。 

 

2024年度 2025年度 2026年度

目標値 目標値 目標値

　①電力使用量 kWh 測定中

　②燃料使用量 L 2017年度 基準値*99% 基準値*99% 基準値*99%

①②二酸化炭素排出量 kg-CO2 測定中

廃棄物排出量 ㎥ 測定中

水使用量 ㎥ 測定中

化学物質適性管理

社員教育の充実

★2023年度実績値を新たな基準値として、中長期目標(2024～2026年)を設定する

（2023年度末に設定予定）。

　　　　　　　　　 年度

 　項目

基準値

（2023年度実績値）

環境活動計画（主な取り組み内容）に記載

★

★
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3，2023 年度の環境活動計画（主な取組内容） 

2023 年度の取り組みについては以下の活動内容を重視する。 

※社員教育活動に注力し事業の効率化、事故等による環境への影響の最小化に尽力する。 

 

環境項目 環境計画（主な取組内容） 

① 電力使用量 空調の適切な使用と感染症対策を両立させる。照明をこまめに消す。 

② 燃料使用量 安全運転と運行ルートの効率化。 

③ 廃棄物排出量 備品の排出量削減。廃棄物の分別について社内での啓蒙。 

④ 水使用量 感染症対策と節水との両立。 

⑤ 化学物質適正管理 使用量の適切な管理の継続。 

⑥ 社員教育の充実 勉強会の実施。緊急避難訓練の精度向上。 

 
 
 

代表者による全体の評価と見直し・指示   
 

全体の取組状況の評価 

 

項目 見直し 指示 

環境経営方針 ■ 変更なし □ 変更あり なし 

環境経営目標・計画 ■ 変更なし □ 変更あり なし 

実施体制他 ■ 変更なし □ 変更あり なし 

 

今年度は市場や外部環境の変化に耐えうる人材と環境づくりのために社員教育の充実を図った一

年でした。また、社屋の改修を行ったため仮事務所での営業期間がありました。 

環境経営計画において、環境が変わったことから結果として電力使用量の増加に影響したと考え

られます。また、廃棄物排出量増加についても今回は止むを得ない結果であると思います。次年度か

らは排出量の正確な報告に加えて、削減に向けた行動も必要になると感じています。 

 次年度より新社屋での営業となりますので、使用エネルギーの削減を期待しています。設備面の

改善だけでなく積極的にエネルギー削減に繋がる行動ができるよう、エコアクション 21 の取り組み

の推進を行っていきましょう。 

 

改善へ向けた見直し、指示 

・今後も社員の質の向上に努めること。 

・新入社員をはじめ、社員に環境経営方針に沿った行動ができるよう推進すること 

・車両の定期的なメンテナンス(タイヤ空気圧のチェック等)、エコドライブ取り組みの浸透 

・産業廃棄物排出量の目標設定について集計方法を見直し 


