
 

株式会社明光電化工業所

対象期間 ： 2020年10月1日～2021年9月30日
発行日 ： 2022年1月10日
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事業者名 株式会社　明光電化工業所
代表者名 吉牟禮勝人
所　在　地 本社・工場

〶410-0003　静岡県沼津市新沢田町10-35
第2工場
〶411-0907　静岡県駿東郡清水町伏見498-10

連　絡　先 ☎055-921-9111  Fax055-924-1719
E  -  mail meiko.d@minos.ocn.ne.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.meiko-denka.com

資　本　金 1,600万円
従業員数 27名
環境管理責任者 佐々木克俊
設        立 昭和40年9月
敷地面積 1,666m

2

延床面積 1,000m
2

事業規模 売上高 2018年10月～2019年9月 46242万円 (本社工場のみ)
2019年10月～2020年9月 35000万円
2020年10月～2021年9月 43500万円

事業内容 表面処理・電気めっき部品の製造
(亜鉛メッキ・亜鉛ニッケル合金メッキ・銅メッキ･スズメッキ・アルマイト･各種トップコート)

対象組織 本社工場・第2工場
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　　　会社概要



①エコアクション21を通じて、環境マインドのもった人材の育成を行います。

②化学物質使用量を把握し、適正に管理し使用します。

③電力・ガス・自動車燃料消費に伴う二酸化炭素の削減を行います。

④節水を心がけ、水使用量の削減に努めます。

⑤廃棄物の削減、ゴミの分別を行い、資源のリサイクルを推進します。

⑥事務用品、工場備品を検討し、グリーン商品購入を推進します。

⑦環境にやさしい製品を提供し、高付加価値製品(さびにくい)の開発に務めます。

⑧外部とのコミュニケーションをおこないます。
改訂日：2021年10月1日

株式会社　明光電化工業所
代表取締役　吉牟禮勝人

【環境理念】

【環境方針】
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      環境理念・環境方針

株式会社明光電化工業所は、金属表面処理業者として、環境に配慮した生産活動を行い、環境関連法規を順守し、
全社員一丸となって、地球環境保全の継続的改善に努めます。

認証番号0011668



※電力（kg-CO2)電力二酸化炭素換算係数：0.360(静岡ガス　2018年)
今年度売り上げ

前年度売り上げ =
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2023年度実績値対売上費
比0.2％削減

-45.15%

222 275.3
151

〇 2021年度実績値対売上費
比0.5％削減

2022年度実績値対売上費
比0.2％削減

(43,500)

(35,000)
1.24

環境に対するクレーム ○

× × (100-目標削減％)

目標値(kg-CO2・電力・軽油・都市ガス)の計算方法

÷ 100前年度実績

2022年度実績値対売上費
比0.5％削減

2023年度実績値対売上費
比0.3％削減

0 0 00 0 0

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減

-9.66%

2.32%

電力(kwh)

19,168

1,602,761

17,317

1,636,847

-0.50%

-2.08%

2021年度実績値対売上費
比0.2％削減

2022年度実績値対売上費
比0.2％削減

2023年度実績値対売上費
比0.2％削減

-6.58%

二酸化炭素排出量総

量(kg-CO2)
647,060 802,354 〇

軽油（リットル)

都市ガス（Nm3)

2022年度実績値対売上費
比0.3％削減

2023年度実績値対売上費
比0.3％削減

×

×

2021年度実績値対売上費
比0.2％削減

2022年度実績値対売上費
比0.2％削減

2023年度実績値対売上費
比0.2％削減〇

2021年度実績値対売上費
比0.5％削減

〇

コ
ピ
ー

用
紙

汚　泥 他　(ton)

コピー用紙使用量の削減

化
学
物

質 化学物質使用量の把握

グ
リ
ー

ン
購

入
グリーン購入の推進
（事務･一般消耗品）

廃
棄
物

水 上水使用量( m3)

〇

化学物質使用量の把握

44,208 54,817.9
2021年度実績値対売上費

比0.5％削減

2021年度実績値対売上費
比0.3％削減

102.7 127.3
130.3

51,212

化学物質使用量の把握 化学物質使用量の把握○

〇

化学物質使用量の把握と
適切な管理

化学物質使用量の把握と
適切な管理

化学物質使用量の把握と
適切な管理

30％以上 35％以上 35%

60,313 74,788

15,458

81,735

9.29%

1,320,038

2022年度実績値対売上費
比0.2％削減

2023年度実績値対売上費
比0.2％削減

35％以上 40％以上 40％以上

実　　績 目　　標 実　績 目　　標

798,341

環境目標項目 評　価

2021年度実績値対売上費
比0.1％削減

2022年度実績値対売上費
比0.2％削減

2023年度実績値対売上費
比0.2％削減

2020年度 2021年度 2021年度 中長期の目標
2019年10月～2020年9月 2020年10月～2021年9月 2020年10月～2021年9月 2022年度 2023年度 2024年度



環境経営全般に関する責任と権限

環境経営に必要な資源の準備

環境経営システム全体の評価と見直し・指示

環境管理責任者の任命 ：

環境経営システム全般の運用･管理 ：

環境目標及び環境活動計画の作成

取組状況の社長への報告

環境活動レポートの作成

環境目標･環境活動計画の進行管理

環境管理責任者の補佐

各部門データの集計

環境経営システムの運用に係わるデータの収集・まとめ

環境活動計画の実施

自部門の環境経営システムの運用・維持

社長・環境管理責任者の指示・命令の伝達

自部門の環境関連教育の実施

取り組み状況の事務局への報告

環境目標･環境活動計画の進行管理

第2
工場
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環
境
管
理

環
境
管
理

責
任
者

事
務
局

渡邊　隆光 原　英章

各
ラ
イ
ン
長

望月泰佑 加藤哲郎
ライン長 ライン長 ライン長 ライン長 ライン長 ライン長

渡邊　隆光 原　英章

亜鉛 亜鉛ﾆｯｹﾙ亜鉛1号機 亜鉛2号機 ｱﾙﾏｲﾄ スズメッキライン

環境管理責任者
取締役工場長

佐々木　克俊

環境管理事務局
係長

渡邊　隆光

本社
工場

役割･管理･権限

代表取締役社長 制定日 2019年10月1日

吉牟禮　勝人 作成者 佐々木克俊

　　　エコアクション21実施体制 代
表
者



【二酸化炭素】
①

②軽油使用量　9.7%減
・配送ルートに変更はない。物量が同じのため、目標を下回った。

③都市ガス使用量　9.3%増
・生産(受注)量・小ロット品の増加、新規アルマイト処理ラインの設置で、増加した。

【廃棄物】 2.3%増
・化学物質の使用を現投資、減量化を行った。
・汚泥、廃油は、小ロット品の回数が増えたた。次年度はまとめ生産を検討する。

【水】 45.2%減
・上水は節水に努めた。　・ライン稼動がない場合、ライン供給水を止める。　
・地下水の使用量を把握できるように検討する。

【コピー用紙】　　6.6%減
・コピー機を複合機に更新し、不必要なFaxは、プリントアウトせず廃棄した。
・裏紙使用の推進をした。

【グリーン購入】 維持
・工場内使用品のグリーン購入品を選定した。
・事務所で新規使用品に関しては、約40％のグリーン購入品とした。

【化学物質】
・PRTR法対象物質の使用量を、毎月算出している。

　　　2.　次年度の目標
　　　・中長期の目標値で実施する。
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　　　1.　環境目標に対する評価

電気使用量　2.08%減　　　　コロナ禍の影響を受け、設備稼動時間の変動が大きかったが、
.　　　　　　　　　　　　　　　　　使用時間の管理をこまめに実施した。

0.5%減



環境活動計画と実施評価-次年度計画

・各部署担当者を決め、未使用スペースの照明消灯
・生産管理を見直し待機時間比率を下げる
・空調の適温設定（冷房28℃、暖房23℃）

【軽油使用量の削減】
・エコドライブの推進

【都市ガス使用量の削減】
・蒸気保温管の完備及び保守
・終業時、ボイラー電源OFF時間を早める

【廃棄物の削減】
・排水処理使用薬品の減量化。

【水・地下水】
・地下水使用の減量化。

【グリーン購入の推進】
・工場内使用品の、グリーン購入可能品の選定を行う

【コピー用紙使用量の削減】
･書類の電子化を推進する

【環境教育・訓練】

【事業活動】
　 ・５S活動の推進 ○ 継続

・プロジェクタ－の使用頻度を上げ、会議資料の減量化をす
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△ 小ロット処理回数の低減検討・実施

○ 計量方法の検討

・省エネ・SDGsに関する勉強会の実施

継続

○ 今後１％程度ずつ増やす

・緊急時の対応訓練の実施
継続×

○ 継続
○

△ 継続

○ 順次継続
○ 継続

○ 継続

○ 継続
ー 処理条件を見直し各ラインの稼働時間の均一化
○ 継続

活動計画 評価 次年度計画
【電力使用量の削減】



2021年9月10日順守評価日

最新版の確認 2021年8月から9月

【労働安全衛生法】

順守

【グリーン購入法】
順守

・特定化学物質作業主任者の設置（有資格者） 順守

・環境負荷が出来るだけ小さいものを優先して購入する
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　　　　環境関連法規等の取りまとめ・評価

・基準値の順守 順守

【フロン排出抑制法】
・点検の実施　(点検表への気流)

・特定施設設置届出書の提出(変更時・空気圧縮機） 順守

【家電リサイクル法】
・特定家庭用機器廃棄物の適正処分 該当なし

【毒物及び劇物取締法】

【騒音規正法】
・特定施設設置届出書の提出(変更時・送風機） 順守
【振動規正法】

・排水基準の順守・水質検査の実施 順守

【PRTR法】
・特定化学物質使用量の把握 順守

･廃棄物管理票交付等状況報告書の提出 順守
・産業廃棄物収集運搬、処分業者との契約 順守

1.環境関連法規制等の遵守状況評価の結果、順守されていました。

2.関係機関等からの違反等の指摘・訴訟、近所からの苦情等は、期間中ありませんでした。

・毒物劇物取り扱い責任者の設置 順守
・保管設備の施錠 順守
･医薬用劇物の表示 順守

【ELV・Rohs規制】

主な適用法規 確認

【廃棄物処理法】
･マニフェストの確認･保管 順守

【水質汚濁防止法】
・特定施設の設置、変更の届出 順守

ルールを
守ります。



【評価】

・環境に対する意識が定着したとは言い難いが、少しずつではあるが、進歩していると思われる。

【見直し】
・環境方針は、2017年版の改訂に合わせて変更した。
・品質方針、環境目標、活動計画、実施体制は変更せず、継続する。

【指示】

2021年10月10日

・新アルマイト処理設備の効率的使用方法の取得が、都市ガス使用の増大になっている。
・エコアクション２１の認証登録を受け、全組織が対象となり活動状況がより明確となった。

・設備のエネルギーを工程の見直しを継続的に行い、効率化を図ることが必要。
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　　　代表者による全体評価と見直し・指示

・二酸化炭素排出量は、原単位比の目標で、電気使用量・自動車燃料は減少、都市ガス使用は増加しているが、
.　全体で0.5%減となった。　絶対量では増加とになっている。

・環境マインドを持った社員を育成し、エコアクションに対するPDCAをしっかりとまわしていくことが大事。必要な教
育・訓練・啓蒙を実施する。


