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①組織概要

・事業者名 利達工業株式会社

・代表者名 代表取締役　鈴木秀和

・設立 １９６４年８月

・資本金 ４，０００万円

・所在地 〒４７０－０３５２
豊田市篠原町敷田３７－１８

・環境管理責任者 専務取締役　鈴木伸隆（事務局兼務）

・連絡先 ℡0565-48-2266　fax0565-48-2282

・事業内容 自動車鋼板部品製造

・事業規模 売上高 １，３８４百万円（２０２０年度）

従業員 ６３名

床面積 ４，４８９㎡

②対象範囲

エコアクション２１対象範囲

利達工業株式会社　全組織

対象活動

事業内容と同じ

対象期間

２０２１年１月～２０２１年１２月



③実施体制

作成日：
作成者：
承認者：

従業員数　　　63名　（1月6日現在）

2021/1/6
鈴木伸隆
鈴木秀和

代表者
　　代表取締役社長　鈴木秀和

環境管理責任者
　　専務取締役　　　　鈴木伸隆

現場統括

ＥＡ２１事務局

3名
保全課

3名
品証課

（1名）
工務課

担当 役割・責任・権限

　工場長　永田久一

事務部門
3名　　

生準課
3名

溶接1課

17名

プレス課

18名
溶接2課

13名

・環境活動計画の実施状況の確認

鈴木秀 社長代表者

環境管理責任者 鈴木伸 専務

事務局 鈴木伸 専務
・環境関連文書及び記録の作成・管理等

・環境活動レポートの作成

・外部からの苦情等の受付

・環境経営システムを構築・運用・維持し、その状況を代表者に報告

・代表者による全体の評価と見直し

・資源（人員・設備・費用等）の準備

・環境管理責任者の任命

・環境方針の策定及び全従業員への周知

・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性の自覚

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加
各部署 全従業員

・自部門の環境経営システムの実施

・自部門の環境目標及び環境活動計画の運用管理
各部署 職制全員



④環境経営方針

環境経営方針 

④ 環境に配慮した製品の提供に努めます。 

 

⑤社会貢献活動を積極的に行います。 

制定日     平成28年9月1日 

改訂日     令和3年5月10日 



⑤環境経営目標

環境目標 取組項目
２０１４年度実績

（基準年）

目標
（２０２１年度）

2021/1/1～2021/12/31

目標
（２０２２年度）

2022/1/1～2022/12/31

目標
（２０２３年度）

2023/1/1～2023/12/31

目標
（２０２４年度）

2024/1/1～2024/12/31

二酸化炭素排出量の削減
kg-CO2

589,162.56 基準年度比６％の削減 基準年度比６％の削減 基準年度比７％の削減 基準年度比７％の削減

電力の使用量削減
KWh

1,119,492.0 基準年度比６％の削減 基準年度比６％の削減 基準年度比７％の削減 基準年度比７％の削減

ガソリンの使用量削減
L

4,676.2 基準年度比６％の削減 基準年度比６％の削減 基準年度比７％の削減 基準年度比７％の削減

軽油の使用量削減
L

2,635.0 基準年度比７％の削減 基準年度比７％の削減 基準年度比８％の削減 基準年度比８％の削減

灯油の使用量の削減
L

5,975.0 基準年度比７％の削減 基準年度比７％の削減 基準年度比８％の削減 基準年度比８％の削減

一般廃棄物の排出量削減
kg

2,446
２０１５年度実績値

基準年度比６％の削減 基準年度比６％の削減 基準年度比７％の削減 基準年度比７％の削減

産業廃棄物の排出量削減
kg

2,112.0 基準年度比７％の削減 基準年度比７％の削減 基準年度比８％の削減 基準年度比８％の削減

排水量の削減
上水使用量の削減

㎥
900.0

２０１６年度実績値
基準年度比５％の削減 基準年度比５％の削減 基準年度比６％の削減 基準年度比６％の削減

業務の効率化推進
客先流出不具合件数低減

件
１５件 客先設定目標値達成 客先設定目標値達成 客先設定目標値達成 客先設定目標値達成

社会貢献
工場周辺の清掃

回
８回 ８回 ８回 ８回 ８回

１．化学物質の使用はありません。

２．電力の排出係数は中部電力（２０１４年度）の排出係数（０．４９７ｋｇ／ｋｈｗ）を使用した。

二酸化炭素の排出量削減
。

排出係数：0.497
（中電2014年度）

廃棄物の排出量削減



⑥環境経営計画

≪　取組期間　２０２１年１月１日～２０２１年１２月３１日　≫

環境項目 取組事項 担当部門

事務部門

全部署

・営業ルートの見直し及び頻度の効率化 全部署

・石油ストーブをこまめに消す習慣の徹底 会社

廃棄物の排出量削減

・コピー用紙の裏紙使用 事務部門

・可燃ごみの削減 全部署

・廃棄物の分別の徹底による資源化促進 全部署

二酸化炭素の排出量削減

・冷暖房の温度管理を徹底（夏場２７±１℃、冬場２１±１℃） 事務部門

・不要な電力、照明等の削減（使用しない時は、電源を切る。） 全部署

・ＯＡ機器は省電力設定にする。

・エコドライブの徹底

業務の効率化推進 ・不良率低減で、生産資材の無駄排除 全部署

・マニフェスト管理の徹底 保全課

排水量の削減

・手洗い時の節水の励行 全部署

・設備からの水漏れ等の確認と保全 保全課

会社周辺の清掃 ・会社周辺の清掃実施（８回／年） 交通安全立哨者



⑦環境経営目標の達成状況

２０１４年度
基準値 削減目標値 実績値 達成率

二酸化炭素の排出量削減
。

排出係数：0.497
（中電H26年度）

二酸化炭素排出量の削減

電力の使用量削減

ガソリンの使用量削減

軽油の使用量削減

灯油の使用量の削減

1,052,322.5

kg-CO2 589,162.6 553,812.8 563,878.7

２０２１年１月～２０２１年１２月
環境経営方針 環境経営目標

L 2,635.0 2,450.6 1,824.0

109%

業務の効率化推進 客先流出不具合件数低減

kg

廃棄物の排出量削減

一般廃棄物の排出量削減

産業廃棄物の排出量削減

排水量の削減 上水使用量の削減

129%

㎥
900.0

２０１６年度実績値
855.0

5612%

80%1,070.0

回数社会貢献 工場周辺の清掃

件数

96%

77%

KWh 1,119,492.0 1,090,939.0

L 4,676.2 4,395.6 5,723.9

L

100%

15.0 9.0 7.0

8.0 8.0 8.0

単位

98%

134%

kg
2,446

２０１５年度実績値
2,299.2 2,110.0

35.0

5,975.0 1,460.0

2,112.0 1,964.2

5,556.8 381%



⑧環境経営計画の取組結果とその評価、
　次年度取組

達成結果

排水量の削減

業務の効率化推進

　客先の稼働・非稼働のめまぐるし
い変化と挽回生産を強いられ、効
率の悪い環境もあり、目標を達成
出来きなかったのは残念である。

　空調利用時のデマンド管理をし
て効率よく節電に心掛ける。
特車での納入を見直してガソリン
の使用量の低減に努めてくださ
い。

　引き続き良好な状態を維持出来
ております。

　現状の活動を継続ください。

　漏水の問題は解消したが、目標
を達成できなかったことは残念で
あった。

　現状の活動を継続ください。

×

項目 評価 次年度の取組

二酸化炭素の
排出量削減

廃棄物の
排出量削減

×

○

社会貢献

　品質向上活動計画書の基づき、
品質目標の達成を目指してくださ
い。

　目標を達成することが出来、良い
結果でありました。

　工場法面の伐採を実施して、歩
行帯の確保に取り組んでください。

○

○

　現在に至るまで年間目標をクリ
アーしたことが無かった中、初めて
目標を達成出来たことは大きく評
価出来ます。



⑨環境関連の法規遵守状況の確認
 及び違反・訴訟の有無

会社名

＜2021年度　環境関連法令等 順守評価一覧表 ＞
2021.1.6

分類 　適 用 法 実施内容 および 担当部署 順守状況 ×時詳細記入
環境影響評価法 ／

環境基本法 ○

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 ／

電気事業法 ／

環境配慮促進法 ／

温暖化 地球温暖化対策の推進に関する法律 ／

エネルギー使用合理化法（省エネ法） ／

再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 ／

大気汚染防止法 ○

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 ／

自動車Ｎｏｘ･ＰＭ法 ○

貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱 ○

悪臭 悪臭防止法 ／

騒音 騒音規制法 ○

振動 振動規制法 ○

水質汚濁防止法 ○

浄化槽法 ／

下水道法 ○

土壌汚染 土壌汚染対策法 ／

地盤沈下 工業用水法 ／

循環型社会形成推進基本法 ／

再生資源の利用の促進に関する法律(リサイクル法） ／

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律（容器リサイクル法） ／

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法） ／

特定家電用機器再商品化法（家電リサイクル法） ○

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法） ／

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法） ／

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法) ○

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 ／

水循環基本法 ／

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ／

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（略称「フロン排出抑制法」） ○

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ処理特措法 ／

豊田市廃棄物処理及び清掃に関する法律施行細則 ○

愛知県廃棄物処理及び清掃に関する法律施行細則 ○

豊田市産業廃棄物適正処理指導要綱 ○

豊田市廃棄物の焼却に係るﾀﾞｲｵｷｼﾝ類等排出抑制指導要綱 ○

愛知県産業廃棄物適正処理指導要綱 ○

愛知県廃棄物適正処理促進条例 ○

豊田市廃棄物適正処理促進条例 ○

化審法 ／

特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律（ＰＲＴＲ法） ／

ダイオキシン類対策特別法 ／

*消防法 ○

*労働安全衛生法 ○

*毒劇物取締法 ／

*高圧ガス保安法 ○

教育 環境教育推進法 ／

電波障害 電波法 ／

工場立地 工場立地法 ○

愛知県環境影響評価条例 ○

愛知県生活環境保全条例 ○

豊田市環境保全協定 ○

岡崎市環境保全協定 ／

豊田市環境を守り育てる条例 ○

岡崎市生活環境保全条例 ／

矢水協協定 ／

トヨタ連結環境マネジメント ／

グリーン調達ガイドライン ／

労働安全衛生法 ○

労働安全衛生法 ○

労働安全衛生法 ○

*消防法 ○

*労働安全衛生法 ○

*毒劇物取締法 ／

*高圧ガス保安法 ○

教育 環境教育推進法 ／

電波障害 電波法 ／

工場立地 工場立地法 ○

その他 愛知県環境影響評価条例 ○

愛知県生活環境保全条例 ○

豊田市環境保全協定 ○

岡崎市環境保全協定 ／

高圧ガス取締法 ○

豊田市環境を守り育てる条例 ○

岡崎市生活環境保全条例 ／

矢水協協定 ／

ＰＲＴＲパイロット ／

事業 ／

トヨタ連結環境マネジメント ／

グリーン調達ガイドライン ○

*環境保全が主目的ではないが、事故時、化学物質等で関係がある関係法

環境関連法規への違反はありません。なお、関係当局より違反等の指摘はありません。

利達工業株式会社

○：順守、×：未順守、／：現時点非該当

環境一般

その他

省エネ

大気汚染

水質汚濁

ﾘｻｲｸﾙ

廃棄物

化学物質



⑩代表者による全体評価と見直し結果

代表　：

作成 ： 2022/2/1

鈴木秀和

１．見直しに必要な情報

項　目 評価・コメント

1 環境目標の達成状況
　工場全体空調の導入により電力の増加もあり、トータル
的に二酸化炭素排出量の削減を達成出来なかったの
は残念である。

2 環境活動計画の実施及び運用結果
　不具合率の低減を達成出来、廃棄品の減少などの効
果があった。

3 環境法令等の遵守状況
　環境関連法規への違反はありません。なお、関係当局
より違反等の指摘はありません。

4 外部からの環境に関する苦情や要望等
　近隣からの苦情や要望は無かった。

5 前回の指示への取組結果
　冬期の空調利用時にデマンドを超えたり、使用量が増
加したのは残念な結果であった。

２．変更の必要性

項　目 変更の必要性 変更『有』の場合の指示事項

1 環境経営方針 　　有　　無　　 ―

2
環境経営目標
及び環境経営計画

　　有　　無　　 ―

３．総括：評価及び指摘事項

　冬期の空調利用時のデマンドを超えない体制を実施して下さい。ま
た、ガソリンの使用状況が目標を大きく下回っておりますので原因を
しっかりと調査して対策下さい。
排水量の削減も同様に願います。

3 実施体制 　　有　　無　　 ―

4 実施状況 　　有　　無　　 ―



⑪環境目標 ２０２２年度

取組項目
２０１４年度実績

（基準年）

目標
（２０２１年度）

2021/1/1～2021/12/31

目標
（２０２２年度）

2022/1/1～2022/12/31

目標
（２０２３年度）

2023/1/1～2023/12/31

二酸化炭素排出量の削減
kg-CO2

589,162.56 基準年度比６％の削減 基準年度比６％の削減 基準年度比７％の削減

電力の使用量削減
KWh

1,119,492.0 基準年度比６％の削減 基準年度比６％の削減 基準年度比７％の削減

ガソリンの使用量削減
L

4,676.2 基準年度比６％の削減 基準年度比６％の削減 基準年度比７％の削減

軽油の使用量削減
L

2,635.0 基準年度比７％の削減 基準年度比７％の削減 基準年度比８％の削減

灯油の使用量の削減
L

5,975.0 基準年度比７％の削減 基準年度比７％の削減 基準年度比８％の削減

一般廃棄物の排出量削減
kg

2,446.0 基準年度比６％の削減 基準年度比６％の削減 基準年度比７％の削減

産業廃棄物の排出量削減
kg

2,112.0 基準年度比７％の削減 基準年度比７％の削減 基準年度比８％の削減

上水使用量の削減
㎥

900.00 基準年度比５％の削減 基準年度比５％の削減 基準年度比６％の削減

客先流出不具合件数低減
件

１５件 客先設定目標値達成 客先設定目標値達成 客先設定目標値達成

工場周辺の清掃
回

８回 ８回 ８回 ８回

承認 確認 作成

鈴
木

伸

山
本

鈴
木

伸

2016/9/1 2016/9/1 2016/9/1

利達工業株式会社

2019/1/8

承認 確認 作成

鈴
木

伸

山
本

鈴
木

伸

2016/9/1 2016/9/1 2016/9/1

利達工業株式会社

2021/1/6



⑫環境活動計画 ２０２２年度

≪　取組期間　２０２２年１月１日～２０２２年１２月３１日　≫

環境項目 取組事項 担当部門

事務部門

・エコドライブの徹底 全部署

・営業ルートの見直し及び頻度の効率化 全部署

・全体空調の使用時間の見直し
（ＯＮ：就業１時間後、ＯＦＦ：終業１時間前）

会社

廃棄物の排出量削減

・コピー用紙の裏紙使用 事務部門

・可燃ごみの削減 全部署

・廃棄物の分別の徹底による資源化促進 全部署

二酸化炭素の排出量削減

・冷暖房の温度管理を徹底（夏場２７±１℃、冬場２１±１℃）
事務部門
工場内

・不要な電力、照明等の削減（使用しない時は、電源を切る。） 全部署

・ＯＡ機器は省電力設定にする。

・マニフェスト管理の徹底 保全課

排水量の削減

・手洗い時の節水の励行 全部署

・設備からの水漏れ等の確認と保全 保全課

業務の効率化推進 ・不良率低減で、生産資材の無駄排除 全部署

会社周辺の清掃 ・会社周辺の清掃実施（８回／年） 交通安全立哨者


