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株式会社　藤井合金製作所

株式会社　藤井合金製作所
代表取締社長　　藤井 康孝

　「自然との共生」という志向は、既に一人ひとりの日々の
生活に、深く根差したものとなりました。このような時代の流
れの中で、環境保全の根幹を成すエネルギー資源への関
心も年々高まりをみせ、クリーンエネルギーであるガスが改
めて注目されています。
　この環境にやさしいエネルギーを21世紀エコライフに活
かすため、藤井合金製作所は、100年にも及ぶ研究開発
の歴史を背景に、次代の高機能製品を追求し続けていま
す。
　より快適でより安全な人々の生活環境づくりに、オンリー
ワンの製品群で社会と環境に貢献すること、これが当社の
変わることのないテーマです。

創業者　藤井藤三郎胸像と1922年の創業当時に実際に使用していた旋盤

年度環境活動レポート
2022年3月31日2021年4月1日

お陰様にて創業100周年を迎えることが出来ました。
皆さまのご愛顧に深く感謝いたします。
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制定日：

改定日：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長

□組織の概要 更新日：
（１） 名称及び代表者名

株式会社　藤井合金製作所
代表取締役社長　藤井　康孝

（２） 所在地
本　社 京都市南区上鳥羽花名１８番地の１
東京営業所 東京都千代田区岩本町2丁目12番7号
名古屋営業所 名古屋市熱田区池内町2番11号　(2021年7月31日閉鎖）
九州営業所 福岡市博多区古門戸町1番10号
広島出張所 広島県広島市中区橋本町9番7号

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 総務部長 小田垣 正美TEL：075-681-4581
担当者 品質管理部　次長 竹村　邦和 TEL：075-682-1258

（４） 事業内容
ガス栓、温水コンセント等の製造
主要製品：ガス栓、温水コンセント

（５） 事業の規模
製品出荷額 32.9 億円
主要製品生産量 10 トン

本社 東京営業所名古屋営業所九州営業所 広島出張所 合計
148 6 4 4 0 162
8318 112 58 79 38 8605

（６） 事業年度 2021年 8月1日 ～ 2022年 7月31日

□認証・登録の対象組織・活動
登録事業者名： 株式会社　藤井合金製作所
対象事業所： 本社工場

東京営業所 九州営業所
広島出張所（常在者なし） 名古屋営業所　（2021年7月末閉所）

対象外事業所： なし

活動： ガス栓・ガス配管部材及び温水コンセントの開発・設計・製造・販売

環 境 方 針
【基本理念】
　当社は、かけがえのない地球環境を次の世代に伝えていくことを重要課題の一つとして認識し、
「地球にやさしく、人にやさしく」を企業活動の基本として行動します。

【基本方針】
　当社は、ガス栓、ガス配管部材および温水コンセントの開発・設計・製造・販売を通じて、熱エ
ネルギーと人々の快適な生活空間をつなぐ企業として社会に貢献することを目指しています。
　当社の本社・工場（京都市）においては基本理念に基づき、事業活動および製品が環境へ及ぼす
影響を常に認識し、汚染の予防と持続可能な資源の利用、気候変動の緩和及び気候変動への適応、
生物多様性及び生態系の保護に努め、以下の環境活動を実践します。

１．次に掲げる重点課題を念頭に環境マネジメントシステムを構築し維持、改善します。
（１）二酸化炭素排出量の削減に努めます。
（２）水の効率的利用に努めます。
（３）廃棄物の削減、再利用に努めます。
（４）製造工程での化学物質使用量の削減、適正管理に努めます。
（５）環境に配慮した製品開発に努めます。
（６）グリーン購入、調達に配慮します。

２．当社に適用される環境に関する法規制および同意するその他の要求事項を遵守します。

３．本社・工場、営業所における全従業員にこの環境方針を周知し、全員参加で取り組みます。

４．この環境方針は、一般にも公表します。

2016年4月22日

2016年4月1日

2004年1月6日

藤井　康孝

延べ床面積　m2

従業員　　　　　
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□実施体制図及び役割・責任・権限表
更新日：

＊：2021年7月末で閉所

代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任
・実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備
・EMS環境管理責任者を任命
・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知
・環境目標・環境活動計画書を承認
・代表者による全体の評価と見直しを実施
・環境活動レポートの承認

EMS環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理
・環境関連法規等の取りまとめ表を承認
・環境目標・環境活動計画書を確認
・環境活動の取組結果を代表者へ報告
・環境活動レポートの確認
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

EMS事務局 ・環境管理責任者の補佐、内部監査委員会、環境委員会の事務局
・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施
・環境目標、環境活動計画書原案の作成
・環境活動の実績集計
・環境教育の計画と実施
・環境関連法規等取りまとめ表の作成及び最新版管理
・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施
・審査の申請、対応
・環境活動レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

環境委員会 ・環境マネジメントシステムに関する活動における最高審議機関
・環境活動計画の審議
・環境活動実績の確認・評価

部門長 ・自部門における環境方針の周知
・自部門の従業員に対する教育訓練の実施
・自部門の環境負荷及び環境への取り組みの自己チェックの実施
・自部門の環境活動計画書の作成
・自部門に関連する環境活動計画の実施及び達成状況のEMS事務局への報告
・自部門に必要な手順書の作成及び手順書による実施
・自部門の想定される事故及び緊急事態への対応のための手順書作成
　試行・訓練を実施、記録の作成
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

内部監査委員会 ・環境に関する内部監査の計画
・内部監査員の養成
・環境に関する内部監査の実施・報告

全従業員 ・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚
・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

2016年6月29日

開発部門
研究所長：西堀　慎一

九州営業所

内部監査委員会

EMS事務局
品質管理部：竹村　邦和

研究所長：西堀　慎一

総務部長：小田垣 正美

製造部門

代表者
社長：藤井康孝

EMS管理責任者

名古屋営業所　＊

役割・責任・権限

東京営業所

製造部長：廣瀬　憲治

環境委員会
委員長：EMS管理責任者

総務部長：小田垣 正美
事務部門
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□主な環境負荷の実績

単位 2019年 2020年 2021年
kg-CO2 1,117,668 839,189 940,526

kg 96,922 62,045 76,019
kg 2,372 1,995 1,967

kg 60,050 25,550 35,525

kg 32,850 32,850 34,677

kg 1,650 1,650 3,850

㎥ 4,401 4,066 4,218
kg 3,964 1,986 2,000

※電力の二酸化炭素排出量換算係数 関西電力 0.351 ｋｇ-CO2/ｋＷｈ
エネット 0.405 ｋｇ-CO2/ｋＷｈ

□環境目標及びその実績
基準値 2022年度 2023年度

（2018年度) （目標） （実績） (コスト千円） （目標） （目標）
kg-CO2 909,378 857,781 682,283 871,719 862,943

基準年比 2018年度 94.3% 75.0% 95.9% 94.9%
kg-CO2 251,237 229,910 241,640 245,568 243,669

基準年比 2018年度 91.5% 96% 97.7% 97.0%
kg-CO2 29,448 28,956 16,603 28,869 28,869

基準年比 2018年度 98.3% 56.4% 98.0% 98.0%

通年 1,190,064 1,116,646 940,526 1,146,156 1,135,481

4月～11月 2018年度 93.8% 79.0% 96.3% 95.4%
kg 2,199 2,088 1,967 2,029 2,029

基準年比 2018年度 95.0% 89.4% 92.3% 92.3%
kg 23,100 21,483 35,525 23,100 21,483

基準年比 2018年度 93.0% 153.8% 100.0% 93.0%
㎥ 5,451 4,414 4,218 4,234 4,236

基準年比 2018年度 81.0% 77.4% 77.7% 77.7%
kg 1,986 2,033 2,000 1,986 1,986

基準年比 2020年度 102.4% 100.7% 100.0% 100.0%
％

金額ベース

□環境活動計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容
数値目標：○達成　×未達成
活動：〇よくできた　△さらに取組が必要　×全くできなかった

達成状況

電力による二酸化炭素削減
○

○

○

○

○
○

都市ガスによる二酸化炭素削減
数値目標 ×

○
○

自動車燃料による二酸化炭素削減
数値目標 ○

○
○

○

○

2021年度

・不要照明の消灯(昼休み･残業時の最小限化を含む)

　同上(木くず）実績管理のみ

　同上(廃油）　実績管理のみ

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃）

・フィルターの定期的な清掃

・ノー残業デーの実施(週末の出勤日）
・エアコンフィルターの一斉清掃

・社用車ガソリン使用量の迅速なフィードバック

・車両点検の定例実施（月1回）

水使用量

　産業廃棄物排出量(廃プラ）

　一般廃棄物排出量
廃棄物排出量
二酸化炭素総排出量

項　目

数値目標

製品・サービスへの環境
配慮

事務用品のグリーン購入
の推進

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃）

6件開発件数

全社としてのガソリン使用による二酸化炭素排出量は目標達成
ガソリン使用量としての目標は達成
名古屋営業所の撤収とそれに伴う社用車1台減、コロナでの社用
車使用率の低下が達成要因

¥30,654

¥9,977

電力による二酸化炭素削
減

¥1,037

¥41,667

¥960

¥788

¥2,238

-

¥547

取組結果とその評価、次年度の取組内容

総二酸化炭素量
kg-CO2

65.8%65.8% 61.7% 65.8% 65.0%

19件 176件 177件 178件

全社としての都市ガス使用による二酸化炭素排出量は目標未達
成
都市ガス使用量としての目標は開発部門、事務部門が達成　製造
部門が未達成
休日出勤、残業による生産対応により空調使用時間が長くなり、都
市ガス使用量は目標未達成

・コンプレッサー稼働管理の徹底

　　　　　　　　　年　度
　　項　目

-

イソプロピルアルコール使用量

*　営業所は本社事務部門の活動の中で取り組んでいる。
*　廃油、木くずは実績管理のみで目標値を設けていない。

・エコドライブを心がける
・適正空気圧の維持、不要物を積載し
ない

イソプロピルアルコールの
使用量削減

水道水の削減

廃プラの削減

一般廃棄物の削減

自動車燃料による二酸化
炭素削減

都市ガスによる二酸化炭
素削減

*名古屋営業所は独立した水道メーターが設置されていないため、集計から除外
*2022年度、2023年度目標は基準を2018年度に設定
*一般廃棄物の廃棄コストは本社分のみ

全社としての電力使用による二酸化炭素排出量は目標達成
二酸化炭素排出係数の是正修正により削減
電力使用量としての目標は開発部門が達成　製造部門、事務部門が
未達成
設備/コンプレッサーの稼働管理強化、コンプレッサー圧低減の継続
するが、休日出勤、残業による生産対応により電力使用量は目標未達
成
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一般廃棄物の削減

数値目標 ○
○

○

○

○

廃プラの削減

数値目標 ×
○

○

○

○

水道水の削減

数値目標 ○
○

○

イソプロピルアルコールの使用量削減

数値目標 ○
○

○

○

事務用品のグリーン購入の推進

数値目標 ×
○

×

○

製品・サービスへの環境配慮

数値目標 ○
○

○
○
○
○

社会貢献
○

○

○

□環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無
法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

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。
なお、違反、訴訟等は過去３年間（あるいはこれまで）ありませんでした。

一般廃棄物、産業廃棄物（金属、廃プラ、廃ガラス、廃油、水銀使用製品等）
の適正保管と廃棄　処理業者との契約　マニフェスト発行・管理
コンプレッサー設置・変更時の届出　騒音、振動抑制

全社としての水道使用量は目標達成
製造部門、開発部門が目標達成　事務部門が目標未達成

・グリーン購入比率向上(ｶｳﾈｯﾄ･ｺﾋﾟｰ
用紙･名刺)

・六価クロム、PVC、黄銅のCd使用品の周知と削減

・環境配慮設計（安心安全と標準化・軽量化・小型化）

・プラスチック材料記号の表示（200mm2以上）

・3DCAD、プリンター活用

・使用済み切手の寄贈

・献血

・節水に関する従業員への啓発・掲示

・洗浄機の効率運用とメンテナンス実施

適用される法規制

廃棄物処理法

騒音規制法、振動規制法

・外国人技能実習生受け入れ

目標65％に対し、実績62％で目標未達成。
これまでは洗剤・掃除用品や備品など、事務用消耗品
に含まれない購入品も集計対象としていたため、集計
対象品目や目標値には検討の余地がある。　次年度は
集計対象を事務用消耗品に限定して実績を評価し、
次々年度以降の目標値を検討する。

・廃棄時の減容化

・有害性物質の表示の徹底

適用される事項（施設・物質・事業活動等）

・洗浄方法の見直し（リンス廃止　液交
換頻度見直し）

・容器の蓋の徹底(密閉化）

全社としての一般廃棄物量は目標達成
開発部門、事務部門が目標達成　製造部門が目標未達成
受入部材量の増加によりクッション用の故紙廃棄量が増加した為

洗浄数量が昨年度より10%増であったが、+2%の目標を達成

・部材納入トレイのリユース化

・トナーカートリッジの業者回収

・分別の徹底　（分解を含む）

・廃紙の梱包材としての再利用

・分別徹底(リサイクル可能な紙類）

イソプロピルアルコール、機械油の保管管理　危険物倉庫の管理

2021年度は対象件数176件に対しすべて実施し目標を達成

切手寄贈：284gを寄贈（2022年5月）
献血：40年以上の取組みで日本赤十字社より表彰。　2021年8月
26日の献血には従業員152名中23名(全社の15％)が協力
技能実習生受入：2005年より毎年5名受入。　54名が実習修了

消防法（危険物）
フロン排出抑制法

有機溶剤中毒予防規則
RoHS指令

・省エネ性能の高い電気製品の購入

・環境ラベル製品の購入

業務用空調機、環境試験機、一部コンプレッサーの管理、廃棄時のフロン破
イソプロピルアルコールの使用環境管理、特殊健康診断実施
設計開発時の材料選定

不要となったプラスチック製通函の大量廃棄により
全社としての産業廃棄物量（廃プラ）は目標未達成となった

・電子File化の推進

・梱包材の再利用
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□代表者による全体の評価と見直し

<指示>
　長引く新型コロナが物流や供給の混乱をもたらす等、当初は予期しなかった範囲にまで影響を及ぼしている。　ウクライ
ナへのロシア侵攻も加わり増々先が見えない状況となってきている。　このような状況下ではEMSやSDGs、BCPと言った
基本的な取組は企業継続にとってより重要になると考えられる。　今後も地道な取組を継続することを期待する。

＜評価＞
　二酸化炭素、水、一般廃棄物、イソプロピルアルコールに関して目標を達成することができたことは評価している。　一
方で、廃プラでの目標は達成できなかったのは残念である。　不要品処分という明確な理由があり理解する。　引き続きこ
れらの取組の継続、徹底に期待する。
　名古屋営業所の閉所にともなう認証登録内容変更も指示通りに手続きされている。
 エネルギー価格の高騰により目標達成してもコスト的なメリットが見づらくなっているものの、取組の成果は十分に出てい
ると評価している。
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