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次の事項について環境目標・環境活動計画を定め取り組みを推進し、継続
的改善を図ります

１．環境経営方針

環境理念

株式会社オザキは、地球環境の保全と改善を最重要課題として認識すると共に、
世界共通の目標であるSDGｓを認識し、これらに配慮した事業活動を推進します

基本方針

事業活動に関連する環境影響について配慮するとともに環境における法規
制・条例等の遵守を誓約し地球環境への負荷低減や環境社会貢献に取り
組みます

代表取締役　　　尾　崎　俊　夫

1

鋼板素材から販売まで、一貫した加工・販売体制を有効に生かし、省資
源・省エネルギー（二酸化炭素排出量の削減）に取り組みます

3Rへの取組を積極的に推進し、資源の有効利用・廃棄物削減の実施
と、クリーンな作業環境の構築により働き方改革に繋げる努力をします

グリーン購入を通じて社会貢献推進します

本方針を全社員に周知し、環境経営システムの継続的改善を進めます

新型コロナパンデミックを体験し、BCP活動の重点化を実施します

2021年4月1日

株式会社オザキ



2 組織の概要

１） 事業所名 株式会社　オザキ

2） 代表者名 代表取締役　尾崎　俊夫

3） 所在地

本　　社 (登記上） 岐阜県大垣市東町2丁目121-5

〒503-1602

　住所： 岐阜県大垣市上石津町牧田2851

　TEL： 電話　0584-48-1067　　　　FAX  0584-48-1066

4） 環境管理責任者

5） 連絡担当者
e-mail:

6）

116,130 万円

薄板鋼板販売, シャーリング加工、レーザー加工

・ 敷地面積 8458.75　㎥

3月1日～翌年2月末

3 対象範囲

【対象組織・活動範囲】

全組織、全活動を対象範囲とする。

【対象期間】

2１人  2022年3月1日現在

 尾崎 真奈美

 尾崎 真奈美

ozmnm@siren.ocn.ne.jp

事業規模

工場・事務所
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202１年3月～202２年2月(1２ヶ月）

・ 事業年度

・ 事業内容(概要）

1989年4月26日

・ 資 本 金月日

・従業員数

1989年

3000万円

・創業年月日

・設立年月日

・ 売　　上

mailto:ozmnm@siren.ocn.ne.jp
mailto:ozmnm@siren.ocn.ne.jp
mailto:ozmnm@siren.ocn.ne.jp
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　　相沢鐵工所

MPSー312　3.2t×1280
MPSー320　3.2t×2060
MPSー525　4.5t×2550

A4-512  4.5t×1280
A4-625  6.5t×2550

ASTー525　4.5t×2550
ASTー525　4.5t×2550(K)
ASTー540　4.5t×4000

   レーザー

       12t×1524×3048  22t×2000×4000

   プレスブレーキ

相沢鐵工所　　APM-11020  110t2M

相沢鐵工所　　APL-13031  11kw
　　　　　　　　　AＣサーボ　　0.4kw

  スポットクーラー

SUASPIGT  0.5kw   8台

3

シャーリング

機械設備

アマダ　　　　　 SPH-30  30t

   MAZAK SUPER TURBO×612 MK3MAZAK SUPER TURBO×510



5 環境管理実施体制（組織図）

・環境経営に関する統括責任　　　               ・人、設備、費用の準備

・環境管理責任者を任命　　　　　                 ・環境活動レポートの承認

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境経営目標・環境経営計画書を承認

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの確認

・環境管理責任者の補佐                       　　　  ・環境関連資料の作成

・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成     ・環境活動の実績集計

・環境経営目標の推進

・活動状況の把握と管理、環境事務局への報告

・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性自覚

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

4

尾崎真奈美

環境事務局

(環境管理責任者兼務）

各部門責任者

全従業員

責任者 営業部
尾崎　繁男

全　　従　　業　　員

役割・責任・権限

代表者（社長）

尾崎俊夫

環境管理責任者

2022年3月1日
代表者

尾崎 俊夫
従業員:　21名

環境管理責任者
尾崎 真奈美

責任者 配送部
外花 嘉範

責任者 製造部
清水 正則



作成日 2021年3月1日
作成者 尾崎

2020年 2021年 2022年

2020.3～2021.2 2021.3～2022.2 2022.3～2023.2

対基準値比
削減率

1％削減 2％削減 3％削減

電力使用量の削減（kWh） 296,198 293,236 290,274 287,312

売上原単位(ｋWh/百万円） 194.1 192.2 190.2 188.3

軽油使用量の削減（ℓ） 44,973 44,523 44,074 43,624

距離原単位(ℓ/km） 0.309 0.306 0.303 0.300

ガソリン削減量（ℓ）） 12,505 12,380 12,255 12,130

売上原単位(ℓ/百万円） 8.19 8.11 8.03 7.95

灯油使用量の管理
（数値管理のみ）

― 使用料の削減 使用料の削減 使用料の削減

二酸化
炭素

合計（kg-CO2）（数値把握） 243,847 241,409 238,970 236,532

一般廃棄物量削減(㎏) 2,400 2,376 2,352 2,328

産業廃棄物削減量(㎏) 9,820 数値把握する 数値把握する 数値把握する

水使用量 水使用量の削減（ｍ3） ―

環境に配慮し
た項目

スキッドの再利用 ―

環境に配慮し
た項目

鋼板材料の端材発生抑制 ―

―

規準年度 軽油使用車走行数（ｋｍ）

売上 売上（百万円）

　　

※PRTR法に該当する化学物質は使用していない。

6．2021年度　環境経営目標（単年度兼中期目標）　
・中期目標は3ヶ年計画とし、2020年度から2022年度とする。

・環境経営目標達成度評価は、原単位目標値で行う。
　原単位評価：電力、ガソリンは、売上（百万円）、軽油車両は走行距離（ｋｍ）当たりの原単位とする。

　グリーン購入推進 グリーン購入を推進する

対象期間 2020年度～2022年度

目標項目
(原単位目標)

基準値
基準年度2019
年度実績

目標

・売上原単位：電気、ガソリン、産業廃棄
・走行距離原単位：軽油

総
エ
ネ
ル
ギ
ー

廃
棄
物

節水に留意し、数値把握のみとする

スキッドの再利用を推進する。発生量は把握する

新規導入設備による鋼板材料の端材発生量を
抑制する

5

145,603

1,526

※二酸化炭素係数（kg-CO2）：電気：関西電力0.334（2018年調整後）、　軽油：2.58　ガソリン：2.32　灯油：2.49

※目標設定時の原単位目標設定は、基準年度の数値（金額、距離）で計算する。

※2021年度以降の電力使用量は、加工設備稼働時間（ｈ）、ガソリンは走行距離（ｋｍ）原単位を検討する。

※（定性目標の設定）
・産業廃棄物は、発生量が大きく変動するため（スキッド未使用分が主体）2022年度まで数値把握をし目標値の検討をする。
・水使用量は過去の実績から変動が少なく「節水に留意」の定性目標とする。使用量は把握する。
・環境配慮項目のスキッドの再利用の目標は「再利用の推進」を目標とする。数値目標は当面設定しない。
・グリーン購入は「グリーン購入を推進する」と定性目標とする



202１年度　環境経営計画とSDGｓ 作成日 2022年5月10日

　環境経営目標2020年度∼2023年度に対応する 作成者 尾崎

実施事項 責任者

空調機・照明器具の定期的な清掃･交換を
する

尾﨑

パソコンの未使用時は主電源を切る 尾﨑

照明を間引く 清水

加工機の稼働開始の電力ピークの調整運転 清水

加工機の稼働時間の把握 清水

効率的な加工機の使用方法の検討 清水

効率的な作業フローの検討 清水

適正な火力による使用 清水

使用時間の短縮(集中使用） 清水

エコドライブの徹底 尾﨑

移動回数を減らしたり効率よく回る 外花

走行距離の把握による効率的移動の実行 外花

エコドライブの徹底 外花

定期的な車輌整備の実施 外花

適正運搬量の検討・顧客との交渉 外花

走行距離の把握による効率的移動の実行 外花

裏紙活用・両面印刷・ミスコピー防止の
徹底

尾崎

個人の廃棄物は持帰る 尾崎

適切な期間での処分方法を検討する 尾崎

木製スキッドの再利用 尾崎

スキッド再利用可能品と廃棄する物の分別
の徹底

清水

節水シールの貼付による節水意識の向上 尾崎

水道配管からの漏水を定期的に点検する 尾崎

使用量把握と月次管理の徹底 尾崎
全ての人々が水と衛生の
利用を可能にするための
活動をします

12．持続可能な生産・
消費形態確保

原材料の削減・物のリサ
イクルを意識して活動し
ます

スキッドの再利用推進 清水

・安全且つ強靭・持続
可能な都市・居住の
実現
・グロ－バルパ－トナー
シップの活性化

全従業員による工場周りと工場内の定期清
掃の実施

尾崎
・持続可能な都市・居住
の実現と陸域の生物多様
性の確保を目指します

緊急事態対応の重要性の認識と訓練の継続
実施による雇用の継続

尾崎
・持続可能な都市・居住
の実現を目指します

環境目標 社会に貢献する目標 SDGｓ

二酸化炭素
排出量削減

電
気

７．総ての人に安価・
信頼の持続可能な
エネルギーの確保

13．気候変動への緊急
対策

エネルギー使用量削減に
より、より多くの人への
クリーンエネルギーの提
供と気候変動への影響軽
減に貢献する。

灯
油

ガ
ソ
リ
ン

軽
油

陸域における生態系への
影響削減と造る者の責任
と使う者の責任を認識し
た活動を実施します

産業廃棄物
排出量削減

グリーン購入の
推進

目標値の設定は行わず、環境に配慮した物
品等の購入に努める。

尾崎

水道使用量削減

6．全ての人の水と衛生
の利用の確保
14．持続可能な海洋資源
の確保

一般廃棄物
排出量削減

12.持続可能な生産・
消費形態確保

15.陸域生態系の保護

その他環境に配慮し
た環境項目

クリーンな作業環境
の確保

BCP活動の継続

6



8

節電シール貼り付け

温度設定（夏28度　冬20度）

各水道

清掃活動

7

・各電気スイッチや水道蛇口には、「節電」「節水」のシールを貼り付け節電、節水を喚起。

・定期的な工場周辺及び工場内の清掃の実施。

各電気・エアコンスイッチ

スキッド再利用

取組実例紹介

節水シール貼り付け



作成日

作成者

目標達成評価：○≦目標値、　　×　>目標値

20119年.3月～
2020年.2月

基準値比削減率 ２％削減 ― ― ％

1,526 ― 1,161 ― ―

145,603 ― 138,705 ― ―

使用量削減（kWh） 296,198 290,274 249,116 ○ 86%

売上原単位　(ｋWh/百万円） 194.1 190 215 × 113%

使用量削減（ℓ） 44,973 44,074 44,546 × 101%

走行距離原単位　(ℓ/km） 0.309 0.303 0.321 × 106%

使用量削減（ℓ） 12,504 12,254 3,336 〇 27%

売上原単位(ℓ/百万円） 8.19 8.03 2.85 〇 35%

― 数値把握 419 ― ―

二酸化
炭素

合計（kg-CO2） 243,845 238,968 227,842 〇 95%

2,400 2,352 2,950 × 125%

9,820 数値把握 13,610 ― ―

水使用量 171.0 数値把握 146.0 ― ―

環境に配慮
した項目 ―

スキッドの再利用を推進
する

可能な範囲で再利用し
た ― ―

― 購入の推進
可能な範囲で購入でき
た ― ―

＊
　　　　　　

＊

＊

＊
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202１年度　環境経営目標・環境経営計画の実績・評価
環境目標の評価：電気、ガソリンは売上原単位。：軽油は走行距離原単位。 2022年5月10日

電気：関西電力0.334㎏-CO2/ｋWh（2018年度実績　調整後）を使用 尾崎

1)経営目標結果
対象期間 2021年3月～2022年2月 達成

評価

廃
棄
物

一般廃棄物排出量(㎏)

産業廃棄物排出量(㎏)

対目標
比率

目標項目
(単位)

基準年度（2019年） 目標 実績

売上金額(百万円）

走行距離（ｋｍ　軽油のみ対象）

総
エ
ネ
ル
ギ
ー

電
力

軽
油

ガ
ソ
リ
ン

灯油使用量削減　（ℓ）

水使用量（ｍ3）

スキッドの再利用

　グリーン購入推進

その他
・その他のグリーン購入については推進する。
・環境に配慮した項目に関しては引き続き改善していきたい。

電力使用量

・年間電力使用量は目標比約８６％と大きく減少しているが、売上原単位比では約113％と
増加している。
・原単位目標達成するには「売上げの増加が必須であり、その他の対策としては、作業フ
ロー等根本的再検討」が必要である。

化石燃料
（軽油・ガソリン）

エネル
ギー

廃棄物

二酸化炭素係数（kg-CO2）　：電力：0.334㎏-CO2/ｋWh（関西電力2018年度　調整後）

其の他

・軽油使用量は、顧客要請毎の集配の影響で、使用量の目標比は101％、原単位比では
106％となった。エコ運転の徹底や、可能な範囲での効率的ルートの選択は実行したが、
走行距離原単位での達成率も厳しい結果となった。車両の効率的活用が困難だったこと
による。
・ガソリン使用量は目標比27％、原単位比でも36％である。また、前年度（2020年度3879
ℓ）比は８６％と昨年度比でも減少。営業活動の制約の影響が大きい。
・軽油削減目標の達成には、電力と同様の対応、ガソリンに関しては、従来の営業活動方
法から「ウイズコロナ時代の営業方法」について考えたい。

廃棄物
（一般廃棄物・産業廃棄物）

・一般廃棄物に関しては、従来のスキッドから発生する木くず（スキッドの細かくなったもの）
を産廃カウントしていたが、今回から一般廃棄物とした影響が大きい。また、紙くずについ
ては幼稚園・小学校からの古紙類の回収がなかったことも要因。
・産業廃棄物については回収木枠（スキット）の廃棄であり、過去の発生経緯から考えてコ
ントロールが難しい。当面、産廃の発生量を把握し必要に応じて対応を考える。

水使用量
・水使用量には特に節水に意識し活動した結果、基準年度比８５％、前年度実績（2020年
度実績１４４ｍ３）比１０１％とほぼ同じ。
・引き続き節水に努める。

軽油：2.58　ガソリン：2.32　灯油：2.49

スキッドの再利用の目標は実施の推進を目標とする。数値目標は当面設定しない。

目標設定時の各年度の売上金額、走行距離は、基準年度の金額、距離で計算する。

PRTR法に該当する化学物質は使用していない。

2)環境経営目標・経営計画実施結果評価



実施事項
社会に貢献する
目標 SDGｓ

活動結果に対する結果・評価

加工機の稼働開始の電力ピークの調整
運転

加工機の稼働時間の把握

効率的な加工機の使用補法の検討

効率的な作業フローの検討

其の他P-６の項目に同じ

適正な火力による使用

使用時間の短縮(集中使用）

エコドライブの徹底

移動回数を減らしたり効率よく回る

走行距離の把握による効率的移動の実
行

エコドライブの徹底

定期的な車輌整備の実施

適正運搬量の検討・顧客との交渉

走行距離の把握による効率的移動の実
行

裏紙活用・両面印刷・ミスコピー防止
の徹底

個人の廃棄物は持帰る

適切な期間での処分方法を検討する

木製スキットの再利用

スキット再利用可能品と廃棄する物の
分別の徹底

節水シールの貼付による節水意識の向
上

水道配管からの漏水を定期的に点検す
る

使用量把握と月次管理の徹底

スキッドの再利用推進

全従業員による工場周りと工場内の定
期清掃の実施

緊急事態対応の重要性の認識と訓練の
継続実施

2021年度は地域住民と一緒に当社工場広場にて消火訓
練を実施。
コロナの関係ではBCP活動として、コロナ対策に関する緊
急事態対応手順書を作成し、従業員への周知を図った。
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環境目標

二酸化炭素
排出量削減

電
気

軽
油

灯
油

ガ
ソ
リ
ン

・二酸化炭素排出量は、コロナ禍による事業活動量
の減少の影響もあり、目標比９５％となった。
・ただ、設備稼働や製品・商品等の運搬車両は効率
的運用が難しく、原単位評価では未達成となった。
・今後も環境経営活動を推進し、二酸化炭素排出量
削減に努め、地球温暖化防止やクリーンエネルギー
を社会の皆に提供できるよう活動をする。

可能な範囲で削減活動を実施した。ほぼ前年と同程
度の結果であった。

・廃棄物の削減は目標未達成で、SDGｓ活動の目標と
する項目への貢献度が低くなった。
・資源の有効利用を目標として廃棄物削減活動を継
続する。

・環境への配慮項目として掲げた活動計画は可能な
限り実行し、SDGｓ目標への貢献はできたと考える。

9

クリーンな作業環境
の確保

BCP活動の継続

産業廃棄物
排出量削減

目標値の設定は行わず、環境に配慮し
た物品等の購入に努める。

その他環境に配慮し
た環境項目

水道使用量削減

一般廃棄物
排出量削減

グリーン購入の
推進



年度 ２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度

期間 2016.3～2017.2 2017.3～2018．2 2018.3～2019．2 2019.3～2020．２ 2020.3～2021．２ 2021.3～2022．２

一般廃棄物（KG) 4,190 2,840 2,820 2,400 2,840 2,680

産業廃棄物（ｋｇ） 2,850 13,560 5,441 9,820 15,320 13,610

１１．廃棄物排出量の経過
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【産業廃棄物】
・2016年度以降の産業廃棄物排出量はグラフのように、2017年度に大きく増加し、2018年度に減少して、そ

の後徐々に増加し、2021年度は、昨年度比約９０％となっている。

・産業廃棄物の主なものは「鋼材運搬用の木製スキッドの廃材」である。

・今後も発生量の継続把握をするとともに、より良い対応策を検討してゆく。
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【一般廃棄物】
・一般廃棄物排出量は2016年度以降徐々に減少しているが、現状以上の大きな期待できない。

・日常の会社への持ち込み廃棄物は原則持ち帰り（弁当空や飲み物容器等）としている。

・前年度と同様に幼稚園・小学校への提供する古紙類の回収がなく一般廃棄物となった。

・一昨年度以降コロナによる影響で使い捨て紙タオルの影響もありやや増加。



１２．　環境関連法規等の遵守状況の確認及び

１）

順守評価

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

２）

代表者による全体の評価と見直し・指示

14

評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

・騒音・振動規制法

・消防法　

【環境関連法等の遵守状況の確認及び評価】

・自動車ＮＯＸ／ＰＭ法　

・県民の生活の保全に関する条例(岐阜県）

11

・廃棄物の適正な処理に関する条例（岐阜県）

P-５、６に記載の中期目標及び対応する環境経営計画に準じる。

②遵守状況評価結果

弊社への環境関連法規等の遵守状況の評価の結果､順守されていることを確認しました。

その他

・弊社は、過去３年間、環境に関する苦情、関係当局等からの指摘、関連法規への違反及び
　訴訟はありません。

次年度の環境経営目標及び環境経営計画

13.

・2021年度は2020年度に引き続きコロナパンデミックによる大きな経済活動の影響を受け、売上はコロナ
禍前に比べ昨年度同様減少しているが、11月ごろよりやや持ち直して来た。
・ただ、今後もコロナ変異株の影響が危惧される。
・2021年度の環境活動は、可能な範囲での対応を行い、一応の環境活動の成果を上げ、この時期として
は満足すべき内容と考え、現状の環境経営システムは有効に働いていると判断する。したがって、2023年
度までは、現状の目標、経営計画に準じた活動を現体制で推進してゆきたい。
・今後はウイズコロナ、アフターコロナ社会での事業活動に何が必要か、基本的な点から見直しをしたい。

①当社に適用となる主な環境関連法規制

・水質汚濁防止法

・フロン排出抑制法

【違反及び訴訟の有無】

・家電リサイクル法

・廃棄物処理法


