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 1. 事業活動の概要  

１.  会 社 名  井加田産業株式会社   

２.  代 表 者  代表取締役 井加田 剛志 

３.  所 在 地  本社    富山県富山市音羽町 2-1-6 

             東町営業所 富山県富山市於保多町 4-10 

             高岡営業所 富山県高岡市蓮花寺 33-3 

４.  資 本 金  １，０００万円 

５.  設 立 年 月  1957 年 3 月 

６.  事 業 内 容  工作機械，切削・作業工具，測定機器の販売 

７.  事 業 規 模 

項目 2021 年度 2020 年度 2019 年度 

従業員数 29 名 30 名 30 名 

延床面積 1,600m２ 1,600m２ 1,600m２ 

 

８.  環境保全関係の責任者及び担当者連絡先 

   責任者： 井加田 剛志 

   連絡先： ＴＥＬ ０７６－４２４－４７５６ 

        ＦＡＸ ０７６－４９１－３３０４ 

       Ｅ－ｍａｉｌ ikada@ikada-sangyo.com 
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 2. 取組体制  

＜井加田産業株式会社 環境経営システム組織図＞ 

 

 

 
 

※環境経営レポートは，毎年 6 月に作成。 
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 役割・責任・権限 

代表者（社長） 

・環境経営に関する統括責任 
・環境経営システムの実施及び管理に必要な人員，設備，費用，時間などを用

意 
・環境管理責任者を任命 
・環境経営方針の策定・見直し及び全社員へ周知 
・環境経営目標の設定を承認 
・代表者による全体の評価と見直しを実施 
・環境経営レポートの承認 

環境管理責任
者 

・環境経営システムの構築，実施，管理 
・法規制等の要求事項登録簿を承認 
・環境経営実施計画書を承認 
・環境経営の取組結果を代表者へ報告 
・環境経営レポートの確認 

環境事務局 

・環境管理責任者、ＥＡ２１推進会議の事務局 
・環境への負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施 
・「環境関連法規等チェックリスト」の作成 
・環境経営目標・環境経営実施計画書原案の作成 
・環境経営実施計画の実績集計 
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口 
・環境経営レポートの作成，公開(事務所に備付けと地域事務局への送付) 

部門長 

・自部門における環境経営システムの実施 
・自部門における環境経営方針の周知 
・自部門の従業員に対する教育訓練の実施 
・自部門に関連する環境経営目標及び環境経営計画の実施及び達成状況の報告 
・特定された項目の手順書作成及び運用管理 
・自部門の特定された緊急事態への対応のための手順書作成、テスト・訓練・

記録 
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置 

全社員 ・環境経営方針の理解と環境への取組の重要性を自覚 
・EA21 について決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加 
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 3. 環境経営方針  

当社は，ますます深刻化する地球環境問題や資源の枯渇への対応が人類共通の重要課題で

あるとの認識に立ち，機械・工具販売などの事業活動における環境負荷の低減を図るために，

自主的・積極的・継続的に，環境保全活動に取り組みます。 

 

1. 次のことに重点的に取り組みます。 

① 電力・燃料の消費に伴う二酸化炭素排出量の把握と削減 

② 廃棄物排出量の把握と削減 

③ 水使用量の把握と削減 

④ 販売する製品に関する環境関連の情報提供 

 

 

2. 環境関連の法規制・業界の取りまとめ・地域との協定を順守します。 

 

 

3. 環境への取り組みを環境経営レポートとして取りまとめ，公表します。 

 

 

4. 本方針を，全社員に周知し，全員参加で取り組みます。 

 

 

 

 

制定日：2008 年 11 月 3 日 

改定日：2022 年 1 月 7 日 

 

井加田産業株式会社   

                代表取締役  井加田 剛志 
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4．環境経営目標及び中期目標 

 前年度の実績及び中期の環境経営目標を下表に記す。但し，一般廃棄物量，コピー用紙排

出量及び水資源使用量は，環境活動の維持を目標としている為，中期目標は参考値とする。

なお，排出係数は 0.465kg・CO2/kWh（2020 年度北陸電力調整後排出係数）を使用し，自

動車の燃費は，排出二酸化炭素を自動車の走行距離で除した数値としている。 

尚，当社の事業活動において化学物質は使用していないため，化学物質使用量の目標は設

定していない。 

 

①電力      

  
基準年 

目標 

単位 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

2020 年度 1%減 2%減 3%減 4%減 

全社 16,096  15,935  15,775  15,614  15,453  

kg・CO2 
本社 10,542  10,437  10,332  10,226  10,121  

高岡 2,569  2,543  2,517  2,492  2,466  

東町 2,985  2,955  2,926  2,896  2,866  

       

②自動車の燃費    

  
基準年 

目標 

単位 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

2020 年度 1%減 2%減 3%減 4%減 

全社 0.176  0.174  0.173  0.171  0.169  

kg・CO2/km 
本社 0.174  0.172  0.171  0.169  0.167  

高岡 0.177  0.175  0.173  0.172  0.170  

東町 0.185  0.183  0.182  0.180  0.178  

       

③一般廃棄物量（焼却）     

  
基準年 

目標 

単位 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

2020 年度 1%減 2%減 3%減 4%減 

全社 1,091  1,080  1,069  1,058  1,047  

kg 
本社 597  591  585  579  574  

高岡 229  226  224  222  219  

東町 265  262  260  257  254  
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④コピー用紙排出量     

  
基準年 

目標（参考値） 

単位 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

2020 年度 1%減 2%減 3%減 4%減 

全社 606  600  594  588  582  

kg 
本社 509  504  499  494  489  

高岡 21  21  21  20  20  

東町 76  75  74  73  73  

      

⑤水資源使用量      

  
基準年 

目標（参考値） 

単位 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

2020 年度 1%減 2%減 3%減 4%減 

全社 3,902  3,863  3,824  3,785  3,746  

m3 
本社 3,657  3,620  3,583  3,547  3,510  

高岡 172  170  169  167  165  

東町 73  72  72  71  70  

       

⑥環境調査依頼製品の情報提供     

  
目標   

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度   

全社 回答率 100%   

本社 回答率 100%   

高岡 回答率 100%   

東町 回答率 100%   
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5. 主な環境経営計画の内容  

(1) 温室効果ガス排出削減のため，以下の内容に取り組む 

① 使用電力の削減 

 不用照明の消灯，エアコンの設定標準化，ウォームビズ・クールビズの実施，機

器の空運転防止，機器の保守点検の適正化，高効率設備への取替え 

② 自動車燃費の把握と改善 

走行距離の把握，アイドリングストップ，急発進・急停止の禁止，冷暖房の適正

使用，タイヤ空気圧の適正化，不要物の積載見直し 

 

(2) 廃棄物排出量の削減のため，以下の内容に取り組む 

① 一般廃棄物排出量(焼却)の把握と削減 

 分別資源化の推進，再使用・再生使用の推進，事業所内への持込み量の削減，家

電類等の適正処理 

② コピー用紙排出量の把握と削減 

    両面・集約コピーの活用，裏紙の使用の推進，電子ファイル利用によるペーパーレ   

ス化 

(3) 排水量の削減のため，以下の内容に取り組む 

① 水資源使用量の把握と削減 

 水冷媒型エアコンの使用管理，融雪装置の使用管理，漏水防止 

 

(4) 環境に配慮した製品の情報提供のため，以下の内容に取り組む 

① 環境調査依頼品の情報提供 

  ﾒｰｶｰへの環境負荷物質の問い合わせ，調査依頼への適切な対応。 
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6. 環境経営目標の実績及び環境活動への取り組みの結果  

 環境経営目標の実績を以下に示す。なお，2021 年度の二酸化炭素総排出量は，92,377kg・
CO2であった。 

 
①電力    単位：kg・CO2  

  
2021 年度 
目標値 

2021 年度 
実績 

増減 評価  

全社 15,935  18,087  113.5% ×  

本社 10,437  12,466  119.4% ×  

高岡 2,543  2,546  100.1% ○  

東町 2,955  3,075  104.0% ○  

※換算係数は，0.465kg・CO2/kWh を使用（北陸電力 2020 年度実績 調整後排出係数より） 

※評価は，○：105%以下 △：105 越～110%以下 ×：110%越 とする。 

 
②自動車燃費  単位：kg・CO2/ｋｍ  

  
2021 年度 
目標値 

2021 年度 
実績 

増減 評価  

全社 0.174  0.176  100.6% ○  

本社 0.172  0.183  106.4% △  

高岡 0.175  0.175  100.0% ○  

東町 0.183  0.185  101.0% ○  

※換算係数および単位発熱量は，以下の数値を使用。 

  ・ガソリン：0.0671kg・CO2/MJ  34.6MJ/L 

  ・軽油：0.0687kg・CO2/MJ  38.2MJ/L 

※単位：kg・CO2/km は，CO2 換算重量を走行距離で割った数値。 

※評価は，○：105%以下 △：105 越～110%以下 ×：110%越 とする。 

 
③一般廃棄物量（焼却）-参考値  単位：kg  

  
2021 年度 

目標値（参考） 

2021 年度 
実績値（参考） 

環境活動の 
取組評価 

  

全社 1,080  1,091  〇   

本社 591.4  604.7  △   

高岡 226.2  229.0  〇   

東町 262.4  257.0  〇   

※○：概ね実施できた  △：一部，実施できなかった  ×：実施できなかった 
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④コピー用紙排出量   単位：kg  

  
2021 年度 

目標値（参考） 

2021 年度 
実績値（参考） 

環境活動の 
取組評価 

  

全社 599.9  929.4  △   

本社 504.3  769.8  △   

高岡 20.8  29.4  〇   

東町 74.8  130.2  △   

※○：概ね実施できた  △：一部，実施できなかった  ×：実施できなかった 

 
 

⑤水資源使用量   単位：m3  

  
2021 年度 

目標値（参考） 

2021 年度 
実績値（参考） 

環境活動の 
取組評価 

  

全社 3,863  4,698  △   

本社 3,620  4,450  △   

高岡 170  174  〇   

東町 72  74  〇   

※○：概ね実施できた  △：一部，実施できなかった  ×：実施できなかった 

 
 

⑥環境調査依頼製品の情報提供  単位：件  

  
2021 年度 

目標値（参考） 

2021 年度 
実績値（参考） 

環境活動の 
取組評価 

  

全社 100% 100.0% 〇   

本社 100% 100.0% 〇   

高岡 100% 100% 〇   

東町 100% 100% 〇   

※評価は，×：50%以下 △：50%越～80%以下  〇：80%越 とする。 
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2021 年度は昨年度から引き続き，新型コロナウイルス感染拡大抑制の為，当社を取り

巻く業界の経済活動が大幅に制限された状態となったものの，一部では景況感の復調の

兆しも見られた。 
 
電力使用量の削減に関する取り組みは，目標値を達成することができなかった。これは，

景況感が復調したことによる勤務時間が増加また，新型コロナウイルス感染防止の為の

対策としての換気が，空調効率を低下させ，結果として電力使用量が増加しているもの

と推測される。できる限り空調効率を落とさない頻度での換気を実施したい。 
 
自動車燃費改善での取り組みでは，目標を達成することができた。景況感の復調ととも

に効率的な配送も行えるようになりつつあり，今後も実施していきたい。 
不要物の積載見直しなどを徹底し，燃費効率の向上を目指すとともに，社有車の更新時

には燃費性能の良い車種を選定したい。 
 
一般廃棄物量の削減，コピー用紙の排出量削減及び，排水量の削減への取り組みは，社

内での環境活動の定着化に伴い，目標を『環境活動を維持すること』と設定している。

約 3 回/月の頻度にて確認し，○・△・×で自己採点を行っている。 
一般廃棄物量及びコピー用紙の排出量は，景況に左右される項目かつ，繁忙時にはおろ

そかにされがちであるものの，排出量削減に関する意識付けは基本的には根付いている。 
 
排水量の削減に関しては，本社での使用量（地下水）がやや増加している。これは融雪

装置に地下水を利用している為で，1 月の降雪時に起因するものと推測される。気象によ

って左右される問題ではあるものの，融雪装置の適切な管理を心掛けたい。 
 
環境配慮製品の情報提供は，得意先からの環境調査依頼への回答率を 100%とすること

を目標としている。RoHS2 指令や REACH 規則が適合しているかの調査が主となってお

り，仕入先の協力もあり，回答率は 100%とすることができた。 
 
 
次年度の取組内容については，今年度と同様に行うこととする。 
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7. 環境法規への違反，訴訟の有無 

当社の事業活動に対する下表の環境関連法規への違反はなく，関係当局からの違反など

の指摘は過去 3 年間ありませんでした。また，地域住民からの苦情もありませんでした。 

 

 

8. 代表者による全体評価と見直しの結果 

 

フロン排出抑制法 廃棄物処理法 家電ﾘｻｲｸﾙ法
小型家電ﾘｻｲｸﾙ法 道路交通法、道路法 自動車ﾘｻｲｸﾙ法

環境法規制

　見直し実施者

　見直し実施日

                確 認 ・ 評 価 し た 資 料

　文　　書  確 認      記　　録  確 認

環境経営方針 ✓ 環境への負荷の自己チェック ✓

環境経営目標 ✓ 環境への取組の自己チェック ✓

環境活動計画 ✓ 環境関連法規制等の順守状況確認 ✓

環境関連法規等のまとめ ✓ 外部からの苦情・情報の記録 ✓

実施体制 ✓ 環境上の緊急事態の訓練記録 ✓

緊急事態対応手順 ✓ 環境経営目標の達成状況及び環境活動計画の実施状況と結果 ✓

環境活動レポート ✓ 不適合是正・予防処置報告書 ✓

取組状況全体の評価

システムが有効に運用されているか（要求事項を満足しているか） 適 不適

取組が適切に行われているか 適 不適

見直しの必要性

環境経営方針 あり なし 実施体制 あり なし

環境経営目標 あり なし その他 あり なし

環境活動計画 あり なし

　今後も，エコ意識を保つことができるよう留意すること。

コメント及び見直し具体的内容

　　　　代表者による評価・見直しの記録

　代表取締役社長　　井加田　剛志

令和4年6月30日

　が達成できていることから，環境負荷低減に対する認識は一定のレベルを保つことができていると考えられる。

　・2021年度は，昨年より引き続き，新型コロナウイルスの感染抑制対策による経済活動の制限があったものの，

　・当社の二酸化炭素排出量のほとんどが，電力および自動車燃料による排出であり，これらの項目における

　　環境活動に積極的に取り組むことが肝要である。

　景況感としては復調の傾向がみられ，消費電力やコピー用紙の消費量が増加した。しかし，自動車の燃費改善目標


