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 Ⅰ 事業活動に係る環境配慮の方針等 
１． ごあいさつ 

 
当社は、地球環境の保全が人類共通の課題であることを認識し、経営の重点課題の一つと

して『ＳＤＧｓに対する積極的な取組み』をあげており、事業活動全域において環境負荷低

減活動を展開しております。 

「お客様にご満足いただける高品質製品の提供」とともに「事業活動全域における環境保全

に配慮した活動の展開」を 重点目標とし、会社環境方針として、①廃棄物の削減・有価物

化・再利用化、②カーボンニュートラルの目標実現に貢献すべく省エネルギ—化を掲げ全体

としての温室効果ガス、特に二酸化炭素(CO2)の低減を図るため継続的に改善活動を行って

まいりました。 

この方針を実現するために的確な資源を提供し、品質・環境マネジメントシステムを構築

し、推進しながら常に結果を見直すＰＤＣＡサイクルを廻すことで継続的改善を図っており

ます。 

活動の指標としまして、品質・環境方針に基づき、定期的に会社目標を設定し、年度毎に

具体的な目標を設定して、各部門において目標達成のための活動を展開しています。 

これまでに環境負荷低減を意識した教育並びにＰＤＣＡを通じた具体的な省エネルギー活動

に力をいれ進めてまいりました。こうした継続的な取組みの結果、少しずつですが実績を上

げてきております。 

エネルギー起源（電気、ガス、ガソリン）による 2021 年度 CO2 排出量は、2013 年度

対比で７８２トン、３１．１％削減となりました。 

品質・環境関連法規制及びその他の要求事項を遵守しながら、社員一人ひとりが環境改善

に取り組むことにより、品質向上にもつながることを理解してもらっております。これから

も新たにＳＤＧｓに対する積極的な取組みや環境保全活動を力強くかつ継続的に推進してま

いります。 

このたび、2021 年度の活動状況をまとめホームページに公開しました。 

お客様をはじめ株主様、関係者の皆様のご理解とご指導ならびにご支援を心からお願い申し

上げる次第でございます。 

 

２０２２年 7 月 

                                

      
 

日本製罐株式会社 代表取締役社長  松田 豊彦 
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2.当社の品質・環境方針 
  当社は、2005 年 3 月に、品質と環境を統合した「品質・環境方針」を制定し運用して 

おります。当社は創業以来、「お客様にご満足いただける高品質の製品」を安定的に継続 

して開発・製造し提供することにより、お客様と共に発展していくことを最重点方針と 

してまいりました。 

地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減にむけ、ますます省エネルギーの重要性が 

叫ばれる時代に直面しております。 

当社は、今後もしっかりした「技術の日罐」として、省エネルギー化の推進と高い品質を

もった製品の提供を継続してまいります。 

 

 

 
※当該方針は、場内に掲示され全従業員周知のうえ行動指針としております。 
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3.事業の概要 
 

■会社概要（2022 年 4 月 1 日現在） 

 ⊿商  号  日本製罐株式会社 

 ⊿本社所在地 〒331-0811 

        埼玉県さいたま市北区吉野町 2－275 

 ⊿主な事業所 本社、千葉工場 

 ⊿設  立  大正 14 年 6 月 

⊿資本金   738 百万円 

 ⊿従業員数  127 名（2022 年 3 月現在）   

    

■事業概要及び業績（2022 年 3 月期）  

⊿主な事業内容  金属缶の製造・販売 

       ⊿業績推移 

 

 
 

 

   ■環境報告書の対象範囲 

    ⊿対象組織 環境負荷データ：本社工場、千葉工場 

    ⊿対象期間 2021 年度（2021 年 4 月 1 日～2022 年 3 月３１日）。 

          比較推移のグラフデータには対象期間外を対象とする場合 

がありますが、その場合は対象時期を明記しています。 

   ⊿発行日      2022 年 7 月 29 日 

   ⊿次回の発行予定  2023 年 7 月 

   ⊿本報告書の作成部署及びお問い合わせ先 

             日本製罐 株式会社 人事・総務部 

                         TEL: 048-665-1223  FAX:048-651-9031 
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Ⅱ環境負荷低減に向けた取組と成果 

1．当社の重要課題 
 昨年度、「持続可能な開発目標(SDGs)」の取組みの一貫として、埼玉県並びにさいたま市 

への取組み宣言を実施し、目標を掲げ活動を開始しております。 

さらに、既存のコンプライアンスポリシー（企業行動基準）を基盤に、品質・環境方針にも 

連動させ、８つの重要課題(マテリアリティ)を設定しました。 

当社の経営思想を踏まえ、経営と一体となった社会的責任への取り組みを推進していくための 

指標となります。 

「持続可能な開発目標(SDGｓ)」のに対する当社取り組みと関連付けて進めて参ります。 

            当社の重要課題と実行項目 

マテリアリティ 

重要課題 

具体的な取り組み内容 ＳＤＧｓへの貢献 

 

1.社会ニーズに寄

り添った製品・サー

ビスの提供 

・ISO9001 をﾍﾞｰｽに品質マネジメントシステムの

運用 

・顧客満足度調査及び分析による要望事項への対応 

・内容物の多様化に対応する各種内面ﾌｨﾙﾑ缶の提供 

  

2.品質保証の充実  ・製品検査体制の充実 

・食品衛生法に準拠した材料の使用 

・独立した品質保証室による品質保証体制の強化   

3.環境への貢献 ・ＳＤＧｓの取組（埼玉県及びさいたま市ＳＤＧｓ

認証制度の維持への対応 

・ISO14001 をﾍﾞｰｽに環境マネジメントシステム

の運用。 

・彩の国埼玉環境対象奨励賞受賞 

・省エネ活動・ﾘｻｲｸﾙ活動の推進 

 

   

4.サプライチェー

ンとの共存共栄 

・災害時、事業復旧し継続するための計画策定 

・BCP（事業継続計画）の策定にともなう継続 

運用   

5.ステークホルダ

ーの信頼維持 

・当社 HP での IR 情報の公開 

・上場企業としてのガバナンス体制の構築と開示 
  

6.地域社会への貢  

 献 

・地域クリーン作戦の実施 

・次世代を担う人材育成に資する取り組み 

・埼玉県緑のﾄﾗｽﾄ協会への入会及び保全活動への 

取り組み 

   

  

７.従業員の尊重 ・従業員の疾患予防（健康診断・メンタルヘルスチ

ェック etc.）の取り組み 

・資格手当や資格取得奨励金の給付による従業員 

取り組み意識の向上 

・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」取得へ

の取り組み 

・埼玉県ｼﾆｱ活躍推進宣言企業認定取得 

 

 

   

8.コンプライアン

スの徹底 

・コンプライアンス委員会の設置・開催による意

識向上 

・コンプライアンスマニュアルの作成及び教育  
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2．当社の事業活動に係る環境配慮の取組み体制 

 ■環境マネジメントシステム（EMS）の状況 
  当社では、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ体制におきましては、品質と環境を統合しており、各々品質管理 

責任者並びに環境管理責任者を配置し運用しております。 

毎月、ISOMS 推進委員会(経営連絡会)を社長が主催し、品質・環境管理責任者、各部長、 

関連管理職並びに ISO 事務局で構成されています。 

環境方針に沿って決めた目的・目標の達成状況を、各部門別に発表し進捗状況を確認 

しています。 

   さらに年に１回、この委員会の場でシステム全体のマネジメントレビューを実施し、 

活動の有効性・適切性・妥当性を判断しています。 

 
      ISO 対象組織図 

■印は EMS 推進者 
★印はトップマネジメント 

千葉工場

★ 社 長

★ 常 務
■品質保証室

■営業部■人事・総務部 ■管理部

■環境管理責任者

■技術部■ 製造本部

■製造1部 ■製造2部

 

■ISO14001 認証取得状況 
  当社では、製造の主要 2 拠点において、ISO14001 の 2015 年度版の統合認証を取得し

ています。 

拠点名 ISO14001 認証取得時期 

本社工場 2002 年 11 月 

千葉工場 2002 年 11 月 

 

■環境報告の信頼性に係る内部統制 
当社では、製造拠点並びに技術部門の他、全部門を対象に環境 ISO に係る内部監査を年 2 回 

実施しています。内部監査員は、指定された研修を受け監査人としての基準を満たした従業員が

任命され、自部門以外の監査を 2 名体制で実施しています。第 3 者による外部審査も受けていま

す。 

2021 年度は、重大な指摘事項はありませんでしたが、改善の機会事項が内部監査で 8 件、 

外部監査で 6 件ありました。改善指摘ではありますが、統合 ISO の観点から見直しを行い、 

環境マネジメントシステム強化に取り組んでいます。 
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3.環境配慮の取組み状況 

（１）総エネルギー投入量の削減 
2021 年度は通期の結果として直近３年間の比較において、生産量の増減に影響を受ける 

因子でありますが、電気の使用量は横ばい、ガスについては本社工場は微増、千葉工場では 

減少という結果となりました。 

過去「省エネ診断」を受診後、年度毎に実施してきました設備面での改善（照明の LED 化・ 

空調の省エネ設備への更新・外壁及び屋根の遮熱塗装・変圧器の更新など）の効果が出て 

おります。 

2022 年度も設備総合効率向上（設備の停止・故障時間の削減など)、不良削減による 

無駄なエネルギーの排除に向けた活動を推進して参ります。 

＜電力・ガス（LPG・都市ガス）使用量の推移＞ 
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★省エネ：令和 2 年度省エネ対策に取り組む優良事例として紹介されました！★ 

 
 

（2）水資源投入量の削減 
 当社の製造工程では水資源の使用はほぼありませんが、日頃の節水に向け取り組んで 

おります。2020 年の 1 月には、本社工場の女性用トイレを節水タイプへ切り替えを 

行ないました。2021 年度は、前年度より約９％削減しております。 

      
 

（3）資源等の循環的利用の状況 
  当社は納入業者に対して「環境方針」を主とした環境経営の取り組みをご理解いただき、 

協力を呼びかけて環境負荷低減を推進しています。 

 

 ◆事例①：資源有効利用（有価物）の継続 

缶に嵌めているプラスチック製の保護キャップは、従来有色を使用しておりました。 

昨今の中国等へのプラスチック廃棄物の輸入停止に伴う廃棄化を懸念し、2021 年度、 

有色⇒無色へ統一することにより有価物化の継続に向け取り組みを実現させました。 

また、これまで実施してきております納入缶付属の結束バンドの回収、紙類の有価物化 

も推進し、廃棄物の削減に努めております。 

 ◆事例②：梱包容器のリユース化 

協力会社より購入しております納入原材料品の梱包については、各事業者様のご協力 

を頂き、通い箱としまして段ボールや樹脂コンテナを再使用しております 
◆事例③：残渣物の再利用 

本社工場では、かつてより当社製造工程で使用済みの水性接着剤（使用後の容器やライン

上のｻﾌﾞﾀﾝｸに付着している分）を回収し、PH 調整剤で中和した後、乾燥させ専門業者にて

固形燃料化として再利用しております。 
 

埼玉県では省エネ補助金や環境み

らい資金融資などを活用し、省エ

ネ・省 CO2 対策に取り組む中小企

業等の優良事例を紹介しています。 

当社の取り組み事例が令和 2 年度

優良事例となり、県ホームページに

掲載されています。 

(左図 HP 掲載) 
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（4）総製品生産量の推移 
  当社の生産物のアウトプットを示す例としまして総製品生産量の推移を示します。 

  下図は、2021 年度の総製品生産量（半製品は含まず）を重量(t)換算で示したものです。

2020 年度と比して微増の状況となりました。 

 
（5）温室効果ガス等（CO2 排出量）排出量の削減 

当社は、温室効果ガスのうち、二酸化炭素 CO2 の排出量について、本社と千葉工場で使

用している電気・都市ガス・LPG 並びにガソリンの使用量より換算した排出量を監視して

きました。 

CO2 排出量の削減目標につきましては、2020 年度までは、2013 年度比 26％減の目

標でしたが、２０２１年１０月に COP26 が開催され、2050 年カーボンニュートラル及

び 2030 年度 46％削減に向けて、あらゆる社会経済活動において脱炭素を主要課題の一

つとして位置付けられました。 

現在の目標は、COP26 の削減目標に準拠し進めております。 

●当社のエネルギー起源二酸化炭素（CO₂ ）排出量と売上高原単位(/100 万円)対比 

 

●1 人当たりの排出量 

 

  2021 年度は、生産量の増加に伴い、全体の排出量は前年度よりやや増加しましたが、 

売上高対比では減少しています。また、2013 年度比では、約 31％の削減を達成して 

います。2030 年度までの目標達成を目指し、生産設備の省電力化や日頃の節電活動に 

ついて引き続き強化していきます。 
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（６）各種法規制・条例遵守への対応と実績 
 当社は「品質・環境方針」の中で「環境関連法規制及びその他の要求事項を順守 

して、環境汚染の改善と予防に努めます」と定め、年度初めには関連する法規制 

の実施計画を策定、その順守状況については、年 1 回のマネジメントレビューの機会に 

社内周知を含め報告を行っております。 

   ２０２１年度結果：該当の各法規制・条例への対応において対応漏れ等の不具合並びに 

           結果にも異常は認められておりません。 

規制：対象事業所：◎　対象外：×　自主的実施：〇　

2021
年度
対応
実績

頻度
調査
機関

-
1回/5

年
社外

● 年1回 社外

 緊急時 社外

● 年1回 社外

●
1回/
2カ月

社内

●
1回/
3年

社外

●
1回/

年
社外


1回/
3年

社外

●
1回/

年
社外

● 同左 社外

●
2回/

年
社外

 同左 社外

●
1回/
3カ月

社外

●
1回/

年
社外

●
1回/

年
社外

2021年度各種環境関連法規制遵守及び結果状況

基準内

騒音規制法 ◎ 騒音調査（本社・千葉） 基準内

振動規制法 ◎ 振動調査（本社・千葉） 基準内

水質汚濁防止
法　第2条 ◎ 貯油施設からの事故時の流出

下水道法

ＰＣＢ特別措
置法 ◎

悪臭防止法 ◎ 臭気調査（本社・千葉） 基準内

水質調査・下水（本社）

〇
水道使用量より下水排出
量の算定、監視

〇

基準内

基準内水質調査・雨水（千葉）

事例無し

前年度分のＰＣＢ含有物有
無の調査

基準内

結果異常無し

を経営連絡会で
周知

対象法令 規制 管理項目

水質汚濁防止
法

〇

結果

〇 水質調査・雨水（本社）

消防法（地下
タンク） ◎

定期点検（毎年:内部）
定期点検（1回/年:外部）

結果確認後、必
要に応じて関係

者へ報告

労働安全
衛生法

（有機則）
◎ 作業環境測定 基準内

フロン排出抑
制法 ◎

定期点検
　（空調・コンプレッサー）

基準内

高圧ガス保安
法 ◎（千葉）

定期点検
　　（バルク5年、蒸発器3
年）

基準内

浄化槽法 ◎（千葉） 点検 基準内

◎
行政へ排出量の届出

（対象3物質）
化管法

（PRTR）
6月実施済み

 
＜具体例＞ 

〇排水の水質分析結果と水質汚濁負荷量 

  当社は、水質汚濁防止、下水道法におきまして法規制上の「特定施設」は保有せず 

法・条令の適用外ですが、自主的に法令に準じた社内基準を設けて管理しています。 

＜※水質汚濁法第 14 条第 1 項及び埼玉県生活環境保全条例第 69 条の規定に基づく＞ 

  主要な汚染物質について 2021 年度の排水の水質検査（年 1 回）において検出された値を

下表にまとめました。結果、例年通り、基準値を下回る状況で推移しております。 

項目 下水道排除基準 実測値 
水素イオン濃度(ph) 5～９未満 7.6 

生物化学的酸素要求量

（BOD）(㎎/ℓ) 
600 未満 44.2 

浮遊物質(SS)量(㎎/ℓ) 600 未満 126 

窒素含有量 (㎎/ℓ) 240 未満 6.2 

      ＜埼玉県環境検査研究協会 2021 年 5 月 10 日採取結果より＞ 
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〇騒音、振動、臭気の調査結果 

  当社は、工場周辺の生活環境に配慮し、さいたま市生活環境の保全に関する条例 

（騒音、振動）、悪臭防止法（臭気）の調査を敷地境界において定期的に実施して 

おります。（騒音：年 1 回、振動・臭気：1 回/3 年） 

  2021 年度の結果につきまして下表にまとめました。 

   ＜騒音＞ 特定施設の機械稼働時間帯(8:30～17:30) 
項目 さいたま市告示 

第 3 種区域 

基準時間帯： 

昼:8～19 時（dB） 

実測値 

定点観察（4 カ所） 

測定①  ９時 65 以下 60.5 61.6 60.7 59.8 

測定② 14 時 65 以下 63.8 63.3 65 64.7 

測定③ 17 時 65 以下 57.3 58 59.1 58.6 

      ＜人事・総務部 202２年 3 月 17 日測定結果より＞ 

＜振動＞ 
測定

点 

項目 さいたま市告示 

第 2 種区域基準（dB） 
実測値 

NO.1 昼間 1 回目 65 以下 42 

昼間 2 回目 65 以下 41 

NO.2 昼間 1 回目 65 以下 38 

昼間 2 回目 65 以下 38 

      ＜埼玉県環境検査研究協会 2019 年 6 月 17 日測定結果より＞ 

＜臭気＞ 
項目 埼玉県条例第 2 種区

域（A 区域）に基づ

く基準 

敷地境界線１ 敷地境界線 2 

臭気指数 13 未満 10 10 

臭気濃度 20 未満 10 10 

ﾄﾙｴﾝ 10 ㏙ 0.03 0.01 

ｽﾁﾚﾝ 0.4 ㏙ 0.01 未満 0.01 未満 

ｷｼﾚﾝ 1 ㏙ 0.01 未満 0.01 未満 

      ＜埼玉県環境検査研究協会 2020 年 5 月 28 日採取結果より＞ 

 

〇化学物質の適正管理への取組み 

  当社では、製缶工程で取り扱う材料並びに希釈剤に含有する 3 種の溶剤（第 1 種指定 

化学物質）が、一定の使用量（年 1t 以上）を超えるため、毎年、PRTR 制度並びに県の 

条例に準じてさいたま市へ届出を行っております。 

下図に示します 3 種の溶剤を含有する材料は、指定材料のため変更は容易でなく、印刷 

適性（乾燥性など）の観点から溶剤種を変更するのも困難な状況です。 

このため、定期的(年 2 回)な作業環境測定による溶剤の暴露レベルの確認の他、取り扱い 

時の安全配慮として、局所排気装置の使用、作業者の保護具の着用、SDS(安全データシート 

の活用により従業員への教育を行い、作業の標準化による環境・人への暴露防止に取り組ん 

でおります。 

これまでに第 1 種指定化学物質を含有しない水性系の材料への変更により、脱有機溶剤 

を実現した事例もあり、今後も代替に向けて検討して参ります。 
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             ＜対象 3 溶剤の各取扱い量の推移＞ 

   
 

〇環境法規制改訂への対応 

環境関連の法規制等の改正情報については、情報を入手した時点で関係方面への連絡を実

施し、関係者へ周知し取り組んでおります。 

 

２０２１年度事例： 

➀労働安全衛生法と特定化学物質障害予防規則等の改正（2021 年 4 月 1 日施行）に 

伴う対応 

2020 年 9 月：金属アーク溶接等の作業時に発生する「金属ヒューム」に対し、関係者 

への改正要旨の教育実施。 

2021 年 9 月：外部機関による作業場の実地調査に基づき保護具等の対応実施。 

 

➁PCB 使用機器処分に伴う進捗状況 

2023 年 3 月末（PCB：高濃度)、2027 年 3 月末(PCB:低濃度)までの処分対応 

2018 年より調査開始、毎年 6 月には各年度の状況報告を県へ報告。 

終処分につきましてはプロジェクトチームを発足、計画作成のもと進捗を管理。 

2021 年 3 月：微量 PCB 汚染物の処理終了。高濃度処分は、2023 年 3 月予定。 

 

➂廃棄物処理法の改正(2017 年 10 月)に伴う対応 

水銀廃棄物に関する規制が強に伴い、廃蛍光管（水銀使用製品産業廃棄物）に対する 

保管時、廃棄時のマニフェストへの対応が義務化されています。 

当社では、場内の蛍光灯の LED 化を 2014 頃より着手し、2017 年に主要部は 

ほぼ終了、取りこぼしの有無の調査を繰り返す中で 終的に 2021 年 5 月に 

全て完了しております。 
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(7)廃棄物削減状況 

①鉄スクラップ 
 

 〇鉄スクラップは再資源化できる有価物として当社は、ほぼゼロエミッション達成中。 

 
 〇不良缶スクラップ削減の状況 

鉄スクラップの発生量のうち不良缶スクラップは明らかに無駄なロスであり、常に削減 

していかなければならない命題として取り組んでいます。 

直近では、生産缶数の増減とともに端材の排出量は変化しますが、不良缶排出重量の 

比率はやや増加傾向となっており、2022 年度は改めて無駄の削減に向けて取り組んで 

参ります。 

 
 

＜関連 トピックス＞ 

 

●スチール缶のリサイクル率が高い理由● 

 

 １．住民の分別の徹底に対し協力が得られており、自治体や事業系の 

   分別の体制が整っています。 

 

2.  資源化センターやスクラップ加工業者の選別精度・加工精度が向上 

している事から、高品質のスクラップとして評価を受けているためです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年度スチール缶リサイクル率

（ 新情報） 

再資源化 

重量 

369 

千トン 
94.0％ 

消 費 

重 量 

393 

千トン 
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② 廃棄物種類別排出実績 
再資源化できない廃棄物は、廃木片、廃油、有価物化できない廃プラ（汚損等による）が 

該当します。これら以外の古紙、プラスチック、段ボールは、分別等の徹底により再資源 

化品（有価物）として処理しており、総排出量も徐々に減少しております。 

 
 

＜各種廃棄物の推移＞ 

 
・廃木材増加・・・千葉工場 2.5ｔ。工場全体の 5S による一時的な増加分発生。 

 

 
・廃油減少 ・・・当年度は、設備廃棄があったものの廃油増分の影響が少なかった状況。 
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 ・廃油・廃プラ産廃分・・・一部見直しによる有価物化より前年度より減少。 

 

③ 総排出量に占める廃棄物と再資源化品（有価物）量の比較推移 
  2013 年度途中より再資源化可能の廃棄物を有価物の扱いとして管理を開始。 

総排出量の大半は有価物ですが、この有価物の削減(ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化等)も含めて 

今後も総排出量の削減に努めて参ります。 

 

 

  
総排出物における廃棄物の比率は、2%未満を推移しています。 

2021 年度は期中において設備類の処分(113t)、並びに不稼働鋼材、不良缶等の処分で 

（170ｔ）、合計約 300t の増加となりました。 

今後、廃棄物の内訳をさらに精査し、有価物化できるものへの取組みも実施して参ります。 
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       4. 環境配慮の取組み 

（１）ＳＤＧｓ活動 

           SDGｓの取組み（環境への貢献） 

  

 

  

 
コンプライアンス委員活動の場を利用し、SDGｓの概要について、 

2 回に分けて、SGDｓ勉強会を開催しました。（開催：2021 年 7 月・8 月） 

       
 
 
 
 
当社での環境分野の SDGｓの取組を『埼玉県環境 SDGｓ取組宣言企業取組報告』 

として埼玉県ホームページ上で PR しています。この SDＧｓ取組宣言により、 

企業イメージ UP 及び多様な人材確保を目指します。又、年 1 回の進捗状況を報告する 

ことにより、更なる高みを目指します。（取組宣言：2022 年 1 月 11 日） 

 

 

 

 

SDGｓセミナーや温室効果ガス排出削減セミナーなど SＤＧｓ関連の各種セミナーを 

開催しており、情報収集や教育の場として利用しています。（加入：2022 年 2 月 3 日） 

 
埼玉県内にある埼玉県保有の 14 ヶ所の保全地の環境保全ボランティアスタッフとして 

2 ヶ所に登録し、活動への参画を予定しています。（加盟；2022 年 2 月 10 日） 

              

2021 年度のトピックス 

SDGｓ社内教育 

埼玉県環境 SDGｓ取組宣言 

 

埼玉県 SDGｓ官民連携プラットフォーム加入 
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 さいたま市 SDGｓ認証は 3 つの分野から構成され、全ての基準をクリアーすることが 

 必須でありましたが、見事認証を受けることができました。（認証：2022 年 3 月 8 日） 

 ➀企業のコンプライアンスなど 10 項目からなる『マスト SDGｓ』 

②経営の基礎部分に関する 95 項目からなる『ベーシック SDGｓ』 

③企業ごとに目指す目標を 3 つ以上挙げる『チャレンジ SDGｓ』 

 

さいたま市文化センターにて企業認証式が行われ、清水勇人さいたま市長より 

認証書を授与されました。 

    
                          『認証ロゴ』 

                     

 

 

さいたま市 SDGｓ取組活動の一環として実施しています。 

エコキャップ運動を通し、ペットボトルの回収をすることで世界の多くの子供達の命を 

救う活動に協力しています。回収したペットボトルのキャップが世界の子供達へのワクチン 

に替わり、寄付しています。（実施：2022 年 2 月より） 

   
 
                                        
 
 
 
 

さいたま市 SDGｓ認証 

エコキャップ活動推進 
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（9）環境保全に係る取組み 

①コピー用紙の選択 
当社では、国内外の森林保全のためにコピー用紙は、2013 年度 6 月より森林保全に 

配慮して生産された PEFC 認証（エコ NET や GPN 掲載品）用紙を本社工場並びに千葉 

工場において 100％購入し使用継続しております。 

                          

②グリーン購入 
2011 年 4 月のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達推進に関する法律）の 

施行後より、当社では物品購入時のグリーン購入対象品への切り替えを推進してきました。 

購入対象品の一覧表を作成し、原則、その表に記載されたものを購入するように努めて 

参りました。 

今後、対象品を適時増やしながらさらに会社全体で継続して参ります。 

 

5.利害関係者とのコミュニケーション 

 (1)顧客とのコミュニケーション 

  ☆2021 年度「環境負荷低減」に関する「顧客満足度調査」の結果 

   お取引先が環境負荷低減に関して、当社に対する要望事項の変化を調査するため、 

  毎年度のテーマとして取り組んでおります。 

  この環境調査結果を気づきのﾁｬﾝｽと捉え、環境満足度向上の為にさらなる改善に 

つなげております。 

  
 (2)地域社会との協調 

①安全 5S パトロール 
環境保全活動を含め,各部門より選出された安全 5S 委員により月１回の「５S パトロール」 

本社・千葉工場敷地内及び敷地周辺を対象とし実施しています。 

このパトロールは月 1 回実施し、社内の日常的な整理整頓・環境整備・危険個所の点検・ 

危険物管理状況の点検等も含め、緊急事態の早期発見に努めています。 
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②地域清掃活動 
 毎月 1 回、「クリーン作戦」と称し、工場敷地内、敷地周辺の清掃を行い、 

地域の環境美化へ貢献しています。 

                                              

               
Ⅲ環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑにおける活動 

(1) 活動報告 
   社長が主催し、環境管理責任者、各部長及び関連管理職、ISO 事務局で構成。 

月 1 回開催。環境方針に沿って決めた、目的・目標の達成状況を、各部門別に 

発表し、進捗状況を確認しています。 

   さらに年に１回、この委員会の場でシステム全体のマネジメントレビューを実 

施し、活動の有効性、適切性、妥当性を判断しています。 

 

(2) 社内外の環境に関する緊急時の体制 
 緊急事態（重大な環境変化や環境に悪い影響を与える等）社内外の情報に対して 緊急 

事態の対応フローに準じて緊密な連携（外部利害関係者への情報提供等）をとりながら 

対応する体制となっています。 

 

◆主な社内訓練◆ 

地下タンク漏洩訓練実施(2021 年 11 月 5 日 本社工場) 

  補正ニス漏洩訓練実施(2022 年 3 月 16 日 本社工場、2021 年 11 月 5 日 千葉工場)  

  LPG ガス漏洩訓練（2021 年 11 月 5 日 千葉工場） 

   

(3)当社の環境側面抽出と特定化 
当社は毎年 1 回（3 月末を目処）当社の事業活動、製品がもたらす環境への変化について、①製造

工程、②製造ライン、③敷地内、④各フロアー、⑤その他事業所境界内全域、⑥影響を及ぼすことが 

できる利害関係者など当社の環境マネジメントシステムの全ての適用範囲内における環境負荷につい 

て調査し、環境工程図を作成後、各部門別に環境側面を抽出した「著しい環境側面」を抽出し低減に 

向け取り組んでいます。 

 

2021 年度の主な著しい環境側面 

・電力の消費：省エネ 環境方針に準拠 

・鋼材スクラップの廃棄：資源の枯渇 環境方針に準拠 

・コンプレッサーエアー配管漏洩：省エネ 環境方針に準拠 

・原材料廃棄物：廃棄物：リスク評価 
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(4)社内教育 
当社は、「品質・環境方針」を周知徹底して、環境負荷低減のための PDCA を廻し、 

当初の目標を達成する目的で、次の教育訓練方針に準拠した教育を実施しています。 

 

◆教育訓練方針◆ 

 業務に必要な、各個人の持っている顕在、潜在の能力を発揮させ、個人的 

資質及び組織的資質を上げることにより、会社目的を達成し、社会に貢献して

いく。 
 

 
 

 

 

★新入社員教育 

全新入社員（パート・アルバイト含む）を対象として環境一般の教育（環境方針、環境マ

ネジメントシステム概要、緊急時の行動規範等）を実施、具体的な取組み状況の説明や理解

度テストなどを交えて実施しております。 

 

★資格取得促進 

    次世代の人材育成も兼ねて、外部(国・県・指定機関等)の資格取得を推進しています。

2021 年度実績：危険物取扱者 1 名、特別管理産業廃棄物管理責任者 1 名、特定化学物

質作業主任者 1 名、プレス作業主任者 3 名、有機溶剤作業主任者 2 名等。 
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(5)環境に関する監査の状況 
（１）外部監査の結果 

当社では、2002 年 11 月の ISO14001 環境マネジメントシステム認証取得以降、 

審査機関 JQA との契約に基づき年 1 回定期審査と 3 ヵ年 1 回の更新審査を受けて 

きました。2021 年 3 月の品質・環境の審査を受審しましたが、重大な不適合も無く、 

更新継続の評価を受けています。 

                                         
 

（２）お得意先様監査の結果 

 2021 年度は、コロナ禍の影響もあり、実地監査（品質・環境）は 1 件で、 

重大な指摘はありませんでした。 

 

（３）内部監査の実施 

当社では年 2 回、ISO 定期内部監査を実施しています。内部監査員が自分の 

   所管以外の各部門に対して監査しています。（監査の独立性順守） 

① ISO 規格要求事項に沿った基本事項が守られているか。 

② 改善活動が当初の計画に比べてどのように進捗しているか。 

③ 環境関連法令は順守されているか。 

④ 行政機関に対する届出は適正になされているか、等。 

    内部監査員の多様性のため、一般社員の多能化の目的のもと、各部門で内部監査員育成

のための年度計画を立てています。外部機関で開催される内部監査員養成講座を受講させ、

社内監査要員の拡大を図っています。 

 

 




