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Ⅰ. 組 織 の 概 要 
 

（１）事業所名及び代表者名 
 

井上機工株式会社 
 代表取締役 井上 芳久 
 取締役社長 佐野 勝俊 
 
（２）所在地 
 
 〒４１８－００２１ 
  静岡県富士宮市杉田１１３８番地 
 
（３）環境管理の責任者及び担当者氏名連絡先  
  
 環境管理責任者 ： 取締役技術部長  藤澤 尚朗 
 担当者     ： 生産管理担当   小沼 充生  
 連絡先     ： ＴＥＬ    ０５４４－２４－７０５０ 
           ＦＡＸ    ０５４４－２４－７０７３ 
           Ｅメール              konuma@inouekiko.co.jp 
 
（４）事業内容 
 
 空調機・冷凍機の部品加工及び組み立て 
 
（５）事業の規模 
 
 

 
 

 
 
事業年度：毎年 4月１日から翌年 3月末日まで 

  
単位 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

売上高 百万円 2,641 2,860 3,478 3,649 

従業員 人 98 99 99 99 

床面積 ㎡ 5,127 5,127 5,127 5,127 



　（６）敷地概要

◎都市計画法での用途地域指定   　　　　市街化調整区域
◎静岡県生活環境の保全等に関する条例での地域指定
　・騒音　：　　　　　第２種区域　
　・振動　：　　　　　第１種区域の２
　・悪臭　：　　　　　F種（臭気指数：１８）　　　　　　　　　  F種（臭気指数：18)
　・水質　：　　　　　潤井川水系
　・大気　：　　　　　富士宮市

会社　周辺地図



（７）実施体制の構築

　　　（１）社長は環境経営システムを運用・実施する実施体制を構築する。

図 ４．５（１）　環境経営システムの実施体制

　　　（２）社長は実施体制における、各自の役割・責任及び権限を以下の通りさだめる。
　 　　　 　 ①統括責任者

　・環境経営システムの構築及び見直し、環境経営マニュアルの制定並びに見直し
　・環境管理責任者の任命
　・環境方針・環境目標の決定並びに見直し
　・環境活動計画の承認
　・環境経営システムの構築・運用・維持に必要な経営資源（人材・設備・資金等）の準備
　・緊急事態発生時の統括
　

　　　　　　　②環境管理責任者
　・環境経営システムを確立し、実施・維持管理を継続的に運用
　・環境方針、環境目標、環境活動計画の立案
　・環境活動計画の推進状況把握と社長への報告
　・該当環境関連法規等の把握と管理
　・環境経営システムに関する規定類の整備
　・環境関連教育、訓練の計画策定と統括
　・緊急事態発生時の対応実施と報告
　・問題点発生に対する是正及び予防措置の対応指導
　・社長による環境経営システムの見直しのための情報を提供

　　　　　　　③部門管理者
　・環境活動計画の推進と必要とする資源の準備
　・該当環境関連法規等の遵守状況把握
　・環境教育・訓練の実施
　・緊急事態及び問題点が発生した場合、その処置と是正並びに予防処置の実施と報告
　・運用管理、監視・測定、記録管理

              ④EA21推進事務局
　・更新審査・中間審査など更新申請等に関わる事務手続き
　・環境活動レポート作成、データの収集と分析

　 　・環境教育訓練計画の企画　
　・教育資料の作成・配布・掲示　
　・活動の啓蒙、活動内容・取組結果の周知・公表など
　・EA21推進委員会定例会議の開催・記録

　   　　　 　⑤EA21推進委員会
　・環境5Sパトロールの実施（エコ視点での工場内巡回・自己監査）
　・上記パトロールによる統括責任者・環境管理責任者への環境経営システムの運用状況の報告
　・各部門での相互取組チェック及び改善箇所の相互指摘・改善
　・定例会議の実施（エコアイデア・エコアクションのPDCA）

改定：平成28年4月1日
　　　⑥従業員

　・エコアクション21活動の推進・実践
　　　節電・節水の推進、3Rによる廃棄物の削減
　・JIT活動での改善
　　　不良の低減、3M(ﾑﾘ・ﾑﾗ・ﾑﾀﾞ)の撲滅による生産性・稼動率の向上

第一製造
部門管理者部門管理者

鈴木室長

製造技術
部門管理者

藤澤部長

第二製造

植松次長

部門管理者

渡井次長

部門管理者 部門管理者

作成者

生産管理

統括責任者 管理責任者

品質管理
部門管理者

佐野課長石川課長

加工課

浅原課長

EA21推進委員会

EA21推進事務局

内部監査・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
藤澤　部長

各部門管理者

統括責任者
<取締役社長>

佐野　社長

<取締役技術部長>
環境管理責任者

藤澤　部長

金子　担当

第三製造

EA21推進事務局
事務局長

下山　課長

小沼　担当

社長
28.04.01
 佐野

技術
28.04.01
 藤澤

生管
28.04.01
 金子
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ＣＥ（コ－ルドエバポレータ） 

２階平面図 
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Ⅱ. 環 境 方 針 
 

基本方針 
 

井上機工株式会社は、空調器向け配管部品の製造及び納入を行う

生産活動において、環境に与える影響の低減と環境保全に対する取

り組みを経営課題の一つと考え、取引先と共に地球環境・資源の保

護及び環境汚染防止に努めて参ります。 
 
 
行動指針 
 
 日常行われる生産活動の中で下記「行動指針」を基に従業員全員

参加で具体的に模索、行動し継続していきます。 
 
①生産活動で発生する騒音、振動、大気・水質汚染の低減に努め、

事業活動に適用する環境関連法規等を遵守します。 
 
②生産活動により消費する原材料・エネルギーを大切にし、RoHS
を始めとした有害物質の使用禁止・削減管理に努めます。 
 
③生産活動により発生する CO2 の削減、廃棄物の低減化、並びにリ

サイクル化の推進、及び節水に努めます。 
 
④生産活動による不良品の低減を図り、ムダの排除に努めます。 
 
⑤全従業員の環境教育・訓練を実施し周辺地域の清掃活動及び緑化

推進等により、近隣住民との共生、調和に努めます。 
 
 

制定：平成 18 年 6 月 5 日 
改定：平成 22 年 4 月 1 日 

 

平成 27 年 4 月 1 日                     

井上機工株式会社 
   取締役社長 

                    佐  野  勝  俊 



環境目標値は、平成23年度実績値を基準として、策定した。

目標削減率 基準年度

単位 平成23年実績 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年

 二酸化炭素排出削減-省エネ推進 ％ -3.3% -3.5% -3.6% -3.7% -3.8%

二酸化炭素総排出量 kg-CO2 775,826 750,224 748,672 747,896 709,285 746,345

電力量の削減 ％ -3.3% -3.5% -3.6% -3.7% -3.8%

購入電力量 kwh 1,227,757 1,187,241 1,184,786 1,183,558 1,182,330 1,181,102

LPGの削減 ％ -3.3% -3.5% -3.6% -3.7% -3.8%

LPG購入量 kg 29,680 28,701 28,641 28,612 28,582 28,552

灯油の削減 ％ -3.3% -3.5% -3.6% -3.7% -3.8%

灯油購入量 L 13,652 13,201 13,174 13,161 13,147 13,133

ガソリンの削減 ％ -3.3% -3.5% -3.6% -3.7% -3.8%

ガソリン購入量 L 18,840 18,218 18,181 18,162 18,143 18,124

 廃棄物排出量削減-3R推進 ％ -5.2% -5.3% -5.4% -5.5% -5.6%

廃棄物の総排出量 t 70.3 67 67 67 66 66

一般廃棄物の削減 ％ -3.4% -3.6% -3.8% -4.0% -4.2%

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ再生利用 t 41.9 40 40 40 40 40

一般廃棄物の削減 ％ -5.6% -5.9% -6.2% -6.5% -6.4%

紙・ﾋﾞﾆｰﾙの熱回収 t 14.7 14 14 14 14 14

産業廃棄物の削減 ％ -5.6% -5.9% -6.2% -6.5% -6.8%

銅・鉄くず・他再生利用 t 13.7 13 13 13 13 13

 排水量削減-節水の徹底 ％ -3.4% -3.6% -3.7% -3.8% -3.9%

水の総排水量 ㎥ 4,150 4,009 4,001 3,996 3,992 3,988

水道水の節水 ％ -3.4% -3.6% -3.7% -3.8% -3.9%

上水排水量 ㎥ 1,304 1,260 1,257 1,256 1,254 1,253

トイレの節水 ％ -3.4% -3.6% -3.7% -3.8% -3.9%

下水排水量 ㎥ 1,660 1,604 1,600 1,599 1,597 1,595

工業用水の節水 ％ -3.4% -3.6% -3.7% -3.8% -3.9%

冷却水排水量 ㎥ 1,186 1,146 1,143 1,142 1,141 1,140

トリクレン洗浄の削減 ％ -2.2% -2.2% -2.3% -2.3% -2.3%

トリクロロエチレン購入量 kg 1,160 1,134 1,134 1,133 1,133 1,133

調達機器・資材のｸﾞﾘｰﾝ調達推進

環境性能重視・ﾘｻｲｸﾙ資材の採用

廃材料（銅材）の削減 ％ -6.2% -6.3% -6.4% -6.5% -6.6%

上銅・下銅排出量 kg 6,920 6,491 6,484 6,477 6,470 6,463

環境CSR対応

工場敷地内及び周辺清掃・

緑化推進活動

職場環境改善の推進

（工場内完全禁煙）

策定：平成28年4月28日

統括責任者 管理責任者 作成者

  Ⅲ.環 境 目 標

31

環 境 目 標 値 (実績値）

原材料・補助副資材のRoSH規制物質の不含有の継続・REACH規則の対応等

 化学物質の削減

 グリーン購入

環境目標項目

31

喫煙者への禁煙要請・工場内完全禁煙化実施・非喫煙者の優先雇用

 自らが生産・提供する製品及びｻｰﾋﾞｽに関する環境配慮

品目数 22 29 30

月１回の全体清掃活動・緑化推進活動の継続

31

社長
27.04.28
 佐野

技術
27.04.28
 藤澤

生管
27.04.27
 金子

※　二酸化炭素排出係数　H27年度より係数を見直し
購入電力：0.378⇒0.464⇒(H27)0.496kg-CO2/kwhにてすべて算出
LPG：0.0598kg-CO2/MJ
ｶﾞｿﾘﾝ：0.0671kg-CO2/MJ
灯油：0.0679kg-CO2/MJ



Ⅵ-5　次年度の取組内容（平成28年度 環境活動計画）



基準年度比 基準年度 評価年度 145% 目標削減率 

単位 平成23年実績 平成26年実績 平成27年実績 平成28年実績 生産高比 達成評価

 二酸化炭素排出削減-省エネ ％ 100% 113% 125% 142% 98% -3.3%

二酸化炭素総排出量 kg-CO2 775,826 878,229 971,709 1,105,374 762,327 ○
電力量の削減 ％ 100% 113% 125% 145% 100% -3.3%

電力購入量 kwh 1,227,757 1,388,643 1,528,710 1,781,185 1,228,403 △
LPGの削減 ％ 100% 132% 153% 183% 126% -3.3%

LPG購入量 kg 29,680 39,252 45,344 54,194 37,375 △
灯油の削減 ％ 100% 81% 76% 73% 51% -3.3%

灯油購入量 L 13,652 11,010 10,345 10,009 6,903 ◎
ガソリンの削減 ％ 100% 101% 118% 118% 81% -3.3%

ガソリン購入量 L 18,840 19,035 22,212 22,144 15,272 ○
 廃棄物排出量削減-3R推進 ％ 100% 113% 198% 193% 133% -5.2%

廃棄物の総排出量 t 70.3 79.5 139.0 135.6 93.5 △
一般廃棄物の削減 ％ 100% 124% 211% 223% 154% -3.4%

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ再生利用 t 41.9 51.8 88.5 93.4 64.4 △
一般廃棄物の削減 ％ 100% 110% 112% 92% 64% -5.6%

紙・ﾋﾞﾆｰﾙの熱回収 t 14.7 16.1 16.4 13.6 9.3 ◎
産業廃棄物の削減 ％ 100% 84% 249% 209% 144% -5.6%

銅・鉄くず・他再生利用 t 13.7 11.6 34.1 28.6 19.7 △
 排水量削減-節水の徹底 ％ 100% 146% 132% 120% 83% -3.4%

水の総排水量 ㎥ 4,150 6,061 5,461 4,992 3,443 ◎
水道水の節水 ％ 100% 146% 132% 120% 83% -3.4%

上水排水量 ㎥ 1,304 1,905 1,716 1,569 1,082 ○
トイレの節水 ％ 100% 146% 132% 120% 83% -3.4%

下水排水量 ㎥ 1,660 2,424 2,185 1,997 1,377 ○
工業用水の節水 ％ 100% 146% 132% 120% 83% -3.4%

冷却水排水量 ㎥ 1,186 1,732 1,560 1,426 984 ○
 化学物質の削減

トリクレン洗浄の削減 ％ 100% 200% 200% 175% 121% -2.2%

トリクロロエチレン購入量 kg 1,160 2,320 2,320 2,030 1,400 △
 グリーン購入

調達機器・資材のｸﾞﾘｰﾝ調達推進 29
環境性能重視・ﾘｻｲｸﾙ資材の採用 △

 自らが生産・提供する製品及びｻｰﾋﾞｽに関する環境配慮

廃材料（銅材）の削減 ％ 100% 103% 179% 220% 124% -6.2%

上銅・下銅排出量 kg 6,920 7,120 12,412 15,206 8,560 △
環境CSR対応 ◎
工場敷地内及び周辺清掃・

緑化推進活動

職場環境改善の推進

（工場内完全禁煙）

作成：平成29年4月27日

統括責任者 管理責任者 作成者

喫煙者への禁煙要請・工場内完全禁煙化実施・非喫煙者の優先雇用 ◎

27品目数

原材料・補助副資材のRoSH規制物質の不含有の継続・REACH規則の対応等

月１回の全体清掃活動・緑化推進活動の継続 ◎

22

  Ⅴ-1.環境目標の実績-(負荷実績）
　負荷実績は、その年の生産量に比例して購入量や排出量が増減する。

目標の達成評価は、基準年度(平成23年度)と評価年度（平成28年度）の生産高比較（総売上比）とした。

環境目標項目

27 27

社長
29.04.28
 佐野

技術
29.04.27
 藤澤

生管
29.04.27
 小沼

※1　H28年度の生産高比は145％（対H23年度総売上比）とする。
※2　二酸化炭素排出係数　H28年度係数見直し
　　　 購入電力：0.378⇒0.464⇒0.496⇒(H28)東京電力：0.491kg-CO2/kwh、
 　　　　　　新電力（エナリス）：0.472kg-CO2/kwhにて算出
LPG：0.0598kg-CO2/MJ
ｶﾞｿﾘﾝ：0.0671kg-CO2/MJ
灯油：0.0679kg-CO2/MJ












