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表紙

組織の概要

対象範囲

環境経営方針
環境経営目標
環境経営計画

環境経営計画の実績

段ボールケース・包装資材の製造

北九州市小倉南区舞ヶ丘1-1-1
TOTO(株)舞ケ丘工場内

54 衛生陶器製品の梱包出荷業務の請負

中津事業所
大分県中津市大字是則700

TOTO(株)サニテクノ中津工場内

社名　：　太陽インダストリー株式会社
本社所在地：福岡県北九州市小倉南区湯川４丁目１－1

事業所名 所在地 事業活動内容

本社 北九州市小倉南区湯川4丁目1-1 組織全体の総務・経理・人事等の管理業務

戸畑工場 北九州市戸畑区川代2丁目3-7

129 衛生陶器製品の製造・検査及び梱包出荷業務の請負

大分事業所 大分県臼杵市大字武山1894-1

代表者　：　代表取締役社長　　水口　真

※赤線枠が対象工場、事業所

段ボールケース・包装資材の製造、販売

中津工場 大分県中津市上如水1342番地 人工大理石・樹脂成型品・FRP製品の製造

中津新田工場 大分県中津市大新田425-2 58
レジンコンクリート製品・FRP製品の製造
重量物 段ボールケースの製造、販売・太陽光発電事業

小倉事業所
北九州市小倉北区中島2-1-1

TOTO(株)小倉工場内
38 衛生陶器製品の製造及び梱包出荷業務の請負

舞ヶ丘事業所

― CONTENTS ―

事業者名及び所在地

(１) 組織の概要

売電事業部 ： 中津新田工場太陽光発電所

設置容量：699.3 kw

設置枚数：2590 枚

発電出力：500.0 kw

売電事業部は、中津新田工場、３棟分の屋根に

太陽光発電装置を設置し発電を行っています。

発電した電気は全量を売電していますが、太陽光

エネルギーを生成する場合、二酸化炭素や窒素化合物

などの有害物質を発生させないため、地球環境保護に

貢献している活動となります。
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〈アクセス〉

・ＪＲ九州(日豊本線)中津駅より車で約10分

・ＪＲ九州(日豊本線)東中津駅より車で約5分

・東九州自動車道(中津IC)より車で約17分

〈アクセス〉

・東九州自動車道(臼杵IC)より車で8分

〈アクセス〉

・ＪＲ九州(日豊本線)中津駅より車で約13分
・ＪＲ九州(日豊本線)東中津駅より車で約3分

・東九州自動車道(中津IC)より車で約10分

徒歩で約15分

大分県

中津新田工場

中津工場

大分事業所

環境活動対象事業所

臼杵市

中津市
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本社:

北九州市小倉南区湯川4-1-1

TEL: 093-921-0023

FAX: 093-941-6866

E-mail: webmaster@taiyo-industry.co.jp

下水道資器材　漁港・港
湾・他特殊部材
鉄道関連製品

大分事業所含む 大分事業所含む

26,983㎡ 26,983㎡ 26,983㎡

(事業年度：当年4月～翌年3月 )

レジンコンクリート製品

2020年度

人工大理石製品

お問い合わせ

T社様向け 従業員数
(平均)

大分事業所含む

88名 72名 75名

2019年度

総床面積

大分事業所含む

FRP製品
（繊維強化プラスチック）

各専門業界関連向け

総床面積 10,985㎡

ＦＲＰ製品
(繊維強化プラスチック）

Ｕ字側溝用・側溝用
ＦＲＰフリュームカバー

段ボール製品 車業界関連向け

半導体・ソーラー
電池関連向け

大分事業所含む

10,294㎡ 10,294㎡ 10,294㎡

10,985㎡ 10,985㎡
(電気・自動車etc )

中
津
新
田
工
場

大
分
事
業
所

主要製品及び業務 用途 2018年度 2019年度 2020年度

　詳細はホームページにてご確認ください　

http://www.taiyo-industry.co.jp/

敷地面積

87名 83名 79名
住宅施設関連

中
津
工
場

主要製品 用途 2018年度

従業員数
(平均)

大分事業所含む

コンクリート構造物調査・診断 コンクリート構造物全般

敷地面積 19,800㎡ 19,800㎡ 19,800㎡
スライシングビーム製品

事業の概要及び規模 主要生産品目及び業務紹介

半導体用ウェハー切断治具
FRP（強化プラスチック）製品

下水道用マンホール・パイプ

車止め・係船柱

駅ホームタイル
レジンコンクリート製品

ロボットアームカバー

スライシングビーム製品

普段の生活空間に溶け込んでいる

もの特殊な製品へ使用される

樹脂製成形品に新たな価値を付加し

提供しています。

日々の生活に無くてはならない“インフラ”に

レジンコンクリートなどの耐食性・高強度

優れた水理特性を有した製品で、快適な

環境づくりを提供します。

人工大理石製品

開削管 推進管 マンホール

新規商品の発掘・開発とコンクリート構造物の

調査・診断を手掛けています。

コンクリート構造物調査・診断

ロボットカバー

洗面化粧カウンター
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工場長　時枝　義則 事務局　　室　英典
TEL     0979-32-2024

FAX     0979-26-2017

事業所名 環境管理責任者 担当者 連絡先

製造部長　棚田　富夫 事務局　　松本　司
TEL     0979-23-5055

FAX     0979-23-5156

太陽インダストリー株式会社　　中津新田工場、大分事業所、中津工場

代表者名 取締役事業部長　　佐藤　淳一

中津工場

中津新田工場

大分事業所

認証・登録範囲

(２) 対象範囲

※赤線枠内：登録対象

【環境管理責任者・担当者連絡先】
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環境経営における課題とチャンスの明確化及び取組み

2020年度

■計画の策定 Plan

■環境経営方針

■環境経営目標

課題 チャンス 取組内容

使用制限物質の調査/管理

高品質・低価格・短納期

事業継続策定・顧客満足度向上

顧客ニーズへの対応

顧客苦情件数の削減

製品苦情/クレームの削減

海外への供給展開

新型コロナウイルス感染防止対応

情報収集（景気・国産化シフト等）

対外的PR

スキルアップ教育・多能工化の推進

設備の更新（予算確保）

原価低減

歩留まり向上

製品不良の削減

製品苦情/クレームの削減

工程内不具合件数の削減

業務上災害件数の削減

本社通達事項の遵守

新型コロナウイルス感染防止対応

作業環境の改善

改善提案

外
部

・法規制の強化
・競合他社との格差
・市場の変化
・品質要求事項の変化
・製品苦情/クレーム
・緊急時の事業継続
・顧客ニーズの多様化
・経済環境①：原材料/燃料費の上昇
・経済環境②：安定供給責任

・企業イメージ向上
・新商品開発（省エネ製品）
・新市場の開拓
・顧客満足度向上（信頼度向上）
・品質管理向上
・売上/利益確保

内
部

・人財確保
・人財育成
・設備老朽化
・コスト削減
・製品苦情/クレーム
・製品品質向上
・安全
・緊急時の事業継続
・作業環境
・作業改善

・企業イメージ向上
・技術の継承
・安心/安全な職場環境造り
・安定した雇用確保
・売上/利益確保
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【基本理念】

　  太陽ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ株式会社中津工場・中津新田工場
     大分事業所は、「太陽ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ株式会社企業行動憲章」
     に基づき、段ボール製品と樹脂製品製造に携わる企業として
     としての責任を自覚し企業活動と地球環境の調和を目指し

  環境負荷の低減のために環境保全活動に積極的に取り組みます。

【環境行動指針】

１．環境経営目標を定め、定期的に見直し、継続的改善活動に努めます。

２．環境に関わるあらゆる法規制と、その他要求事項を遵守します。

３．当工場は、以下の項目について環境改善に取り組みます。

　　　①　電力・灯油燃料等の消費に伴う二酸化炭素排出量の削減

　　　②　工場より排出される産業廃棄物の削減

　　　③　水使用量の削減

　　　④　化学物質使用量の低減

　　　⑤　環境に配慮した製品の推進

４．地域、関係官庁と連携した環境保全活動に貢献します。

５．環境経営方針は全従業員に周知するとともに、環境教育を実施し

 　　　環境に対する意識向上を図ります。　　　　　　　　　　　

２０１9年4月1日制定

太陽インダストリー株式会社 中津工場・中津新田工場・大分事業所

取締役事業部長　佐藤　淳一

(３) 環境経営方針

＜ 企 業 行 動 憲 章 ＞

１．私たちは、技術革新と徹底した品質管理で、お客様のニーズを満足させる生産活動に邁進させます。

２．私たちは、人権を尊重し、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現します。

３ ． 私 た ち は 、 環 境 保 全 活 動 を 推 進 し 、 地 球 資 源 を 有 効 に 活 用 し ま す 。

４ ． 私 た ち は 、 企 業 市 民 と し て 、 法 令 を 順 守 し 、 地 域 や 社 会 に 貢 献 し ま す 。

５ ． 経 営 ト ッ プ は 、 自 ら の 役 割 と し て 企 業 倫 理 の 徹 底 を 図 り ま す 。
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部門長

事務局

環境管理責任者

中津工場中津新田工場

環境委員会

代表者

環境管理責任者

環境委員会

事務局

部門長部門長部門長部門長 部門長

内部監査員

全 従 業 員

（大分事業所含む）

役職

※開催は原則一回/月行い、環境管理責任者が必要としたときに臨時委員会を開催する。

・環境委員会は、以下の項目に付いて審議を行う。

①環境活動実施計画の進捗状況と問題点及び今後の取組の報告

②３ヶ月ごとの環境目標達成状況と取組状況評価の報告

③環境パトロール実施の指摘事項の発表とその対応策　

④教育訓練の実施内容、従業員からの要望、苦情、クレーム等の報告  

⑤その他、環境に関する検討事項及び報告事項

・環境目標達成状況の確認、評価、是正処置

・年間環境教育・訓練計画表の作成

職制

・環境に関する地域住民からの苦情の窓口

内部監査員 ・内部環境監査の実施及び報告

全従業員 ―
・環境経営方針の理解と環境への取組みの重要性の自覚

・決められたことを守り、自主的、積極的に環境活動へ参加

環境管理責任者
工場長

製造部長

・環境経営システムを構築し、維持する ・環境中長期目標の策定

・環境委員会の開催 ・環境活動の取り組み結果を代表者へ報告する

・緊急事態を想定する（天災、火災、事故、操作ミス等） ・環境経営レポート作成の取りまとめ

部門長 職制
・自部門の環境活動実施計画書の策定と実施及び進捗管理 ・部下に対して、取組の指示と環境教育の推進

・自部門の実施するための手順書の作成 ・環境委員会への積極的参加と計画の進捗管理

職名 役割・責任・権限

代表者
取締役

事業部長

・環境経営方針の策定 ・経営における課題とチャンスの明確化

・環境経営目標・環境経営レポートの承認 ・環境への取組み(人・設備・費用)の準備

・代表者による全体の評価と見直し、指示 ・環境管理責任者の任命

環境委員会 職制

事務局 任命者

・環境委員会の事務局と環境管理責任者の補佐業務 ・環境負荷の自己チェックの実施

・環境関連法規等取りまとめ表及びチェック表の作成 ・環境中長期目標原案の作成

・環境関連文書・記録の保管と廃棄 ・環境経営レポートの公表

・環境関連法規等取りまとめ表及びチェック表の承認 ・是正処置表の発行

・外部コミュニケーションの実施

環境委員会

環境管理体制と責務

毎月第三週目に開催している環境委員会では計画に沿った

各部門の活動状況の進捗、運営における問題点を報告

負荷の自己チェックを環境委員で分析、工場での対策案

を検討、協議しています。

また、委員会の議事録や決定事項は委員または推進委員により

朝礼、掲示板を通じ従業員へ周知しています。

休憩所掲示板
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ＥＡ21　環境経営レポート2020

取組項目

単位

取組項目

単位

上期
4月～9月

下期
10月～3月

　※九州電力の2017年度排出係数を調整後に使用：0.463-CO2/ｋWh

49,068

50,712

㎥

化学物質使用量の適正管理 使用量の確認

節水

製品・サービスにおける
環境配慮

使用量の適正管理 使用量の確認
禁止物質の不使用管理 不使用

130

㎏-ＣＯ２ kwh

4,344

【中津新田工場】

環境項目 節水ＣＯ２排出量

タイヤの空気圧を定期的に確認し
適正値を保持

給油時の車両メンテナンス　（段ボール事業部）

ｋＷｈ

環境項目

2,899

3,243

2,274

15,5093,747

4,046

給油時の車両メンテナンス　（段ボール事業部）

15,643

139

134

52,202

47,517
ℓ

製品及びサービスにおける
環境配慮

タイヤの空気圧を定期的に確認し
適正値を保持

目標設定の基準 2020年度経営予算値から算出　　（※使用量は2019年度の平均値より算出）

化学物質使用量の削減

使用材料比率の低減 21.3%

75.2 4月～6月6,367

8.7

10.7

114

目標設定の基準 2019年度の四半期ごとの（排出量・使用量）平均実績値を超えない

ＣＯ２排出量の削減 電力の省エネ 化石燃料の削減

ＣＯ２排出量
対象期間

ℓ ｔ

㎏ ㎥

52,357

ＳＤＳをもとに使用
不使用

有害化学物質使用量の低減

通期

【中津工場】

環境項目 ＣＯ２排出量

29,936

樹脂比率削減によるスチレン等の削減　（化成品事業部）

禁止物質の不使用管理

産業廃棄物

1,252

目標設定の基準

※　各工場ともに目標値はすべて総量の平均値

市水使用量の削減

28,857

372,688

6,687

6,815

76,662

7.5

産廃排出量の削減化石燃料の削減電力の省エネ
対象期間

11.1

ＣＯ2排出量の削減

㎥kg-ＣＯ2

【大分事業所】

有害化学物質使用量の低減
ＳＤＳをもとに使用

不使用
禁止物質の不使用管理

化学物質使用量の適正管理 使用量の確認

製品及びサービスにおける
環境配慮

有害性化学物質の含有量削減

産業廃棄物

目標基準値

30,955 65.5

72.8

873.3

10月～12月

1月～3月

通期

77.6

36,194

33,378

32,404

395,737

5,689 7月～9月

32,213

32,164

水使用量の削減

2019年度の四半期ごとの（排出量・使用量）平均実績値を超えない

1,901

2,366

27,489

1,806

2,396

1,965

2,305

25,416

731

1,141

42,832

取組項目 ＣＯ2排出量の削減 電力の省エネ
化石燃料の削減

産廃排出量の削減
灯油使用量の削減 ＬＰＧ使用量の削減

602

801

9,825

1月～3月

通期

目標基準値

4月～6月

7月～9月

10月～12月

1,997

kg-ＣＯ2 ｋＷｈ ℓ

15,776

(４) 環境経営目標

目
標
基
準
値
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部門

☆樹脂比率削減　（把握）

☆陶磁器屑削減　（生産重量比率）

部門

☆水洗ブース定期清掃による管理維持費削減

産業廃棄物の削減
プラスチック ビーム

材料比率：15%

プラスチック

☆LPGフォークリフトの使用方法の改善

【大分事業所】

2019年度の実績以下

☆水道水使用量の目標設定　（1.6㎥/月以下）

【中津工場】

☆給油時の車両メンテナンス

1回以上/年

1回/年以上実施

ビーム
☆材料比率の低減

材料比率：15%

歩留：99.3% 歩留：99.88%
製品及びサービスにおける環

境配慮 材料比率：29%

社会貢献 2回/年

製
造
一
課

電力の省エネ （月平均）　50,712kwh以下

製
造
二
課

電力の省エネ

☆歩留りの向上

☆歩留りの向上

製品及びサービスにおける環
境配慮

☆材料比率の低減

化石燃料の削減

製品及びサービスにおける環境配慮

地域貢献・環境教育

2019年度の実績以下

☆照明器具の定期的メンテナンス

☆空調温度の適正化

☆地域貢献の実施
☆従業員への教育
☆緊急事態への訓練実施

【中津新田工場】

各部門目標値：パイプ0.97%以下、レジコン0.60%以下、レジン0.12%以下

各部門目標値：パイプ16.78%以下、レジコン15.79%以下、レジン16.17%以下

☆照明の不必要時の消灯　
☆照明器具の定期的メンテナンス　
☆待機電力の抑制　

電力の省エネ

化石燃料の削減

節水

化学物質使用量の削減

グリーン購入の推進

製品及びサービスにおける環
境配慮

その他取組み
地域貢献
環境教育

2019年度の実績以下

段
ボ
ー
ル
製
造

取組目標 目的達成手段　（計画）

節水 2019年度の実績以下

環境取組項目

化
成
品
製
造

不使用

再生品の優先購入

4回/年 ☆養生室ラジエターの定期清掃　（1回/３ヶ月）

☆給油時の車両メンテナンス

☆地域貢献の実施　
☆従業員への教育　
☆工場計画に沿って実施

産業廃棄物の削減 経営予算内

電力の省エネ

☆LPGフォークリフト使用方法の改善

☆糊貼り道具洗浄方法　

☆代替え検討時の事前確認実施　

☆既存品の積極的な購買特化

経営予算内

事
務
所

電力の省エネ

産業廃棄物の適正処理

化石燃料の削減

化学物質使用量の削減

2019年度の実績以下

製品及びサービスにおける環
境配慮

その他取組み
地域貢献・環境教育

2019年度の実績以下

現状把握

適正管理

梱包用パレットのリュー
ス化

1回/年以上実施
☆地域貢献　
☆緊急事態への訓練実施

電力の省エネ
☆照明の不必要時の消灯
☆空調機の定期的メンテナンス

☆工場外周の清掃

☆待機電力の削減
☆エアコンのフィルターの掃除

産業廃棄物の削減 歩留：99.4%

社会貢献 4回/年 ☆工場外周（市道）のゴミ拾い

☆空調機フィルターの清掃・交換

☆空調制御装置の稼働状況確認　（※レジン注型場追加分含め）

事
務
所

☆廃棄物最終処分先の訪問確認

☆灯油使用量の確認　

☆新規原材料のSDSの確認

☆製品輸送の通い箱、再利用パレットの有効活用

（月平均）　50,712kwh以下 ☆照明機器のLED化

節水 （月平均）　134㎥以下 ☆井戸水の利用拡大

電力の省エネ

取組目標 目的達成手段　（計画）

環境取組項目 目的達成手段　（計画）取組目標

環境取組項目

社会貢献 2回/年 ☆工場外周の草刈り

（月平均）　50,712kwh以下
☆空調機フィルターの掃除
☆空調機温度管理

〈2020年度環境経営計画〉

(５) 環境経営計画
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　管理維持費削減

（省エネルギー）

化石燃料の削減

♢市水使用量の把握　（毎月）

☆歩留りの向上
☆水洗ブース定期清掃による

製造二課 ☆歩留りの向上

製造一課

事務所 ☆井戸水の利用拡大

製造一課

製造二課

☆材料比率の低減

☆材料比率の低減

電力消費量の削減

取組の計画

社会貢献

☆照明の不必要時の消灯
☆空調機の定期的メンテナンス
☆空調温度の適正化

化石燃料の削減

ＣＯ2排出量
の削減

製品及びサービスにおける
環境配慮

製造一課
☆待機電力の削減
☆エアコンフィルターの掃除

☆空調機フィルターの清掃・交換

化成品
製造

ＣＯ2排出量
の削減

電力消費量の削減

♢水道水使用量及び排水量の把握　（毎月）
☆水道水使用量の目標設定

段ボール
製造

☆代替え検討時の事前確認実施　

☆製品輸送の通い箱、再利用パレット
　の有効活用

事務所 ♢SDSの確認　（新規原材料へ変更時）☆新規原材料のSDSの確認

☆LPGフォークの使用方法の改善

☆空調機温度管理

☆照明器具の定期的メンテナンス

♢計画に沿って実施　（冬季・夏季）
♢計画に沿って実施　（冬季・夏季）

♢計画に沿ってLED照明機器へ交換実施　（毎月）

♢部門内にて材料比率低減の対策実施　（毎月）

♢工場外周の草刈り　（2回/年）

♢部門内にて材料比率低減の対策実施　（毎月）

社会貢献
製造一課 ☆工場外周の草刈り

製造二課 ♢工場周辺の清掃　（2回/年）

♢第一、第二工場トイレを井戸水へ変更　（都度）

☆空調機フィルターの掃除

♢部門内にて不良率低減の対策実施　（毎月）

♢定期的清掃の実施　（4回/年）

♢部門内にて不良率低減の対策実施　（毎月）

製品及びサービスにおける
環境配慮

産業廃棄物の削減

☆照明器具の定期的メンテナンス
☆待機電力の抑制
☆養生室ラジエターの定期清掃　

♢定期的なフィルター清掃・交換　（2回/年）
♢冷房：26℃程度、暖房：20℃程度　（冬季・夏季）

♢LPGフォーク停車時のエンジン停止　（毎回）

♢タイヤの空気圧を確認し適正値を保持　（都度）

☆樹脂比率削減　（把握）

製造二課

事務所 ☆照明機器のLED化

♢昼休み時の機械等の電源OFF （日々）
♢計画に沿って実施　（冬季・夏季）

♢定期的に実施　（2回/年）
♢追加分含む状況確認　（毎月）

計画に基づき実施した内容

取組の計画 計画に基づき実施した内容

☆給油時の車両メンテナンス

☆地域貢献の実施
☆従業員への教育
☆緊急事態への訓練実施

♢定期的な清掃交換　　（1回/2か月）
♢非稼働区域及び昼休みの消灯　（毎回）

【中津新田工場】

削減項目

♢部門別の不良重量比率の把握　（毎月）

（省エネルギー）

部門

♢使用量の異常の有無確認　（毎月）

化成品
製造

☆陶磁器屑の削減

（1.6㎥/月以下）

♢SDSの確認　（代替時）

♢工場周辺のゴミ拾い　（2回/年）
♢活動状況と今後の取組みについて　（4回/年）
※工場計画に沿って実施　（2回/年）

☆灯油使用料の確認

☆廃棄物最終処分先の訪問確認 ※コロナの影響により訪問見送り

段ボール
製造

計画に基づき実施した内容

♢非稼働区域及び昼休みの消灯　（毎回）
♢定期的な清掃交換　　（1回/2か月）
♢設備非稼働時の電光掲示板OFF

段ボール
製造

化成品
製造

事務所

製品及びサービスにおける
環境配慮

【大分事業所】

排水量の削減（節水）

ＣＯ2排出量
の削減

削減項目

削減項目

産業廃棄物の削減
事務所

☆空調制御装置の稼働状況確認
段ボール

製造
☆LPGフォークリフト使用方法の改善

☆糊貼り道具洗浄方法　 ♢糊洗浄水の分別保持洗浄他

取組の計画

♢計画に沿って実施　（4回/年）
♢樹脂使用量の把握　（毎月）

排水量の削減

【中津工場】

段ボール
製造

事務所

☆給油時の車両メンテナンス ♢タイヤの空気圧を確認し適正値を保持（都度）

※都度、再利用実施

部門

（灯油）

♢LPG・GSリフト、物流トラックのエンジン停止

事務所

（省エネルギー）

電力消費量の削減

☆工場外周の清掃

☆照明の不必要時の消灯

化学物質使用量の管理

■計画の実施 Do

計画に対する取組の実績
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　※九州電力の2017年度排出係数を調整後に使用：0.463-CO2/ｋWh

（省エネルギー）

※　各工場、数値はすべて総量

削減項目 取組結果に対する総評 達成率 評価

ＣＯ2排出量
の削減

ＣＯ２排出量の
削減

※節電への取組意識も向上し契約電力も202kwhから

今年度の化石燃料の使用量は目標に対し3,542ℓ削減できた
軽油の使用量は増加傾向にあったが、灯油・ガソリンの
使用量を抑えることができた

化石燃料の削減

104.8%
灯油・ガソリン

106.3%

電力消費量の削減

ｔ ㎥

製品及びサービスにおける
環境配慮

排水量の削減 106.7%

化学物質使用量の管理

産業廃棄物の削減 124.3%

【中津新田工場】

環境項目 ＣＯ2排出量 産業廃棄物 総排水量

2020年度

で梱包用リーュースパレットを使用中

194kwhまで下げることができた

109.4%

350,612 361,849 73,120 91.7 818.1

CO2の排出量は目標に対し22,076㎏-CO2削減できた

実績
㎏-ＣＯ２

372,688 395,737 76,662 114.0 873.3

kwh

化石燃料の削減 産廃排出量の削減 市水使用量の削減電力の省エネ取組項目 ＣＯ2排出量の削減

随時、環境委員会で報告があり、主にマーブライトブロック

目標値

ℓ

※電力、化石燃料の使用量を抑える事が出来たため目標を
達成する事できた

今年度の使用量は目標に対し33,888kwhの削減となった
使用量は単月で6月、12月は目標未達となったがその他の
月は全て目標達成となった

が出来た

今年度の産業廃棄物の排出量は目標に対し22,300㎏と大幅
に削減することができた
※陶磁器屑や廃プラの排出量が大幅に削減できた

今年度の上水道の使用量は目標に対し55㎥削減できた
※雨水の再利用では年間160㎥となった

新規材料に対しSDSを基に適切にリスクアセスメント

削減項目の月別推移（グラフエリア）

取組結果とその評価

Check■取り組み状況の確認及び評価

(6) 環境経営計画の実績

　

太陽インダストリー株式会社 Page　12



ＥＡ21　環境経営レポート2020

　

太陽インダストリー株式会社 Page　13



ＥＡ21　環境経営レポート2020
　※九州電力の2017年度排出係数を調整後に使用：0.463-CO2/ｋWh

2020年度

目標値 27,489 25,416 9,825

28,444 30,221 8,940
実績

㎏-ＣＯ２/H kwh/H Ｌ/H

【大分事業所】

環境項目 ＣＯ２排出量

取組項目

評価

ＣＯ2排出量
の削減

ＣＯ２排出量の
削減 96.6%

電力消費量の削減

84.1%
（省エネルギー）

化石燃料の削減

109.9%
（ＬＰＧ）

エアコンの温度管理や、フォークリフトのアイドリング
ストップを徹底したことにより、達成となった

ＣＯ2排出量の削減 電力の省エネ 化石燃料（LPG）の削減

削減項目 取組結果に対する総評 達成率

化石燃料の削減は達成しているが、電気消費量の削減数値が
目標に対し乖離が大きいため、総合的に未達となった

2020年度期中において、職場環境の改善要求（従業員アン
ケート）により、照明を増設したことにより、目標に対し
乖離が発生し未達となった
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　※九州電力の2017年度排出係数を調整後に使用：0.463-CO2/ｋWh

2020年度

生産金額の増加により若干の未達となった

1,580

化学物質使用量の管理

94.1%

実績
㎏-ＣＯ２ kwh ℓ ㎥ ㎏

606,087 652,486 40,352 32,649

産業廃棄物の削減 114.3%

排水量の削減 101.8%

（灯油・ガソリン）

（ＬＰＧ） 82.6%

電力消費量の削減

（省エネルギー）

化石燃料の削減

120.3%

㎥

削減項目

164,282

目標値 570,204 608,544 48,552 26,964 187,716 1,608

環境項目 ＣＯ２排出量 産業廃棄物 総排水量

取組項目 ＣＯ2排出量の削減 電力の省エネ 灯油使用量の削減 ＬＰＧ使用量の削減

かったが問題なしと判断

93.3%

取組結果に対する総評 達成率 評価

産廃排出量の削減

20トン以上の削減に繋がった
また、陶器くずの分別、リサイクルも進み予想以上の成果

各部門の歩留まり向上への取組及び対策実施の効果が上がり

灯油については、ガス化の効果で目標達成となった
ガソリンについてはハイブリット車の効果で削減となった

LPGについては冬季の暖房（生産効率を上げるため）が
未達の原因と考えられる
※目標値の見直し等の処置が必要

ＣＯ2排出量
の削減

ＣＯ２排出量の
削減

【中津工場】

市水使用量の削減

電力、化石燃料、特にLPGのの目標未達が原因と考えられる

がみられた
目標値から28㎥の削減が出来た
※下期、2月、3月と井戸水の不具合で市水に切り替えた
ため一時的に使用量が増えたが、その他の節水活動により
目標以下に抑える事ができた
新規購入品及び既存品のリスクアセスメントが徹底されて
おり問題ない管理状態であった

生産金額が前年度より増え、工場稼働時間が伸びたため
目標未達となった
但し、各部門の節電管理は出来ており、目標は達成できな
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※　各工場、数値はすべて総量

大分事業所中津新田工場 中津工場 合算排出量

350,612 28,444 606,087 985,143

㎏-ＣＯ２

※二酸化炭素排出量の総量（３工場合算）

次年度（2021年度）の環境経営目標及び環境経営計画

4月～6月

28,856.8

29936.0

6,366.7

11.05

7月～9月

31,655.9

36194.0

※目標設定基準：2019年度と同等

837.0

91.7

818.1

7.50 8.73 10.67

kwh

ℓ

㎥

産業廃棄物排出量 ｔ

水使用量の削減

次年度の環境経営計画（活動予定）

6,683.8 6,815.0 76,662.3

有害化学物質使用量の低減

113.87

75.2 65.5 77.6 72.8

環境経営目標（項目） 単位
2020年度

実績値
2021年度

中
津
新
田
工
場

350,612ｋｇ-ＣＯ２CO2排出量の削減

361,849

73,120

電力使用量の削減

化石燃料の削減 5,688.5

目標値

10月～12月 1月～3月 通　期

32,482.8 32,926.1 372,687.8

33378.0 32404.0 395737.0

〇養生室ラジエターの定期清掃 〇照明不必要時の消灯

〇空調機フィルターの掃除、交換 〇ECOネットの状況確認
〇LPGフォークリフト使用方法の改善 〇灯油使用量の確認（異常の有無）

産業廃棄物排出量

水使用量の削減

CO2

削減
電力使用量の削減

化石燃料の削減

〇照明器具の定期的メンテナンス 〇待機電力の抑制

※青数値は月次目標値

〇樹脂比率削減：パイプ　16.24%以下、レジコン　15.13%以下、RESIN　16.51%（実績値）
〇陶磁器屑削減：パイプ　0.95%以下、レジコン　0.60％以下、RESIN　0.10％以下（生産重量比）

製品及びサービスにおける　
環境配慮

※有害性化学物質の含有量の削減

※タイヤ空気圧を定期的に確認し適正値を保持

教育及び不良品発生時の対処について各部門の不良品目標を目指
す（化成品事業部）

給油時の車両メンテナンス（段ボール事業部）

その他・社会貢献（環境教育）

※SDSを基に使用禁止物質の不使用管理

※化学物質使用量の適正管理

〇不使用

〇使用量の確認

〇水道水使用量の削減：1.7㎥/月以下

〇コンテナ内廃棄物の処分状況の確認

〇地域貢献の実施
〇緊急事態への訓練実施
〇従業員への環境教育

工場周辺のごみ拾い　　（環境活動計画に沿って）
※工場計画に沿って実施
※活動状況と今後の取組について
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※CO２排出係数は温室効果ガス総排出量算定方法ガイドラインVer.1.0 2017年3月環境省　参照
　九州電力排出係数0.370-CO2/kwh（2019年度実績）に置き換え使用

1,805.7 2,834.4 2,076.0 2,765.4 28,444.2

電力使用量の削減 kwh 30,221 1,537.3 2,520.0 2,661.7 3,353.7

環境経営目標（項目） 単位
2020年度 2021年度

実績値 目標値

CO2排出量の削減 ｋｇ-ＣＯ２

大
分
事
業
所

製品及びサービスにおける　
環境配慮

□給油時の車両メンテナンス

その他・社会貢献（環境教育）

〇地域貢献の実施 工場周辺のごみ拾い　　（環境活動計画に沿って）

〇緊急事態への訓練実施 ※工場計画に沿って実施

〇従業員への環境教育

CO2

削減
電力使用量の削減

□照明器具の定期的メンテナンス □待機電力の抑制

□空調機の定期的メンテナンス □空調の適正使用

化石燃料の削減

化石燃料の削減 ℓ 8,940 735.5

※目標設定基準：前年度の実績値を超えない

次年度の環境経営計画（活動予定）

□LPGフォークリフト使用方法の改善

※活動状況と今後の取組について

1,060.6 525.0 767.9 8,939.8

30,221.0

28,444
4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 通　期

2,310LPGの削減 ㎥ 32,649 1,324 3,295

13,217

市水使用量の削減 ㎥ 1,580 119

12,776

110

13,657

127

化
石
燃
料

の
削
減

産業廃棄物排出量 ㎏ 164,282

CO2排出量の削減 ｋｇ-ＣＯ２ 606,087

49491

ℓ 40,352 2,980

51,939

2,459

46,444

3,500
灯油（ガソリン）　

含むの削減

電力使用量の削減 kwh 652,486

通　期

39,93733,545 46,329

（上期）　4月～9月 （下期）　10月～12月

環境経営目標（項目） 単位
2020年度 2021年度

実績値 目標値

製品及びサービスにおける　
環境配慮

※目標設定基準：2021年度経営予算値より算出

　電力使用量の削減　　
化石燃料の削減含む

🔶歩留まり向上の維持 目標値

CO2

削減

🔶待機電力の削減　（製造事務所タップ電源化）
🔶エアコンフィルター掃除　　（エアコン使用月の掃除）
🔶空調機フィルターの掃除　　（環境活動計画書に沿って）
🔶再加工品削減による加工機の使用時間削減　　（QC活動予定）
🔶工場内照明のＬＥＤ化の推進　　（必要に応じて）

・製造一課：不良品発生率の低減 不良発生率：0.8%以下（前年実績半減）

🔶現状維持管理

産業廃棄物排出量

・製造二課：切代削減による品質向上 歩留り：ビーム99.88%・プラスチック99.3%
水使用量の削減

有害化学物質使用量の低減

※使用禁止物質の不使用管理 🔶不使用

※化学物質の使用量の把握 🔶使用量の確認

次年度の環境経営計画（活動予定）

その他・社会貢献

中
津
工
場

🔶外周の草刈り・清掃

草刈り：4回/年

ゴミ拾い：2回/年

溝掃除：1回/年

※材料比率の低減：工場全体　21.1％ 材料ロス率の低減

製造一課

製造二課

15%

ビーム：29％

プラスチック：15％
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基準を満たした契約を行っている

業者別に管理されている

業者別、種類別に分け保管されている

2020年8月18日に書類が提出されている

各置場所定の掲示板へ表示されている

2016年10月17日に選任届出済み

消防計画が作成され届出されている

2020年4月1日に選任され届出されている

2020年6月16日に点検結果報告書が提出されている

2020年10月5日に測定実施　　（規制基準内）

2020年4月16日に届出が行われている

2020年4月22日に提出されている

都度、更新したSDSが保管されている

法定検査が実施されている

2020年10月6日実施済み

検査済み

該当なし

基準を満たした契約を行っている

業者別に契約書が整えられ管理されている

業者別、種類別に分け保管されている

2020年4月8日に書類が提出されている

各置場所定の掲示板へ表示されている

選任届出済み

消防計画が作成され届出されている

選任され届出されている

点検結果報告書が提出されている

2020年3月23日に測定実施　　（規制基準内）

届出が行われている

2020年4月3日に提出されている

都度、更新したSDSが保管されている

2020年3月12日に法定検査が実施されている

２ヶ月ごとに検査及び記録されている

３ヶ月ごとに自主点検が行われ記録されている

2020年11月に実施済み

・保管 保管庫 鍵の付いた保管庫で保管している

保管庫へ白地に赤色の文字にて表示している

その他 無 関係当局から違反等の指摘は過去10年間はありません。

〇
・特定施設の設置、変更届出書

項　　目 違反等の有無 備　　　　考

〇

訴訟

フロン排出抑
制法

・簡易定期検査 空調機・コンプレッサー 〇
・定期点検 空調機・コンプレッサー 〇

法規の違反 無
遵守状況の判定及び評価を行なった結果、中津工場、中津新田工場、大分事業所ともに
違反等はありません。

無

〇
・定期点検 空調機・コンプレッサー 〇

様式第３号 〇

・マニフェスト交付と保管期間

工場周辺地域住民からの苦情、利害関係者からの訴訟等も中津工場、中津新田工場
大分事業所ともにありません。

・防火管理者選任(解任)届出書 防火管理者 〇
・防火計画作成(変更)届出書 消防計画 〇
・危険物保安監督者変更届出書

毒劇物法
〇

・表示 保管庫 〇

・SDSの交付及び保管 第一・二種指定化学物質 〇

・防火用設備等点検結果報告書

・マニフェスト交付状況の報告

〇

騒音規制法
・敷地内境界線での測定結果

・SDSの交付及び保管 第一・二種指定化学物質 〇

・防火用設備等点検結果報告書 消防用設備 〇

騒音規制法
・敷地内境界線での測定結果 コンプレッサー

フロン排出
抑制法

・簡易定期検査 空調機・コンプレッサー

・廃棄物保管基準 廃棄物置場 〇

産業廃棄物
処理法

・処理の委託業者選択基準 一般廃棄物 〇
・委託契約基準 産業廃棄物 〇

浄化槽法
・法定検査 浄化槽 〇
・定期点検 浄化槽 〇

PRTR法
・排出・移動量の届出対象事業者 スチレン 〇

・防火管理者選任(解任)届出書

コンプレッサー 〇
・特定施設の設置、変更届出書 コンプレッサー 〇

消防法

消防用設備

マニフェスト 〇

防火管理者 〇
・防火計画作成(変更)届出書 消防計画 〇
・危険物保安監督者変更届出書 危険物保安監督者 〇

法令名 遵守事項 対象設備等
環境管理責任者

判定及び評価内容 評価

チェック実施年月：2020年4月

【中津工場】

・法定検査 浄化槽 〇

危険物保安監督者 〇

・マニフェスト交付状況の報告 様式第３号 〇
・廃棄物保管基準 廃棄物置場 〇

産業廃棄物処
理法

・処理の委託業者選択基準 事業系一般廃棄物

・定期点検 浄化槽 〇

PRTR法
・排出・移動量の届出対象事業者 スチレン

・委託契約基準 産業廃棄物 〇
・マニフェスト交付と保管期間 マニフェスト 〇

【中津新田工場】

〇

浄化槽法

コンプレッサー 〇

消防法

法令名 遵守事項 対象設備等
環境管理責任者

判定及び評価内容 評価

違反、訴訟等の有無

(7) 環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果
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①内部環境監査でチェックも良く出来ている。 ①内部環境監査でチェックも良く出来ている。

②引き続き責任範囲を明確にした取組を ②引き続き責任範囲を明確にした取組を

をガイドラインに沿って「化学物質有
環境経営方針の変更有

無
の把握・管理」に変更します。

有

の把握・管理」に変更します。

無 有
事を確認しました。

要求事項の変更有無

活動を期待しています。

・環境経営システムは有効に機能していると

　判断します。

①取組の効果検証及び目標設定も分かりやすく

　纏められており、活動の成果が工場損益に寄与 　纏められており、活動の成果が工場損益に寄与

　出来ている。 　出来ている。

・環境への取り組みは適切に実施されていると ・環境への取り組みは適切に実施されていると

　判断します。 　判断します。

　お願いします。評
　
　
　
　
　
価

環境経営システムが有
効に機能しているか

・環境経営システムは有効に機能していると

①取組の効果検証及び目標設定も分かりやすく

行動指針3.④「化学物質使用量の削減」

をガイドラインに沿って「化学物質

行動指針3.④「化学物質使用量の削減」

環境管理責任者・環境事務局 環境管理責任者・環境事務局

提供された資料 提出資料リストによる資料 提出資料リストによる資料

いる事を確認しました。 連動した数値目標」に改訂されている

事を確認しました。

環境経営目標の変更有
無

有

環境への取組は適切に
実施されているか

事業計画に連動した目標設定がされて

有

見
　
直
　
し
　
及
　
び
　
指
　
示

前回、指示をしました「事業計画に

実施体制が組織変更により改変された

　判断します。

　お願いします。

その他特記事項

2021年度は新組織体制で、且、新しい目線での

準
　
　
備

実施日/場所 2021年4月26日　(月)　　中津工場2021年4月26日　(月)　　中津新田工場

工場の対応者

Action
■全体の評価と見直し・指示

(8) 代表者による全体の評価と見直し及び指示
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工場周辺地域環境への配慮

地域貢献・緊急事態対応訓練

地震・火災想定の避難訓練

火災想定の消火訓練

中津新田工場

中津工場

工場周辺地域環境への配慮 地震・火災想定の避難訓練

火災想定の消火実演訓練

各工場単位での消火・放水訓練は

自衛消防隊を中心に実施、実際に

放水ポンプの操作を指導しながら

放水訓練を行い緊急時に備えてい

ます。

各工場単位での避難訓練では有事に

備え避難場所への誘導、現地対策本

部の設置、避難後の点呼等の訓練を

実施し緊急事態に備えています。
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中津新田工場では「自然災害の備え」として『東浜３地域津波避難行動計画書』をもとに

従業員への環境教育を実施しております。

地震の発生から津波注意報、警報が発令された場合の避難経路、避難場所を中津市防災

マップで確認、有事に備えています。

また、今後はその他工場においても、自然災害を想定した訓練を計画、実施する事を

考えています。

環境教育及び自然災害への備え

　

太陽インダストリー株式会社 Page　22



ＥＡ21　環境経営レポート2020

－ 私たちはこれからも一丸となりに環境保全活動
に積極的に取組みます －

《私たちの誓い》
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