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環境方針

1. 資源及びエネルギーの有効活用
資源及びエネルギーの有効性を認識し、省エネルギー及び省資源を推進し、その有効利用に努めます。

2. 循環型社会構築への寄与
廃棄物の発生抑制、再利用、リサイクルに取組み、循環型社会の構築に向け努力します。

3. 汚染の予防
環境汚染につながる緊急事態の未然防止活動に注力し、環境汚染を予防します。

4. 環境関連法規の順守
国内外の環境関連法規の順守及び、地域や自治体をはじめとする利害関係者との取決めや要求事項を順守します。

5. 環境に対する基本姿勢
全ての社員は、当社の行動指針に従い、環境保全活動に参画し、地球環境の保全に十分配慮すると共に、環境保

全型事業を推進し、
社会の環境負荷の低減に貢献します。

6. 自然環境への配慮
工場排水監視並びに廃棄物削減活動で、生物多様性及び自然生態系の環境保全に貢献します。

7. 環境方針の周知と開示
この環境方針は、倉敷化工株式会社で働くすべての人に周知すると共に、広く開示します。

【適用範囲】本社工場 東京支店 大阪支店 名古屋営業所 中・四国営業所/広島営業所 福岡営業所 仙台営業所
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環境管理体制 (組織図）

倉敷化工では、環境ISO14001を2001年度より取得し、環境スローガンの下、省エネ、
廃棄物削減をはじめ、様々な目標・計画を立て、改善活動のPDCAを実施しています。

社内各部門

ISO事務局

経営者層
取締役社長/取締役/事業部長/本部長

監査チーム/監査員

環境管理責任者

法定管理者
エネルギー管理者

公害防止管理者(大気/水質)

環境管理委員会

環境マネジメントレビュー

内部環境監査

環境管理委員会１度/月
�電力削減目標達成度と改善活動報告
�廃棄物削減目標の達成度と改善活動報告
�リサイクル状況の報告
�環境パトロールの実施報告
�法令順守、緊急事態報告
�環境に関するトピックス

（内部環境監査）
年に1度、監査員を選出し、ISO14001の規格
要求事項への適合と有効性の確認を実施して
います。
▸計画運用、法令周知と順守、緊急時の対応、
不具合を監査し、改善、是正を行い環境に関
する意識を高めPDCAを回しています。
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項目 取組の内容 今後の
取組

環
境
保
全
活
動

製品開発、設計
・生産、使用及び処分における環境影響を最小にするように設計
・新規開発品が与える著しい環境影響の最小化
・シミュレーションによるデータ解析技術の向上を図り、テスト品の試作回数

の低減実施
継続

原材料環境影響
・原材料レベルの環境影響の最小化
・環境負荷物質の低減
・製品の耐久性、信頼性向上のための技術開発の推進

継続

環
境
法
規
制

関連法規類
・全社の環境法令順守状況の確認（原則半期/１度）
・新規および改正環境法令を随時調査し、関連部門へ展開し実施
・新規および改正環境法令の対応

継続

予
防
処
置

環境影響評価 ・4月環境影響評価教育
・定期評価および不定期評価の実施 継続

環境パトロール
・環境事故を未然に防ぐため、期初計画通り工場内のパトロール毎月実施
・社外の油漏れ流出未然防止の為、社内の工場、敷地内の桝の点検・清掃と、

敷地に隣接する用水路の見回りを実施しています。
継続

緊急事態対応訓練 ・著しい環境側面の抽出内容により、部署毎にテーマを決め、１回/年実施 継続

2020年度主な取組み内容
環境保全活動、環境法規制、予防処置
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2020年度取組みの結果
産業廃棄物・省エネルギー社内目標達成度

項 目 目標 実績 主な取組み 結 果 効果

廃
棄
物

4種廃棄物
社内取組目標

589.2ｔ以下
売上原単位

前年度比１％減
693.8ｔ
１％増

全社、各部門目標を設定し、毎月廃棄物排出実績の
集計と達成率を算出。廃棄に至った要因分析により、
改善することで廃棄物削減に繋げています。

不良低減および歩留まり向上活動の他各部門の削
減項目を設定し削減活動実施。

産業機器関連の委託先廃棄を社内切替え
により50ｔ増加。また、建物撤去、倉庫
の片づけ等により売上非連動の廃棄物増
加により1％程度未達。

廃棄物低減

①廃プラスチック
削減

453.9ｔ
以下 568.3t

不良率低減/歩留まり向上/削減アイテム
廃プラ、ビニールの分別によるビニール類の再資源
化処分業者への排出・ホース工程短縮

売上げの減少の影響が大きく、原単位目
標では5％程度の未達 廃棄物低減

②ゴム付着金属
削減

12.2 ｔ
以下 11.9t リサイクル意識向上分、別の徹底により、廃棄物削

減と有価物化を進めた。
試作低減、不良低減による廃棄物削減分
別の徹底により、達成 循環型社会の構築

③排水処理汚泥
削減

91.3ｔ
以下 73.1ｔ 処理前の水の成分を把握し、過去からの蓄積データ

による最適最小薬品投与にて増加防止
処理水の傾向、管理、最適な薬品投入に
より、汚泥の性状維持と共に大きく達成 廃棄物削減

④廃油削減 32.4t
以下 40.5t 生産設備の廃油の分別活動実施・混合油の⻑寿化

（フィルター設置、更油時期延⻑）
未達状況であるものの、分別の徹底が進
み、買取処分は増加

循環型社会の構築
環境負荷物質低減

リサイクル推進 4種合計70%
以上 74.7%

梱包材のリサイクルを一部開始
廃油の分別による有価物化
排水処理汚泥100％バークたい肥化継続中

社内リサイクル、エコロック、サーマル
リサイクル推進 循環型社会の構築

省
エ
ネ
ル
ギ
ー

CO₂削減
岡山県報告値

2019年度
10,619ｔ

2020年度
8,906t

①省エネ機器の導入②放熱ロスの削減
③換気扇の最適運転の実施④生産性向上⑤事務所で
のエアコン設定ルール等全社で取組み等の実施。

2020年度については、エネルギーの合理
化、省エネ取組みに加え生産量減でCO₂は
減少し、更に再生可能エネルギー使用に
より前年と比較し大きく減少 エネルギー

枯渇防止
球温暖化防止

電力削減
社内取組目標

売上原単位2005
年度比30％減

売上原単位
22％減

全社目標では電力削減に特化。生産性向上、効率化
を図る省エネ項目と削減量を各部門設定。グループ
毎に削減量、コスト改善を集計し、全社、各部門の
目標の進捗と達成率を算出

業務効率化、工程短縮により製造工程に
おける電力削減活動効果は前年を上回っ
たが、コロナの影響による売上減と固定
電力の増加により未達
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▶ 2020年度の4種以外の木くず、汚泥など含め全社廃棄物実績は1,061ｔ（倉敷市報告分）となりました。
全社削減目標は、これら廃棄物の内、主に製造過程で排出されるもの、物流関連梱包資材(木箱、パレット、ビニール類)など

①廃プラ②ゴム付着金属③排水処理汚泥④廃油水の4種類について設定し削減活動を実施しています。

削減活動は全社および各部門毎に目標を設定し、削減対策となる施策を打ち出して、毎月の社内計量結果により達成率と課題
や改善報告を環境管理委員会で発表しています。
また、上記以外の廃棄物についても、電子化によるペーパーレス化や物流改善等削減活動による木くずの削減等改善活動を行っ
ています。

廃プラ; 49.8%

木くず; 23.6%

排水処理汚泥; 6.9%

その他汚泥; 5.2%

ゴム金; 1.3%
廃油; 1.4% その他(一部有価物

含）; 11.9%

2020年度廃棄物排出実績

廃プラ 木くず
排水処理汚泥 その他汚泥
ゴム金 廃油
その他(一部有価物含）

産業廃棄物の内訳



廃棄物削減活動結果
全社廃棄物排出量

リ
サ
イ
ク
ル
量

総
排
出
量

▶2020年度は、コロナの影響による4月~6月の生産量の減少に伴い、廃棄物全体は過去5年間で最少となりました。
2020年度の全社目標は、廃棄物は減少したものの、売上を伴わない建屋の解体、倉庫の片づけなどにより、売上原単位目標は、前年比１％増加
と未達になりました。

（軽量化製品の開発）自動車、産業機器共に、品質維持と共に、軽量化を図る設計を行っています。
手法としては、蓄積データ解析、シミュレーションによるテスト開発を重ね、データによる試作数削減と軽量化による量産後の廃棄物削減と

共に、製造時のエネルギー使用低減や車載後の燃費向上に繋がる環境影響を低減する製品を製造しています。
（製造時の削減）製造工程での工程内不良率低減、歩留まり改善を始め、工程毎の廃棄物発生源を断つ取組み、各部門毎の削減施策や工程短縮
により廃棄物処分量、リサイクル計量共に減少しました。

（３Ｒ意識向上教育効果）
分別活動については、特にゴム付着金属の分別意識が浸透し、有価物化による削減量が顕著に改善しました。廃油についても、廃液の分別を

徹底し、有価物化にする取組みとリサイクル化に繋げています。
（改善活動報告）毎月の環境管理委員会では、当番制で各部門（グループ）の削減活動における改善事例を具体的な目的や視点・実績、改善

によるコスト効果等を報告することで、他部門へも削減意識を高めています。
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廃棄物集計時の定義
①排出量：社内計量値および重量物等一部

マニフェスト含む
②リサイクル量：マニフェスト(社内計量値)

KKCでは、焼却時の廃熱利用に当たる
サーマルリサイクルは処分としています。
③処分量：焼却前の廃棄物計量値
4種類廃棄物：

廃プラ・ゴム金・排水処理汚泥・廃油水
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廃棄物削減活動結果(事業部別)
本社（ 自動車部品事業部）
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▶本社工場では、コロナの影響により、自動車部品の生産量が減少したことにより、処分量、リサイクル量共に
2019年度比で大きく減少しました。

製造部門では、歩留まり向上活動、工程内不良率低減等の他、生産性向上活動実施により、廃棄物の低減効果
を得られ、前年以下になりました。

改善事例としては、ホースの編上げ工程などの工程短縮による段替え時の廃プラの削減効果や生産計画の見直
し等により、有効期限切れを最小化する方法を取り入れた改善活動を行いました。

※排出量：社内計量
リサイクル量：マニフェストと計量値
による算出
4種類廃棄物：廃プラ・ゴム金・排水
処理汚泥・廃油水
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産機事業部4種廃棄物削減活動結果
処分量（ｔ）
ﾘｻｲｸﾙ計量（ｔ）

委託先での委託処分
から社内処分への変
更による増加

廃棄物削減活動結果(事業部別)

▶産機事業部の廃棄物については、昨年度より約14ｔ増加し26.1ｔとなりました。
これは、倉庫（2か所）内の撤去に伴う廃棄処分が突発的に排出されたことによります。
また、「2020年変更後」については、下期から委託先での処分から、社内での直接廃棄処分に変更した為、約50ｔ（6ヶ月分）増加
の77ｔとなりました。

廃棄物削減対策としては、工程内不良率低減、歩留まり改善、削減アイテムの実施を行っています。
改善事例としては、測定前に、図面と共に形状や重量を工務部門と共有化し、有価物化引取りを検討し、有価物引き取り先とのコ

ミュニケーションを経て最小限の処分実施への取組みを、リサイクル、処分共に削減を行いました。
委託先での廃棄物削減取組みも委託先へ赴いてより綿密に生産計画の調整を実施し、コミュニケーションを密にすることで、以前

より不良率や廃棄率が大きく改善しています。処分コスト削減の為、倉庫内保管物のパトロールも実施も継続しています。

産業機器事業部

�2020KKC環境報告書
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※排出量：社内計量
リサイクル量：マニフェストと計量値による算出
4種類廃棄物：廃プラ・ゴム金・排水処理汚泥・廃油水



リサイクル達成状況

※リサイクル率(％)：マニフェストによるリサイクル実績（社内計量値と差異あり）
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リサイクル達成率推移

▶リサイクルについては、社内目標70％以上を掲げています。
2019年度ではビニール等梱包材の増加に伴い、焼却残渣埋立てが増加し、リサイクル率の低下がみられましたが、2020年度には、リ

サイクルの取組みを全社に向けて強化推進したことで、74.7％と目標を達成しました。

（推進・強化による効果）
①ビニール等の梱包関連廃プラを残渣が残る焼却処分を止め、資源化に繋がる廃棄物処分業者の変更により廃棄物を再資源化
②ゴム付着金属（複合物）について、分解、分別し、金属部の有価物化
③排水処理汚泥はすべてリサイクル化（バークたい肥化100％）維持・継続
④廃油、廃溶剤の分別活動の実施（更油の⻑寿化と有価物化の促進）による買取処理へリサイクルの向上

種類別のリサイクル率については、今年度は全て70％以上を達成。廃プラスティックの一部は、従来より路盤改良剤や助燃剤として
リサイクル化していますが、前年悪化した梱包材のリサイクル化により70.9%達成。廃油（水）については、毎年リサイクル率が向上
し、70.9％と目標値を上回りました。排水処理汚泥は、2018年より、バークたい肥化100％を維持しています。
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産廃計量システム導入による廃棄物削減意識づけ �2020KKC環境報告書

日時日時
廃棄物種類、重量廃棄物種類、重量

廃棄部門廃棄部門

廃棄理由廃棄理由製品種別製品種別

秤量システム導入による廃棄物排出量の把握
社内で設置されている秤量システムを使用し、全部署から排出
される産廃（１ｔ以内）を担当者が計量しています。

計量する際には、日時、部署、種類、重量の他、どのような
種類の廃棄物をなぜ捨てたのかを選択することで、1ヶ月ごと
の廃棄物を集計することが出来ます。

これにより、部門ごとの削減対策の効果、分析など改善活動
にとても役立てています。

廃棄物排出についての社員教育
KKCでは、廃棄物を排出するにあたり、産廃の分類、分別方

法、計量方法及び置き場でのルールなど定めた教育を受けた者
以外は廃棄できないような管理体制を敷いています。

社内教育内容より抜粋
※捨てることが適切か判
断すること
※リサイクル処分できる
ように分別すること
※より良い廃棄のための
努力をしましたか？

秤量システム

環境管理委員会の様子



削減活動および３Rの取組み事例紹介

●リサイクル
排水処理汚泥を2018年度よりバーク堆肥の原料として全量リサイクルしています。
また、廃プラの一部は、助燃剤や路盤改良剤としてそれぞれサーマルリサイクル、原料リサ

イクルとして再資源化されています。

●削減・再利用（リデュース・リユース）
〇リデュース取組み事例：物流関連では、樹脂通い箱、緩衝材などリターナブル化し、

梱包関連の廃棄物を削減しています。
また、トラックでの輸送時の積載率を上げるよう監視し、積載時の配置と重ね方を
ルール化し、使用パレットの削減しています。
〇リユース取組事例：

製造部では、不要部品、端材などを資源として再利用し、様々な自動装置を製作し、作業
時間短縮やポカヨケに活用しています。豊富なアイデアと資源の再利用でムリ・ムダ・ムラを
無くす効率化を図り、廃棄物削減と共に業務改善活動も活発に行っています。

●紙類削減取組み事例
社内では、紙類の削減の為、ペーパーレス化を進めています。
①会議、打合せ等での配布を無くし、PC活用と資料共有化での活用
②残業申請他、出勤簿等各種申請書類のワークフロー化

〇グリーン購入：社内のコピー用紙は、FSC認証を購入し、森林保全を間接的に応援しています。

端材
ポカヨケ

自動処理装置

�2020KKC環境報告書
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排水処理汚泥（リン）を
原料としたバークたい肥



CO₂削減活動結果

▶CO₂排出量について
2020年度のCO₂排出量は、各工程での電力削減活動効果に加え、コロナの影響による生産量減少に伴い、製造工程に関わるエネルギー減少により、8,906ｔと前年と比較

し、約17％減少しました。（再生エネルギーの電力使用効果含む）

▶全社目標（電力削減）について
2020年度は、社内使用エネルギーの大部分を占める電力削減目標を掲げ、2005年度比で売上原単位30％減（平均年率2％減）を目指し活動をしました。
2020年度以降は省エネ目標を電力からCO₂目標へ移行する為、電力削減活動と共にCO₂排出量についても全社的に削減状況の監視をしました。

▶電力削減活動結果
各工程での電力削減活動により、電力使用量は減少しましたが、コロナの影響による生産停止時の品質維持の為の温度管理やエアコン使用時での定期窓開け換気、三密

回避での代替え事務所使用など、売上げを伴わない固定電力の削減が及ばず、未達となりました。

（活動内容）省エネ設備の更新、業務の効率化、生産性向上活動として、省エネアイテムを数値化し効果が見える取組み（削減量、コストメリット等）を毎月集計し達成状
況をまとめています。今年度は、生産量が減少したものの、夏以降には前年並みに回復し、省エネアイテムは、2019年度の約3倍も削減効果が計上されました。
これらの改善活動を毎月の環境管理委員会でグループ単位で順番に報告を行なうなど、削減活動のモチベーションUPに繋げています。
（活動事例）成形機の集約によるロス防止、製造工程のサイクルタイム短縮。工場内換気扇のインバーター化による回転数の最適化。その他、省エネ機器の導入、工場内ﾚｲ
ｱｳﾄの変更、蒸気配管、バルブ等の保温、蒸気送気の圧力調整など計画的に実施しました。

省エネパトロールの実施：稼働をしていない設備、コンプレッサーの停止や蒸気使用の停止確認などのムダ、ロス防止徹底の為、工場内の一⻫点検を行いました。

�2020年度CO₂削減結果
�2020KKC環境報告書

13

12,873 12,720 12,189 11,096 10,619 8,906 

0

5,000

10,000

15,000

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

CO
₂排

出
量

（
ｔ

）

社内ＣO₂排出量の推移
排出量

※岡山県報告（支店営業所除外）

0.79 
0.88 

1.02 

0.82 

0.94 
0.85 

0.90 0.89 
0.81 

0.77 0.77 
0.74 

0.691 0.681 
0.7 

BM1

0.78 

0.40

0.60

0.80

1.00

20
05

年
度

BM
原

単
位

(k
w

h/
円

）
比

率

2005年度BM-2020年度までの原単位推移

BM2005年度比率
KKC目標値
(社)日本自動車部品工業会目標削減1%
実績
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�2020年度電力削減活動結果

結果22％減



環境保全活動

�環境法令順守対応

�2020KKC環境報告書
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（新規法令、改正法、法令以外の世界基準ルール等の対応）毎月、新たな環境法令情報、官公庁HP公表内容を基に、関連部門により、
法令対象が検討調査し、公布、施行までに対応できる準備を整え教育資料を元に社内展開しています。

対象法令の改正内容についても随時更新し、該当部門への教育により社内展開を行っています。

（順守状況確認）
環境法令については、各部門単位で管理担当者により順守状況の確認を行っていますが、毎月の環境パトロールや安全パトロールを行

い、課題や問題点など確認し、より良い改善活動を行っています。

（全社法令順守確認）大気汚染防止法、瀬⼾法（水濁法）、消防法、フロン排出抑制法など各法令について、基準値など一覧表にまと
め、各工場や設備毎で定期的に責任者や担当者に確認を行っています。

�その他廃棄物法条例等の対応
<法令＞廃掃法：廃棄物取引業者の監査実施

自社の廃棄物が適正に処分され、マニフェスト管理がなされているかを定期的に
現地の契約処分業者様へ赴いて、チェックリストを作成し、調査(確認・評価)をしています。

＜努力義務対応＞
看板の表示内容・ﾏﾆﾌｪｽﾄの管理状況・保管状態
これらの状況を「取引業者認定評価表」を作成し評価を行っています。



�環境影響評価

目的目標へ展開・監視

②工程や設備の変更や廃止
新素材、新部品の導入など

４月度に教育
一次調査業務の洗い出し 環境側面を抽出

著しい環境側面に決定環境側面の「環境影響度」
を評価、判定二次調査

①定期的見直し

②不定期見直し

上記流れにて実施
環境影響評価の仕組み

環境影響評価については、毎年、4月に教育を行い定期見直し実施をしています
また、工程、設備変更など必要に応じ、不定期見直しを実施しています

環境保全活動 �2020KKC環境報告書
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④Action

真因追求と是正（解決策）
有資格者、安全担当部門協力
・教育・是正・手順書見直し
等による再発防止策

◎パトロール構成メンバー
ISO事務局主管
総務（安全）
製造部
関係者（工務課他）

◎1年間のパトロール場所の選定
◎「実施内容」「実施項目」の選定と前年度の有効性の確認

◎責任者の選出
◎「テーマ」の決定

前年度の傾向分析結果、緊急事態、危険物、法令順守など
◎実施者らの指摘をリスク評価（3段階）、傾向、その他チェックシートの準備

①Plan

⑦有効性の確認
次年度のパトロールで
維持管理状況を再確認

環境保全活動
�環境パトロール

+なぜなぜ分析の実施

是正部門：要因分析是正

③Check

◎チェック方法
法令順守評価と課題の抽出
・法令関係、日常点検、法定点検、保全・表示掲示物等
環境に関わる業務のリスクを含めて、チェックリストの使用にて
漏れなくチェック！

ﾊﾟﾄﾛｰﾙﾒﾝﾊﾞｰによる分析・評価

�2020KKC環境報告書
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パトロールの実施（1回/月）

是正後最終確認
ISO事務局と是正部門
担当者有資格者共に改
善内容を現場で是正完
了の確認

⑤⑤ ⑥是正処置
の運用開始

②Do「テーマ」
廃棄物関連法令順守
・廃掃法
・消防法等
前年是正箇所の有効性確認



実施頻度 1回/年
実施対象 著しい環境側面に特定した工程や作業
実施部門 関連全部門(7部門)

◎緊急事態の想定
◎責任者の選出
◎部門の選定

PlanAction

Do
Check

緊急事態訓練の
実施

◎テスト結果による
問題点の確認

◎有効性の確認

◎問題点解決を行う
例)
社内標準の改定
手順書の改訂
土嚢準備の増設等

〇想定内容：排水装置の河川への排水口からの油流出
が発見された。

確認内容：手順書通りの実施により確実に流出が防げられるか
想定内容での手順の確認と有効性の確認

環境事故、緊急事態の発生時に備え、適切で素早く対応を可能にするため、又は未然に防ぐ目的で、各部門の環境影
響評価などによる抽出にて、想定した内容、手順書にて緊急事態対応訓練を実施しています。

〇結果と手順の有効性の確認
オイルフェンスで油の流出防止し、吸着マットで油分を回収し、
手順書通りで漏洩防止可能かを検証。
（実際の対応テストでは、水を使用しています）

環境保全活動
�環境汚染防止・緊急事態対応訓練

�2020KKC環境報告書
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訓練の様子

当社は、工場・構内からの排水を、総合排水へ集め、管理システムにより、検査機器
による水質基準を満たしている水を放流しています。

天災、地震や工事などによる災害などを含め、桝、配管等の損傷など、万が一に備
え、いち早く被害を最小限にとどめる訓練も実施しています。



� 会社周辺の美化活動
・毎年開催される地域主催の

河川清掃活動への参加
・会社周辺の美化活動
・用水路の見回り実施

地域社会貢献活動Cool Bizの推進
・夏場の空調によるCO₂・電力削減取組の一
環として、クールビズを実施しています。

ライトダウンキャンペーンへの参加

・毎年環境省主催のライトダウンを
マツダグループ活動として全社員へ
呼びかけ、7月に実施しました。

・割りばしを使わない「マイ箸」運動
・事務所内ゴミ箱の削減
・持参品（菓子袋弁当空容器）の持ち帰り

全社員廃棄物削減活動

環境保全活動

�会社周辺の用水路の鉄バクテリア
周辺の用水路、田畑には鉄バクテリアによる油被
膜のような浮遊物が出現します。

その為、1度/週見回りを実施しています。
※油類との違いおよび特性：
・棒で割ると分離し、元の形には戻りません
・油の匂いはしません

�その他環境保全活動、
地域貢献活動

�2020KKC環境報告書
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昼休み(食後20分間)のタイマー
offによる消灯節電を実施して
います。

廃棄物の排出抑制と循環的利用に率先した取組みが、
自動車部品事業所、産業機器事業所が先進的、かつ、優秀と岡山県で認められました

廃棄物の排出抑制と循環的利用に率先した取組みが、
自動車部品事業所、産業機器事業所が先進的、かつ、優秀と岡山県で認められました

岡山県エコ事業所の認定

節電取組み




