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環境活動レポート

(対象：第67期)

平成29年12月1日～平成30年11月30日

発行日 平成31年3月01日



1.組織の概要
事業者名
会社名 米玉堂食品株式会社
代表者 代表取締役 杉本 德治

所在地
〒399-0428
長野県上伊那郡辰野町大字伊那富2582 

環境保全関係の担当連絡者
環境管理責任者：品質保証部 部長 遠藤 毅
担当者：生産管理部 生産管理課 課長 市田 聡美
TEL 0266-41-1031 FAX 0266-41-1032 

事業内容
焼菓子、ビスケットの開発及び製造

事業規模
①会社設立 昭和27年11月10日
②資本金 2,325万円
③年商 32億99百万円

(平成29年12月1日～平成30年11月30日)
④従業員数 総従業員数 121人

事業期間
平成29年12月1日～平成30年11月30日



2.認証登録の対象範囲・活動
認証登録範囲

登録組織名 ：米玉堂食品株式会社

関連事務所 ：本社のみ

対象事業活動：焼菓子、ビスケットの開発及び製造

対象期間 ： 平成29年１2月１日～平成30年5月31日

伊那市へ新工場が建設され、6月から移設7月移設完了のため

伊那事業所認定のための両工場の実績調査 ： 平成３０年８月１日～平成３０年１１月30日

廃棄物の種類 ： 食品残渣、廃プラなど産業廃棄物、ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙなど一般廃棄物

組織図



役割と責任・権限

役割・責任・権限 役割・責任・権限

代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任 環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、
時間、技能、技術者を準備

・環境への負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自
己チェックの実施

・環境管理責任者の任命 ・環境関連法規等取りまとめ表／遵守評価記録の作成

・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知 ・環境目標、環境活動計画書原案の作成

・環境目標・環境活動計画書の承認 ・環境活動計画の実績集計

・代表者による全体の評価と見直しの実施 ・環境活動レポートの作成

・環境活動レポートの承認
・省エネルギー（二酸化炭素排出量削減）等、節水、廃棄
物排出削減及び

環境管理責任者
・環境経営システムの構築、実施、管理、ＥＡ２１推
進委員会を運営する。

・グリーン購入推進のそれぞれについて、会社活動の推進

・環境関連法規等の取りまとめ票の承認 ・上記、各活動の推進のための具体策の提案及び実行

・環境目標・環境活動計画書の確認 ・活動結果の環境管理責任者への報告

・環境活動の取組結果を代表者への報告する。 総務部 ・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境活動レポートの確認 部門長 ・自部門に関連する環境経営システムの実施

内部監査チーム ・環境経営システムの検証 ・自部門に関連する従業者への環境方針の周知

品質保証部2名 ・環境監査責任者を任命 ・自部門に関連する従業員に対する教育訓練の実施

総務部2名

経理部１名
・内部環境監査員に対する教育訓練の実施

・自部門に関連する環境目標及び環境活動計画の実施及び
達成状況の報告

生産部1名
生産管理部１名

・内部環境監査の実施 ・自部門に関連する必要な手順書作成及び運用管理

全従業員 ・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚
・自部門に関連する緊急事態への対応手順書作成、試作
（テスト）・訓練・記録

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動
へ参加

・自部門に関連する問題点の発見、是正、予防処置の実施





3．中期計画（環境目標）

２０１６年８月より実施 ２０１７年７月認証・登録

№
＜取組項目＞

具体的目標
基準値

（2015年度）
2016年度

2016.8-2016.9
2017年度

2016.12-2017.11
2018年度

2017.12-2018.11

1

＜二酸化炭素排出量削減＞

電気削減(kwh) 1,493,052 5%削減 236400 5%削減 1418399 7%削減 1388538

CO2削減（kg-CO2） 742,047 5%削減 117491 5%削減 704945 7%削減 690104

LPG削減（㎥） 350,824 5%削減 55547 5%削減 333283 7%削減 326266

2

＜廃棄物排出量削減＞

一般廃棄物削減（ｋｇ） 135,125 ２%削減 22070 ２%削減 132423 4%削減 129720

廃プラスティック削減（ｋｇ） 60,133 ２%削減 9822 ２%削減 58930 4%削減 57728

食品廃棄物発生率（％） 5.74 5.74 5.74 5.74

ﾘｻｲｸﾙ率（％） 70.1 71.1 72.1 73.1

3
＜総排水量削減＞

排水削減（㎥） 13,977 ２%削減 2283 ２%削減 13697 4%削減 13418

4

＜化学物質使用量削減＞ 対象品使用量調査

洗浄剤削減(円) 179,152 1%削減 29560 ２%削減 175569 4%削減 171986

(対象薬剤を決める) （10－1月 1％削減）

5
＜グリーン購入＞エコ商品/全購入額

事務用品のグリーン購入（円） 273,798 1%増加 276536 2％増加 279274

6
＜製品への環境配慮＞

自社製品の開発 1件 2件 3件



4．活動計画（2018年度）
１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

継続 LED化（一部）

見直し こまめな温度管理の実施

継続

継続

調査と修繕実施 点検 点検

○

手順作成 移設後の使用用途に合わせる

○

随時修繕 点検 点検

○

対策検討 1号機 2号機

○

伊那工場ルール

ｸﾘｰﾑ洗浄法

方法検討 実施

環境月間

調査 靴底洗浄機 Ａ棟洗浄室

洗濯用基準設定 ｸﾘｰﾑﾀﾝｸ洗浄方法の改善

再調査

調査 包材検討

検討 最終生産

日常の節水

水漏れの確認を行い、修理を行う

洗浄剤使用の基準を決め実施する

生産ロス削減対策を考え実施する

分別を行い、可燃物・産業廃棄物の削減を行う

2.ＬＰＧ2％削減

3.廃棄物排出量
削減2％

4.総排水量の
削減2％

5.消耗品削減

全社

全社

生産
現場

生産
現場

生産
現場

全社

生産
現場

6.自社製品の開発

総務

営業

総務部

営業部

消耗品管理と使用状況の確認を実施する

地域のニーズを調査する。

しなのｍiの見直しを行う 営業部

洗浄方法の手順を決め、実施する

冷蔵庫・冷凍庫の温度基準で管理し、記録する。

冷蔵庫･冷凍庫･温調庫の設備保全の方法を決めて実施する

コンプレッサー・エア漏れの確認

オーブン運用法を決めて実施する

スチーム漏れを調査し、修理を行う

生産管理課

生産管理課

生産部

生産管理課
製造1部・2部

生産管理課

生産管理課

生産管理課

生産管理課

生産管理課
製造1部・2部・営

業
生産管理課

総務

製造1部・2部

生産管理課

生産管理課

担当

各部屋の照明(LED化）を見直し、不要なもの消灯する

空調機（エアコン・暖房器具など）の
夏・冬の温度基準に沿って管理を行う

対象今年度の目標 実施項目

1．電気5％削減



5．環境目標及び実績
※平成29年（2017）12月1日～平成30年11月30日

８月１日～１１月３０日にて両工場の実績を調査

№
＜取組項目＞

具体的目標
基準値

（2015年度）

2018年度

目標2017.12-2018.5 2017.12-2018.5 達成率 辰野（8-11月） 伊那（8-11月）

1

＜二酸化炭素排出量削減＞
原単位 原単位

実績 原単位 実績 原単位 実績 原単位

電気削減(kwh) 1493052 290.06 5%削減 709200 275.56 814154 283.39 87.1% 250653 400.09 864897 718.02

CO2削減（kg-CO2） 742047 144.16 5%削減 352472 136.95 404635 138.98 87.1% 124575 198.85 429857 356.86

辰野工場 LPG削減（㎥） 1㎥＝2.07ｋｇ 350824 204.60 5%削減 166641 194.37 95875 204.63 173.8% 72593 347.85 - -

伊那工場 LNG削減（t） 1t＝2.70ｋｇ 実績なしのため調査 - - - - 89100 197.53

2

＜廃棄物排出量削減＞

一般廃棄物削減（ｋｇ） 6828 1.3 2%削減 3346 1.30 4660 1.61 71.8% 1570 2.51 3444 2.86

廃プラスティック削減（ｋｇ） 60133 11.7 2%削減 29465 11.45 30593 10.50 96.3% 5538 8.84 10366 8.61

食品廃棄物発生率（％） 439.80 5.74 5%削減 209 5.74 186.10 3.60 112.3% 27 0.04 95.3 0.08

ﾘｻｲｸﾙ率（％） 70.1% 72.1% 99.0% 100% 95.5%

3
＜総排水量削減＞

排水削減（㎥） 13977 2.72 2%削減 6849 2.66 6438 2.27 106.4% 2414 3.85 2648 2.20

4

＜化学物質使用量削減＞ 対象品使用量調査

洗浄剤削減(kg) 919.8 0.163 5%削減 873.8 0.15 402 0.14 217.4% 153 0.24 174.7 0.15

(対象薬剤を決める) （2017年度実績）

5
＜グリーン購入＞ エコ商品/全購入額

事務用品のグリーン購入（円） 273798 136899 145454 106.2% 37231 100410

6

＜製品への環境配慮＞

自社製品の開発 2件 0件 0件 0件

ＯＥＭ先様との改善 5件 250.0% 5件 0件



6. 環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容
今年度の目標 対象 実施項目

1．電気5％削減

全社

各部屋の照明（LED化）を見直し、不要なもの消灯する

空調機（エアコン・暖房器具など）の夏・冬の温度基準に沿った温度管理を行う

生産
現場

冷蔵庫・冷凍庫の温度基準で管理し、記録する。

冷蔵庫･冷凍庫･温調庫の設備保全の方法を決めて実施する

コンプレッサー・エア漏れの確認

2.ＬＰＧ2％削減
生産
現場

オーブン運用法を決めて実施する

スチーム漏れを調査し、修理を行う

3.廃棄物排出量
削減2％

生産
現場

生産ロス削減対策を考え実施する

全社 分別を行い、可燃物・産業廃棄物の削減を行う

4.総排水量の削減2％

生産
現場

洗浄方法の手順を決め、実施する

全社

日常の節水

水漏れの確認を行い、修理を行う

洗浄剤使用の基準を決め実施する

5.事務用品の
グリーン購入

総務 エコ用品の見方を教え実施する

6.自社製品の開発 営業
地域のニーズを調査する。

しなのｍiの見直しを行う



評価と感想

伊那工場への移設が完了した7月までの生産に於いて、安定的な生産により生産ロスも削減でき、エネルギーの
使用量も抑えることが出来ました。社員を始め、派遣社員も環境意識が高まり、少しでもロスを減らす努力を
している姿が見られました。嬉しいことです。
次年度も同じ項目に於いて更に削減できる様に教育・活動を行っていく。

評価：2017年12月-2018年5月まで

①

安定的生産によりLPGの使用量が減りました。

電気ｵｰﾌﾞﾝの生産が増えたため、電気の使用量は目標に届きませんでしたが、生産数から見る電気の使
用量は減っています。

②
ＯＥＭ先お客様との改善により、見切り量が減り、食品廃棄物発生率の目標を達成することができま
した。

③
水の使用量を減らすために、洗浄方法の改善と意識により削減することができました。が、まだまだ
洗浄方法について課題がある。次期検討していく。

④
洗浄剤について使用量を確認することを始め、洗浄剤の注ぎ口にノズルをつけるなどして、使用量を
減らしています。

⑤
グリーン購入については購入料金ではなくグリーン購入を推進していく形で進めることができました。

備品購入について無駄がないか確認し、社員への適正使用をお願いしてきた。

⑥
自社品の開発はできませんでしたが、OEM先お客様と包材の使用などを検討し、改善することができ
ました。



取組み（是正処置・予防措置）

・排水量を減らすためｸﾘｰﾑ製造、ｸﾘｰﾑﾀﾝｸそれらの付属品の洗浄にはｸﾘｰﾑを掻き落としてからの
洗剤とお湯洗いを行うようにした。（2月）

・洗濯時の洗剤使用量の基準を設定。（洗剤･漂白剤）使用する計量スプーンを設置

・消耗品管理を総務で行うようになってから（17’7月より管理）消耗品の持ち出しと在庫が合わ
ないことがなくなったが、消耗品の使用量が減っているのか確認を行う。（現場在庫等）

・2月より油脂の回収をﾘｻｲｸﾙ業者（油脂をせっけんや燃料に再生）と締結し、今後廃棄する使用
した油脂・期限切れ油脂の回収をおねがいすることとなった（年間1350ｋｇの油脂をﾘｻｲｸﾙに回
す事ができた）

・しなのmiの生産を2月最終生産とし、在庫終了で販売終了となった

・2号機小ｷｬﾝﾊﾞｽ・仕込み方・ガイド設置にて生産ロス削減、清掃時間の短縮に繋げた（4月）
（１号ライン～４号ラインまであり、それぞれに生産しているものが違い、２号機は多品種である）

・2号機OEM先様と限度見本の共有を行い、生産ロス削減につなげた（4月）

・生産数の多い製品の原料の発注単位を増やし、輸送マイレージを削減（4月）



辰野工場

･伊那工場稼動によって原料倉庫の余裕が出たため、原料の発注単位の変更により、

輸送マイレージを更に削減。人件費の削減に繋げた。

・エアコンの移設、遮光により生産環境の改善に繋げた。

・小麦粉のﾊﾞﾙｸ化（タンクローリーにて小麦粉サイロへ充填）により、紙袋の削減・

原料搬入のための作業（計量・搬入）の削減・作業者の身体への負担を削減できた。

※1品種のみの生産時にしか対応できないため、現在もお客様と検討中

・蛍光管の生産中止により、蛍光管が入手困難になっているため、蛍光灯の照度不足

になっている箇所のＬＥＤ化を進めた。

・ｸﾘｰﾑﾀﾝｸ、ｸﾘｰﾑが付着する道具などの洗浄時に掻き落としてから洗浄することを教育

・辰野工場では夜勤がなくなったため、電気使用量・ＬＰＧの使用量など減りました。

・生産も安定生産が出来たため、見切り量を減らすことができた。

伊那工場

・ﾐｷｻｰの温度調節のためのﾁﾗｰ水に上水を使用していたため、循環型に変更し上水・

排水量の削減になった。

・伊那工場への移設が終了した７月以降、８月からそれぞれの工場での活動となったが、

伊那工場は立ち上げに苦戦し、安定するまでに時間がかかり、なかなか活動が進めれら

なかった。

辰野工場・伊那工場それぞれの取組み（是正処置・予防措置）



こんな活動もしています!!

春にはチューリップやパンジー、夏から秋
にかけてマリーゴールドやインパチェンス
などを植え、歩道に彩を与えています。

環境教育にも力を入れています!!
日本のごみ問題の現状を知ってもらう様に
TV番組の紹介や自然エネルギーの活用を
家庭で実践してもらう様にソーラーライト
を紹介しました。辰野工場の門にはやんわ
りと照らすソーラーライトの灯りが和ませ

てくれています。

このライト、100円
均一のガーデニング
のソーラーライトと
キャンディポットを
合わせたおしゃれラ

イトです!!



年間188件の改善提案が出され、

内86件の実施済み提案であり、

年間効果金額7,869,977円となった。

原料の発注単位の変更により、受け入れ回数を
16回あったものを8回に減らし、受け入れ時の時
間削減と輸送マイレージの50％削減

改善活動

67期は辰野・伊那に別れたことにより、倉庫に余裕ができたことでの1月に使用する原料
の発注単位を変更したことでの受け入れ時の時間短縮と輸送マイレージを削減するという
改善の効果金額が多く出ていました。その他伊那工場ではﾐｷｻｰを温めたり冷やしたりする

ﾁﾗｰ水を上水から循環型に変更することで使用量も半分に減らすことができました。



6.環境関連法規の遵守状況の確認および評価の
結果並びに違反・訴訟等の有無

法規制等の名称
該当する要求事項
（対応すべき事項）

該当する設備・項目
遵守評価

証拠 判定

廃棄物処理法

・委託基準：一般廃棄物収集業者の許可の確認 紙くず・不燃ごみ等 許可証入手 OK

・委託基準：産廃収集運搬・処理業者の許可の確認、契約 汚泥・廃プラ・動植物性残渣等
契約書
許可証

OK

・保管基準の遵守
廃棄物集積場：汚水の漏洩・腐敗・異
臭なきこと

現地確認 OK

産業廃棄物管理表（マニフェスト）制度に則り、排出事業者が最終処分まで把
握する

最終処分方法の確認 マニフェスト OK

産業廃棄物管理票作成と提出
マニフェストの保管(5年)

マニフェストのファイリング
産業廃棄物
管理票

OK

下水道法 ・排水基準順守 測定結果 OK

フロン排出
抑制法

適切な置場・機器の点検・漏洩防止
業務用空調・冷凍冷蔵庫。定期点検は
7.5kW以上(上乗せ)

簡易・定期点検記録 OK

点検・整備記録作成・保存 整備記録 OK

充填・回収・廃棄の委託 各種証明書 OK

消防法

・危険物保管の指定数量以上の許可申請と危険物取扱者の届出 指定数量 届出書 OK

指定数量未満の危険物保管の扱い 届出書 OK

高圧ガス保安法
・技術上の基準の遵守(保安責任者)
・容器の定期検査

警戒標など(保安責任者は11月に取得
予定)

現場確認 OK

食品リサイクル法 ・平成27年度を基準に事業者ごとの再資源化率の目標達成を目指す
食品廃棄物リサイクル
基準実施率85%以上

廃棄実績
ﾘｻｲｸﾙ率99.5％

OK

容器包装
リサイクル法

・再商品化義務 再商品化委託契約：使用量の報告
再商品化
委託契約

OK

定期報告義務：前年度に用いた容器包装の量が50トン以上 報告書 OK

違反・訴訟の有無
当社において、環境関連法の遵守状況をチェックした結果、環境関連法規の違反はありません。
また、各関係機関からの違反、訴訟の指摘、外部からの訴訟及び苦情等も過去3年間ありません。



7.代表者による全体の評価と見直しの結果

インプット（審議事項） アウトプット（見直し結果：社長指示） 担当 期限

(1)内部監査の結果
・内部監査では不適合は1件摘出され、修正が32件でした。

伊那工場が建設され、6月に1ライン7月に1ラインの計ラインが
移設され、稼動が始ったが、伊那工場での必要事項が不足して
いる箇所がある。68期中に確認し検討していく課題もある。
また全体的に生産活動が環境活動に結びついていることを意識
させるということが不足している。

①生産活動が環境に繋がり、経営に繋がっていることを意識さ
せる。2017年版ガイドラインでは「環境経営を」と謳っている
ため、目標を明確にし、生産活動へ繋げること。

各部署 第68期

②計量・仕込み・包装工程など「先行させる」という考えをな
くして欲しい。作業手順を検討すること。その際に品質を一番
に考える事。お客様が求めているものづくりをして行こう

生産部門
生産管理課
製造課

第68期

③伊那工場の空調・温度を確認し、判断基準を検討すること。
また、管理者の明確化を行うこと

改善課
製造課

品質保証室
第68期

④伊那工場の電気の使用量を減らすために、人感ｾﾝｻｰや照度ｾﾝ
ｻｰによって点灯をこまめに切り替えられるようにしていくこと

事務局
改善課

第68期

(2)最近の不適合事例及び是正処置
報告書通り
・辰野工場でのOEM先様との良品共有による見切り削減
・伊那工場ﾐｷｻーﾁﾗｰ水の循環型使用による水道使用量削減
・エアコン移設（辰野）による生産環境の改善

・エアコンの設定温度など、生産に適した温度に設定すること
（人ではなく製品を作るために必要な温度管理）

辰野事業部
伊那事業部

第68期

(4)法規制、遵守評価、社会状況の変化
特に変更はありません。
また伊那工場の法規制に関して確認中である。
辰野工場の排水（浄化槽）の水質検査結果がよくないため、
今後も確認を行っていく。

・辰野工場の排水は行政にお任せしている形である。企業とし
て排水をきれいにして流すことが社会的責任であるため、排水
の水質をよくする努力をしていく事。

事務局
各現場

第68期

(5)目標の達成状況（各部署長）
ＬＰＧの使用量・廃棄ロス率は減っています。電気の使用量・
排水量については今後も活動を計画的に実施することが必要と
考えます

・辰野工場の1号ｵｰﾌﾞﾝ使用をやめれば更に電気の使用量が減る
ため、今後もテストを行い設備変更できる様にしていくこと。
・トラブルが起きると生産のフォローが必要になり、光熱費は
かさみます。

管理責任者 第68期

(6)改善の提案（各担当）
○設備の検討
○廃棄物の削減（廃棄物業者の検討含む）

・辰野工場の1号ｵｰﾌﾞﾝ使用を4号ｵｰﾌﾞﾝでのテストを行い、設備
変更できる様にしていくこと。
・伊那広域ごみ処理ｾﾝﾀｰの稼動が4月より始るが、それに伴い弊
社でのごみ分別も検討すること

推進委員会 第68期


