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１．組織の概要  （船橋工場・本社事務所／千葉工場／東京事務所） 

 

（１） 事業者名および代表者名 

ボーソー油脂株式会社 

代表取締役社長  垂水 龍介 

 

（２） 所在地 

船橋工場・本社事務所 〒273-0015 千葉県船橋市日の出２丁目１７-１ 

千 葉 工 場  〒263-0004 千葉県千葉市稲毛区六方町２３１ 

東京事務所  〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町４丁目５-１２ 

 

（３） 環境管理責任者および担当者連絡先 

環境システム責任者 取締役執行役員船橋工場長 山口 美津男 

ＥＡ２１担当事務局 ＢＫＫ事務局長   中島 洋 

連 絡 先  電話:０４７-４３３－５５５１ ／ＦＡＸ：０４７-４１０－０５５１ 

 

（４） 対象事業の内容 

食用植物油の製造・加工・販売、飼料その他副産物の製造・販売、石けんの製造・販売、

栄養補助食品・その他食品の加工・販売 

 

（５） 事業の規模 

製品出荷額 １８２億円 （２０１０年度 = 2010/ 4/ 1～2011/ 3/31） 

対象従業員数 １４５名 （２０１１年 ４月 １日現在） 

工場敷地面積 ２６,１２１㎡ (船橋工場および千葉工場) 

従業員

社員
パート・

派遣・請負

東京事務所 3 0 3 －

本社事務所 70 6 76

船橋工場 48 4 52

千葉工場 12 2 14 12,637ｍ
2

合計 133 12 145 26,121ｍ
2

注１：　社員には役員・常勤監査役および顧問を含みます(昨年度までは含めず）
注２：　本社事務所には技術部・品質管理課を、船橋工場にはＥＡ事務局を含みます

事業所 設備

財務部門

従業員数
合計

敷地面積

抽出設備
原料集積設備

精製設備・化工設備・
充填設備

事務部門・営業部門・
技術部門

13,484ｍ
2

 
 

２．対象範囲、本報告対象期間と発行日および環境組織図 
（１） 取り組みの対象組織および活動内容 

① 対象組織 ： ボーソー油脂株式会社は、全組織・全活動でエコアクション２１を実施してい

ます。 

② 活動内容 ： 食用植物油の製造・加工・販売、飼料その他副産物の製造・販売、石けんの

製造・販売、栄養補助食品・その他食品の加工・販売 
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（２） 環境マネジメントシステムの組織図 
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財務部 ＝
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管理課
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船橋工場
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事務局

物流部

業務課
千葉工場

製油課
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（３） レポートの対象期間および発行日 

対象期間 ： ２０１０（平成２２）年４月１日～２０１１（平成２３）年３月３１日 

発 行 日 ： ２０１１（平成２３）年１２月２２日 

 

 

 

３．環境保全のための仕組みと体制整備 

（１） 法規制対応の規程･組織体制等の整備 

・自衛防災規程、事故発生時緊急時連絡体制、夜間･休日緊急連絡網 

・工場の公害防止組織、産業廃棄物処理委員会、安全衛生委員会、等 

 

（２） 必要資格の取得と責任者の選任 

環境保全の管理に必要な責任者を確保するため、公害防止管理者（水質および大気）、エ

ネルギー管理士、電気主任技術者、ボイラ技士、衛生管理者、防火管理者、特別管理産業廃

棄物管理責任者、危険物取扱主任者、有機溶剤取扱責任者等の資格の取得を勧め、各業務

に関する責任者を選任します。 

 

（３） 環境保全活動の推進 

① 社員に対する啓蒙 

② 外部の環境保全の部会への参加 

③ 改善提案制度による省資源･省エネ等や作業改善の推進 
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４．環境方針 

１． 当社は、食用植物油およびその関連製品の製造において、環境負

荷の低減をはかり、法規制を遵守して環境保全につとめます。 

２． 定期的な内部監査とマネジメントレビューにより、活動状況を評

価し、見直しをおこなって継続的改善につとめます。 

３． 生産活動においては省資源と省エネルギー、および廃棄物と化学

物質の削減、また食品リサイクルや再生利用実施率向上につとめ、

原料や資材の調達においても環境との調和をはかります。 

４． この方針を全従業員に周知させるとともに、環境保全に対する意

識の高揚につとめます。 

５． 環境への取り組みを定期的に情報公開し、社会とのコミュニケー

ションの向上につとめます。 

 

２０１１（平成２３）年 ４月 １日 改定 

ボーソー油脂株式会社  代表取締役社長 

     垂水龍介 
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５．環境目標 
 

（１） 中期環境目標  

２００８年度を基準年度として策定した、２００９年度～２０１１年度の３ヵ年にわたる弊社全体の中

期環境目標は下記の通り。なお、二酸化炭素排出量は船橋･千葉・東京の３つの事業所の合計値

を、また廃棄物・排水の各排出量は東京を省いた船橋･千葉の両事業所の合計値を用い、原単位

算出の基準となる生産量は、船橋･千葉両工場の製品生産量の合計値を用いました。 

 

基準年度
(2008年度)実績 2009年度 2011年度

二酸化炭素排出量

廃棄物排出量
の削減(t/t）

食品廃棄物の削減 98.0%
（再生利用等実施率） (2007年度実績)

排水量の削減

（m3/t）
注1）　電力のＣＯ2排出係数は、東京電力の各年度の実排出係数を用います

注2)　食品リサイクル法では、前年度の実施率が80％以上なら維持向上することが目標

98.5%

全社製品
生産量t当り

基準年度(2008年度)対比
2010年度

99.5% 99.0%

0.0881 99.5% 99.0%

98.5%

3.19 99.7% 99.4% 99.0%

の削減(t-CO2/t)

0.0268

維持向上維持向上 維持向上

 

 なお、ＥＡ２１での環境負荷の集計と当社が通常作成している集計との間で、従来から微妙な数値

の違いが見られていたが、今回その要因を取り除くため以下のように改めました。 

１． 購入電力のＣＯ2排出係数について ： 電力各社が前年度実績から求めたＣＯ2排出係数は環

境省で集約されて暦年末頃に発表されます。各事業所では次年度の電力使用に応じたＣＯ2

排出量の算定にこの排出係数に用いており、官庁等への報告には概ねこの係数を使用してい

る。そこで、この環境活動レポートもこれに合わせ、東京電力の各年次用の排出係数を用いる

こととしました。すなわち、２００８（Ｈ２０）年度報告値にはＨ１９年度公表値の０.４２５を、２００９

（Ｈ２１）年度報告はＨ２０年度公表値の０.４１８を、２０１０（Ｈ２２）年度報告にはＨ２１年度公表値

の０.３８４を用いて計算し直しました。これに伴い、上表の二酸化炭素排出量の削減の基準原

単位も、昨年の環境活動レポートでの数値０.０８４３から０.０８８１に変えました。 

２． さらに購入電力の単位発熱量（ＭＪ/ｋＷｈ）は、昨年使用していたような一本化された９.８３では

なく、昼間電力が９.９７、夜間電力が９.２８と異なっているので、それぞれを集計して合算するよ

うに変えました。 

３． また、千葉工場で使用する都市ガスについて ： 単位発熱量あたりのＣＯ2 排出係数や単位使

用量あたりの発熱量が基本様式に記載されていた係数と異なっていたため、単位発熱量あた

りのＣＯ2 排出係数には０.０１３９×４４/１２ｋｇ-ＣＯ2/ＭＪを、また単位使用量あたりの発熱量には

４５.０ＭＪ/Ｎｍ3を用いました。 
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６．環境活動計画 
（１） 環境活動計画とその取り組み内容 

活動項目 活動内容 

燃料 

① 船橋工場 ： ボイラ燃料に占める副生油混焼率（＝バイオマスエネルギー

比率）の増大によるＡ重油使用量の削減 

② 千葉工場 ： ボイラ燃料のエネルギー転換 （Ａ重油⇒都市ガス） 

③ 蒸気洩れの早期発見と迅速な補修 

④ 保温・保冷の補修、強化、改善により、設備･機器からの放熱ロスの削減 

⑤ 蒸気トラップ点検とトラップ容量の適正化による蒸気ロスの削減 

⑥ 蒸気ドレン回収率向上や廃熱の有効利用による効率アップ 

二酸化

炭素  

排出量

の削減 

電力 

① モーター動力の適正化、インバータ化による省エネルギー 

② エアコン設定温度の見直しによる節電 （夏期２８℃、冬期２０℃） 

③ 照明の必要性見直し、不用時のこまめな消灯（自販機照明も）、スイッチ細

分化による昼間電灯消灯、節電およびＯＡ機器不使用時の電源遮断など 

④ エアコン・照明器具・他設備機器の省エネタイプへの順次更新 

⑤ コンプレッサのエア洩れ点検や、複数機の統合化 

一般廃棄物 

① 両面コピーの推進、プリントアウトでの無駄の削減と裏紙の再利用、また簡

易包装や通函利用の推進による紙資源の節約と可燃ごみの削減 

② 分別収集による再資源化の推進 

③ ＦＡＸ、メール、社内ＬＡＮの活用等によるペーパーレス化の推進 
廃棄物

排出量

の削減 

産業廃棄物 

① 操作条件や作業方法の改善による製造副資材削減に伴う、資源の使用量

の削減および廃棄物発生量の削減 

② 副生廃油類の用途開発や燃料化による廃棄物削減 

③ 分別収集の細分化による再資源化または資源ゴミの発掘 

④ 廃油・汚泥・廃プラスチック・不要紙類等、廃棄物だったものの有価物化、

再資源化およびそのルート開拓 

食品廃棄物の削減と 

食品リサイクルの推進 

① 各事業所において、食品廃棄物についての再生利用等実施率の向上を図る 

② 汚泥･廃油の発生量の削減 

上水 

① 上水の無駄な使用をなくす（こまめな節水、漏洩防止等） 

② 自動止水弁の導入とその調整の適正確保 

③ 油脂付着容器洗浄前の紙による拭取りの推進～ 廃油・汚泥の発生抑制と

洗剤使用量の削減に貢献 

工業用水 
① 工業用水の無駄な使用をなくす 

② 設備･機器の改善や運転管理の強化による水質汚濁物質の低位安定化 

排水量   

の削減 

地下水 
① 地下水の無駄な使用をなくす 

② 漏洩防止と管理の強化 

化学物質の削減 

船橋工場では水酸化ナトリウム・りん酸・硫酸、また千葉工場を含めて両工場で

n-ヘキサンを使用するが、何れも製造副資材でありコストに影響するため、常

に原単位の把握と減少に努める 

グリーン購入の推進 コピー用紙、文房具等におけるグリーン商品購入を推進 

地域の環境保全 
① 地域の環境保全への協力および地元自治体等の環境行事への参加 

② 地域の環境保全への協力 

その他 

① 揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の削減 

② 関連会社の省エネ・省資源のサポート 

③ 関連会社へのバイオエネルギーの供給 



 7 

 

７．環境目標の実績ならびに環境活動計画の取り組み結果とその評価および次年度の取り組み内容 
（１） 中期環境目標に対する環境負荷削減の計画・実績対比 

２００８年度を基準年度として弊社全体で実施している、２００９年度から２０１１年度にわたる３カ年計画のうち、２００９年度および２０１０年度について

の活動成果による環境負荷の削減実績は、下記の通り。 

 

2008年度

総量（ｔ-CO2/年） 16,830.3 16,746.1 15,096.3 89.7% 16,662.0 14,892.8 88.5%

電力(千ｋWh) 12,012.0 11,740.0 97.7% 11,580.5 96.4%

(ｋWh/生産ｔ) 62.859 63.908 101.7% 63.725 101.4%

Ａ重油(ｋL) 3,246.5 1,693.0 52.1% 1,837.4 56.6%

(L/生産ｔ) 16.989 9.216 54.2% 10.111 59.5%

都市ガス(千Nm
3
) 1,253.0 2,418.9 193.0% 2,358.1 188.2%

(Nm
3
/生産t) 6.557 13.167 200.8% 12.976 197.9%

総量（ｔ/年） 5,114.6 5,089.0 4,861.0 95.0% 5,063.5 4,986.2 97.5%
生産量ﾄﾝ当り

（ｔ/生産ｔ）
0.0268 0.0266 0.0265 98.9% 0.0265 0.0274 102.5%

98.0%
(2007年度実績)

総量（m3/年） 609,450 607,622 603,043 98.9% 605,793 582,281 95.5%
生産量ﾄﾝ当り

（ｍ3/生産t)
3.19 3.18 3.28 102.9% 3.17 3.20 100.5%

注1）　電力のＣＯ2排出係数には、東京電力の各年度の実排出係数を用いました

注2）　千葉工場のボイラ燃料は、2008（H20)年10月よりＡ重油から都市ガスに転換しております
注3)　食品リサイクル法では、前年度の再生利用等実施率が80％以上の場合、その現状を維持向上することが目標となります

算定基準＝
全社製品生産量t当り

2009年度（基準年度対比） 2010年度(基準年度対比)

基準年度実績
目標 実績 目標 実績

数　値 数　値

99.5% 99.0%生産量ﾄﾝ当り
（ｔ-CO2/生産t) 0.0881 0.0876 0.0822 93.3% 0.0872

廃棄物排出量
の削減(t/t）

99.5% 99.0%

0.0820 93.0%

二酸化炭素
排出量の削減

(t-CO2/t)

排水量の削減

（m3/t）
99.7% 99.4%

97.7%維持向上
再生利用等
実施率（％）

食品廃棄物の
削減

97.8%維持向上
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（２） 中期環境目標に対する活動実績の結果の要約と評価 

① 二酸化炭素排出量の削減 

全社での排出量は、総量については前年比で１.３％の減少ですが基準年度の２００８年度

比では１１.5％も減少しており、昨年の水準が維持され引き続き目標を大幅に超える成果が

出ています。原単位については前年比で０.３％、２００８年度比で７％と、これもともに減少し

ました。 

内訳を見ると、船橋工場での排出量は、総量では前年比で逆に０.６％増加しましたが、２０

０８年度比では０.５％減少しました。しかし原単位を見ると、前年比で４.７％、２００８年度比で

２.８％と、ともに逆に増加しました。一方、千葉工場での排出量は、総量では前年比３.３％の

減少でしたが、２００８年度比では２０.８％と大幅に減少しました。原単位でも前年比３.９％、２

００８年度比でも１５.９％と、これもともに減少しました。また東京事務所は、全社に占める割合

は０.０３％と僅かですが、前年比４.１％、２００８年度比でも１.６％と、ともに減少しました。 

これらを総合すると、二酸化炭素排出量の削減については、２００８年度におこなった千葉

工場でのボイラ燃料の転換が大きく寄与していることに併せ、その後も各事業所での省エネ・

節電等が継続して効果を挙げていますが、３/１１の東日本大震災以降の計画停電による操

業効率の低下が原単位に悪影響を及ぼしたことも示しています。 

② 廃棄物排出量の削減 

全社での廃棄物排出量は、総量では前年比で２.6％増加しましたが、基準年度の２００８年

度比では２.５％減少しました。また原単位では前年比３％、２００８年度比２.５％と、ともに増加

しました。 

内訳を見ると、船橋工場での排出量は、総量では前年比で逆に２.６％増加しましたが、２０

０８年度比では２.７％減少しました。しかし原単位を見ると、前年比６.７％、２００８年度比でも０.

５％と、ともに増加しました。一方、千葉工場での排出量は、総量では前年比３.１％増、２００８

年度比では６３.６％と大幅に増加し、原単位でも前年比２.５％、２００８年度比では７３.８％と、

ともに増加しました。ただし千葉工場での大幅増は、緑地帯で巨大に生い茂った樹木・植栽

の剪定によるものが殆どであり、これらは産業廃棄物ではありませんし、また弊社全体の廃棄

物に占める千葉工場の割合は、今回は勿論のこと、従来から過去 大でも０.５％にも満たな

いものなので大勢に影響はありません。 

これらを総合すると、２０１１年３月１１日の大震災後の船橋工場での復旧工事で排水溝の瓦

礫・汚泥が大量に発生したところに、さらに震災後の操業停止と非効率化による総生産量の

落ち込みが追い討ちを掛けたことが大きく影響し、目標の達成には至りませんでした。 

③ 排水量の削減 

全社での排水量の削減は、総量では前年比で３.４％、基準の２００８年度比でも４.５％と、と

もに減少しました。しかしながら、原単位では前年比で２.３％減少したものの、２００８年度比

では０.５％増加し、残念ながら昨年に引き続き目標達成はできませんでした。 

内訳を見ると、船橋工場での排水量は、総量では前年比３％、２００８年度比でも４.４％と、

ともに減少しました。原単位では、前年比０.８％と僅かではありますが増加しましたが、２００８

年度比では１.２％の減少となりました。一方、千葉工場での排出量は、総量では前年比１８.

７％減少し、２００８年度比でも７.３％減少しました。原単位でも前年比１９.１％、２００８年度比

で１.６％と、ともに減少しました。 

これらを総合すると、排水量の削減は従来からも困難な状況となっており、今回各事業所

の原単位で２００８年度比がともに減少しているのにもかかわらず、全社では僅かとはいえ増

加しているということにも現れていると思われます。 
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（３） ２０１０年度環境目標・環境活動計画に対する取り組み結果 

 

活動項目 主管部署 取り組み結果とその考察 

燃料 
生産部 

千葉工場 二酸化

炭素  

排出量

の削減 

電力 

（工場・  

事務間接 

問わず）   

全部門 

船橋工場ではボイラ燃料に占める再生油混焼率（＝バイオマスエネ

ルギー比率）は昨年比で５％弱減少した。 

二酸化炭素の排出量は、全社全エネルギーでは総量で前年度比

98.7％、原単位で前年度比 99.7％と僅かながら何れも減少した。エネ

ルギー別に見ると、燃料起因総量で 102.5％、電力起因総量で 90.6％

であり、電力によるものが大きい。また事業所別では、船橋工場が総量

で100.6％、千葉工場が96.7％であり、何れもほぼ横這いだった。なお

全社に占める割合は 0.03％にも満たないが、東京事務所は 94.9％だ

った。 

一般 

廃棄物 
総務部 

両面コピーの推奨、裏紙再利用とペーパーレス化の一環としての社

内メール利用が、各部門で推進されてきた。 

廃棄物

排出量

の削減 
産業 

廃棄物 

生産部 

千葉工場 

および 

技術部 

全社での廃棄物排出総量は前年度比 102.6％、排出原単位は前年

度比 103.7％となり、何れも増加した。事業所別では、船橋工場が総量

で102.6％、千葉工場が103.1％と何れも増加した。船橋工場の廃棄物

の増加要因は、3/11 の東日本大震災による液状化で崩れた排水溝の

瓦礫の発生が大きい。千葉工場の廃棄物の増加要因は、廃プラスチッ

ク・金属くずの発生による。ちなみに千葉工場の廃棄物排出量は全社

の僅か 0.4％なので、この増減は全体へは影響を及ぼしていない。 

当社で発生する廃棄物は自社内で燃料として消費したり、産廃物と

して中間業者に委託処理するものであっても、資源として有効利用さ

れており、2010年度の再資源化率は昨年と同様99.3％であった。 

食品廃棄物の削減 

（再生利用等実施率 

の向上） 

生産部 

千葉工場 

および 

技術部 

弊社が扱う原料から油分を取り除いた残渣は、脱脂糠・ジャーム粕・

ナタネ粕という弊社の主力製品であるが、食品リサイクル法では『食品

廃棄物』に分類されている。したがって当業界では食品廃棄物が膨大

な量になり、再生利用等実施率も 100％近い数値になる。同法ではこ

の率が 80％を超えた場合は、これを維持・向上させることが求められ

る。ＥＡ２１で設定した中長期目標の基準年度の 2008 年度比では、

2009･2010年度ともに目標を達成したが、同法での基準年度の2007年

度の実施率は 98.0％だったため、法的にはこの率の維持向上が目標

となる。そこで 2007 年度比となると、何れの年度も 97.8％、97.7％と僅

かに下回ったとはいえ、ほぼ達成できた。 

排水量の削減 

生産部 

千葉工場 

総務部 

全社での排水量は、総量では前年度比 96.6％、原単位 97.6％と何

れも減少した。事業所別では前年度比で、船橋工場が 97.0％、千葉工

場が 81.3％であった。千葉工場の大幅な減少は使用する地下水の漏

洩が発見できたためで、前年度比 4.5ｔの節水となった。ただし弊社全

体の 2％程度と僅かなものなので全体へは大きく影響していない。一

方、船橋の減少は 3/11 の大震災以降、年度明けまで操業が停止した

ための工業用水の減少による。 

化学物質の削減 
船橋工場 

千葉工場 

船橋工場では、前年度比原単位で水酸化ナトリウムが 99.7％、りん

酸が 100.3％、硫酸が 100.8％と殆ど横這いであったが、n-ヘキサンが

173.4％と大幅に増加した。千葉工場の n-ヘキサンも 110.4％と増加し

たが、夏場の猛暑と大震災後の計画停電による操業効率の悪化が響

いているものと思われる。 

グリーン購入 総務部 文房具等のグリーン購入を推進中 
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船橋工場 

本社機構 

· 工場周辺のクリーン活動の定期的実施 

· ちば環境再生基金への協賛 

· 船橋市環境フェア、三番瀬クリーンアップ活動への参加と協力 

地域の 

環境保全 

千葉工場 工場周辺のクリーン活動の定期的実施 

食品廃棄物排出量の削減と   

食品リサイクルの推進 

食品廃棄物の発生量も再生利用量もほぼ昨年並みで、再生利用等

実施率も 97.7％と昨年同様に高い値を維持している。 

その他 
 ・千葉工場で揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の削減の検討に着手 

 ・技術部で関連会社へのＶＯＣの低減の提言･指導の実施 

 

（４） 食品廃棄物削減の取組み （食品リサイクル法対応） 

当社において２０１０年度に発生した食品リサイクル法でいう「食品廃棄物」に該当する廃棄物量

は、７４,５１４ｔでした。しかし、そのうちの９７.０％にあたる７２,２９５ｔは、ナタネミール・粗脂肪酸・ワ

ックスという何れも当社の副産物製品であり、食用油でないというだけの理由で『廃棄物』とされて

いるものです。このリサイクル法で定義される（発生抑制実施量などを加算して算出した）再生利

用等実施率は９７.７％となりました。なお、食品リサイクル法では「再生利用等以外の量」という位

置付けになりますが、Ａ重油代替バイオマス燃料としてＣＯ2 排出量削減に重大な貢献を担ってい

る副生油が１,８６２ｔあり、これを加えれば上記（３）の表の中で示した再資源化率とほぼ整合しま

す。 

 

（５） 製油業界における環境活動 

当社は(社)日本植物油協会に加盟しておりますが、当製油業界においても地球温暖化問題へ

の対応に対し一層の貢献をするため、２０１０年度を目標に「環境自主行動計画」を策定し、各社は

それに基づく活動を推進しております。 

1990年度 2010年度 2012年度
(基準年次) (目標年次) (目標年次)

業界平均 0.347 0.295 0.292
当社 0.287 0.244 0.241

業界合計 674,577 － 620,611
当社 14,810 － 13,625

業界平均
当社

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
業界平均 0.297 0.292 0.279 0.268

当社 0.196 0.176 0.165 0.167
業界合計 628,270 582,873 560,842 543,763

当社 18,478 16,830 15,096 14,893
業界平均 98.3 98.4 98.4 98.6

当社 99.8 99.6 99.3 99.3
注1）　業界で用いるCO2排出原単位は、所属各社の業態を考慮し原油生産量と処理量を基に

　　　算出した『生産量ｔ』を分母にするため、この表以外の原単位とは２倍の較差が生じます
注2）　CO2排出原単位の業界での1990(H02)年度比の削減目標は、2009(H21)年５月に、

　　　従来の「2010年度で15％達成」から「2008～2012年度平均で16％以上」と上方修正された。
　　　また当初なかったCO2排出量そのものの、業界での1990(H02)年度比の削減目標が、
　　　新たに2009年５月に「2008～2012年度平均で8％削減」と設定されました
注3）　2009年度の業界値では、CO2排出量および原単位にデータ修正がありました

(1990年度基準)

廃棄物
再資源化率（％）

CO2排出原単位

(ｔ-CO2/生産量ｔ)
CO2排出量

(ｔ-CO2)

基準と目標

実績の推移

CO2排出量

8％以上削減

再資源化率　　95％以上
廃棄物

再資源化率（％）

CO2排出量

(ｔ-CO2)

CO2排出原単位

(ｔ-CO2/生産量ｔ)
CO2排出原単位

16％以上削減

削減目標
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CO2 排出原単位について、当社は常に業界平均値の６割程度という低い数値で推移しています

が、これは精製過程で副生する植物性廃油が CO2にカウントされないバイオマスエネルギー燃料と

して有効活用できているためです。また廃棄物再資源化率についても油脂業界全体でもかなり進ん

でおりますが、当社はこれも業界平均を上回って常に９９％以上という高い数値を維持しています。

再資源化されていない廃棄物は廃プラスチックや汚泥の一部ですが、全体に占める割合は１％未

満のときがほとんどです。 

 

（６） 中期環境目標を達成するために 

中期環境目標を達成させるため、以下のようなことを今後もおこなって行きたいと思います。 

①二酸化炭素排出量の削減 （燃料使用量の削減／省エネルギー） ： 

機器・配管等の保温の不備の早期発見と補修／ ドレン回収による蒸気使用量削減／ 

装置の運転方法の効率化・操作条件等の見直しと改善 

②二酸化炭素排出量の削減 （電力使用量の削減／節電） ： 

設備機器の省エネタイプへの更新･改良／ インバータ化の促進、設備･配管等の保冷

の見直し 

③廃棄物排出量の削減 （主に産業廃棄物の削減） ： 

生産条件等の見直し・改善による排出量の削減（＝副資材の削減・使用量の適正化を通

じての廃棄物排出量の削減を含む） 

④排水量の削減 （工業用水および上水の使用量の削減／節水） : 

排水量の大枠を決定する工業用水の削減は、使用量確保の上で大幅削減は難しいた

め、数値には反映しにくく効果の判定も困難とはいえ、今後も生産効率の向上および上

水での節水を推進して行きたいと思います。 

⑤化学物質使用量の削減  : 

千葉工場の抽出工程と、船橋工場の脱酸工程･冷却濾過工程・分解工程などで、いくつ

かの化学物質を主に製造副資材として使用していますが、コスト削減と資源の節約の連

動を図ってゆきたいと思います。 
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８．環境関連法規等の遵守状況の確認および評価の結果ならびに違反、訴訟等の

有無 
（１） 環境関連法規等の遵守状況の評価の結果 

評価の結果、下表のように環境関連法規等は遵守されていました。また、2010 年度の食品廃棄

物再生利用等実施率は 97.7％であり、維持向上をほぼ達成しました。 

主たる適用法規 該当施設、機械、該当する活動、遵守すべき内容 遵守状況 

水質汚濁防止法 

船橋市環境保全条例 

千葉市環境保全条例 

下水道法 

加圧浮上槽、排水基準の遵守、管理者の選任 

水質測定～半期ごと定期報告、異常時の処置と対応 

千葉工場は特定工場に該当せず 

千葉工場のみ適用 

○ 

浄化槽法 浄化槽の定期点検 ○ 

大気汚染防止法 

船橋市環境保全条例 

千葉市環境保全条例 

特定施設、排出基準の遵守、管理者の選任 

法定検査の実施、定期検査の報告 

千葉工場は特定工場に該当せず 

○ 

騒音規制法 送風機等、新規設備設置時の届出、基準の遵守 ○ 

振動規制法 基準遵守 ○ 

消防法 

対象：危険物第４・６類、屋外貯蔵所、可燃性液体（植物

油）、危険物取扱設備の点検、届出保管数量の遵守、

防火規程の策定、異常時の処置と対応 

○ 

廃棄物処理法 県等との協定遵守、認可を受けている業者との契約 ○ 

千葉県条例 条例遵守、管理票の交付および管理、定期報告 ○ 

省エネ法 
製造設備全般、エネルギー使用の合理化、管理者の

選任、使用量の定期報告 
○ 

容器包装リサイクル法 再商品化義務、再商品化委託料金の算出、識別表示 ○ 

食品リサイクル法 食品廃棄物の再生利用、削減計画、定期報告 ○ 

ＰＣＢ廃棄物の適正な     

処置に関する特別措置法 
保管倉庫、ＰＣＢの処置保管 ○ 

労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則の遵守、健康診断 ○ 

 

（２） 違反、訴訟等の有無 

関係当局からの違反等の指摘および訴訟は、過去３年間ありません。 

 

 

９．代表者による全体評価と見直しの結果 
このＥＡ２１の活動については各部門より定期的に報告を受けていますが、CO2発生量削減、廃

棄物の発生量削減や再資源化および排水量の削減等に関しましては、概ね計画通りの成果を出

しており、新規３ヵ年計画の第２年目にあたる２０１０年度の活動を総括した結果、７（１）～（５）で述

べているとおり、活動も順調に進んでいることが確認できました。そして、７（６）での取り組みに新

たに化学物質削減の項目を追加し、その目標の達成に努力するとともに全社的に環境意識の啓

蒙を図り、環境に配慮した経営を推進して行きたいと思います。 

以上 


